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平成 24 年度 研究開発・評価報告書
評価課題
「安全研究とその成果の活用による原子力安全規制行政に対する技術的支援」
（中間評価）

日本原子力研究開発機構
安全研究センター
（編）工藤

保、鬼沢

邦雄、中村

(2013 年 11 月 15 日

武彦

受理)

独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下、「原子力機構」という）は、「国の研究開発評
価に関する大綱的指針」
（平成 20 年 10 月 31 日内閣総理大臣決定）及びこの大綱的指針を受け
て作成された「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（平成 21 年 2 月 17 日文
部科学大臣決定）、並びに原子力機構の「研究開発課題評価実施規程」
（平成 17 年 10 月 1 日制
定、平成 21 年 8 月 19 日改訂）等に基づき、平成 24 年 12 月 11 日に「安全研究」に関する中
間評価を安全研究・評価委員会に諮問した。
これを受けて、安全研究・評価委員会は、本委員会によって定められた評価方法に従い、原
子力機構から提出された平成 22 年 4 月から平成 24 年 9 月までの安全研究センターの運営及び
安全研究の実施に関する説明を受け、今期中期計画期間の研究開発の実施状況について、研究
開発の必要性、有効性、効率性等の観点から評価を行った。
本報告書は、安全研究・評価委員会から提出された中間評価結果（答申書）をまとめるとと
もに、本委員会での発表資料、及び評価結果に対する原子力機構の措置を添付したものである。

本報告書は、安全研究・評価委員会が「国の研究開発評価に関する大綱的指針」等に基づき実
施した外部評価の結果を取りまとめたものである。
原子力科学研究所（駐在）：〒319-1195

茨城県那珂郡東海村白方白根 2-4
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Assessment Report of Research and Development on “Nuclear Safety
Research”
(Interim Report)
(Eds.) Tamotsu KUDO, Kunio ONIZAWA and Takehiko NAKAMURA
Nuclear Safety Research Center
Japan Atomic Energy Agency
Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken
(Received November 15, 2013)
Japan Atomic Energy Agency (JAEA) consulted an assessment committee,
“Evaluation Committee of Research and Development (R&D) Activities for Nuclear
Safety”, for interim assessment of R&D on nuclear safety research in accordance with
“General Guideline for Evaluation of Government R&D Activities” by Cabinet Office,
Government of Japan, “Guideline for Evaluation of R&D in Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology” and “Regulation on Conduct for Evaluation of
R&D Activities” by Japan.
In response to JAEA’s request, the Committee assessed mainly the progress of
the R&D project according to guidelines, which addressed the rationale behind the R&D
project, the relevance of the project outcome and the efficiency of the project
implementation during the period of the current midterm plan. As a result, the
Committee concluded that the progress of the R&D project is satisfactory.
This report describes the results of evaluation by the Committee. In addition,
the appendix of this report contains presentations used for the evaluation, and
responses from JAEA on the comments from the member of the Committee.
Keywords: Nuclear Safety, Nuclear Installations, Evaluation Committee, Interim
Assessment
This evaluation report presents the result of third-party evaluation conducted on the
basis of “General Guideline for the Evaluation of Government R&D Activities” and so
on.
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１．概要
独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下、「原子力機構」という）は、「国の研究開
発評価に関する大綱的指針」
（平成 20 年 10 月 31 日）及びこの大綱的指針を受けて作成さ
れた「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」
（平成 21 年 2 月 17 日文部科学
大臣決定）
、並びに原子力機構の「研究開発課題評価実施規程」
（平成 17 年 10 月 1 日制定、
平成 21 年 8 月 19 日改訂）等に基づき、平成 24 年 12 月 11 日に「安全研究」に関する中
間評価を安全研究・評価委員会に諮問した。
これを受けて、安全研究・評価委員会は、本委員会によって定められた評価方法に従い、
原子力機構から平成 22 年 4 月から平成 24 年 9 月までの安全研究センターの運営及び安全
研究の実施に関する説明を受け、今期中期計画期間の研究開発の実施状況について、研究
開発の必要性、有効性、効率性等の観点から評価を行った。
その結果、すべての分野の総合評価として、中期計画を上回る優れた成果が得られてい
ると評価した。また、福島原発事故に迅速に対応した研究開発は、中期計画には記載され
ていないものの、それらの貢献は非常に有用なものと認められ、当初計画に加えてこれら
の成果を上げていることは、大いに評価される。さらに、OECD/NEA の ROSA-2 プロジェ
クトを完遂したことは、海外からも評価されており高く評価された。評価結果においては、
改善を要望する意見や反省すべき点も見受けられ、より積極的な研究提案の必要性や人材
の確保、研究施設の有効利用等について、今後の研究計画や運営への反映を提言した。ま
た、今後研究を進めるにあたって、原子力機構内外との連携を深めることも含めて、原子
力機構としての長期的な人材確保・育成への取り組みの継続を提言した。
本報告書は、安全研究・評価委員会から提出された中間評価結果（答申書）をまとめる
とともに、本委員会での発表資料、及び評価結果に対する原子力機構の措置を添付したも
のである。

- 1-

JAEA-Evaluation 2013-003

２．安全研究・評価委員会の構成

本委員会は平成２３年１月１４日に設置され、平成２５年１月現在、以下の委員で構成
されている
委員長

藤城 俊夫

（財）高度情報科学技術研究機構 参与

委員

阿部 清治

（独）原子力安全基盤機構 総括参事

浦田 茂

関西電力（株） 原子力事業本部 安全技術グループ
チーフマネージャ

鹿島 光一

（財）電力中央研究所 軽水炉高経年化研究総括プロジェクト
リーダー 主席研究員

関村 直人

東京大学大学院 工学系研究科 原子力国際専攻 教授

田中 知

東京大学大学院 工学系研究科 原子力国際専攻 教授

山口 彰

大阪大学大学院 工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 教授

山中 伸介

大阪大学大学院 工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 教授

山中 康慎

東京電力株式会社 原子力設備管理部 原子炉安全技術グループ
マネージャ

山根 義宏

名古屋大学 名誉教授（東京工業大学 原子炉工学研究所
客員教授）

（五十音順）
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３．審議経過

（1）第１回安全研究・評価委員会：平成２３年２月１７日
・平成２２年度の研究成果についての審議
（2）第２回安全研究・評価委員会：平成２４年２月１５日
・平成２３年度の研究成果についての審議
（3）第３回安全研究・評価委員会：平成２５年１月８日
・平成２２年度～平成２４年度上期までの中間評価
（4）評価結果（答申書）のまとめ
・上記の審議結果に基づき委員長が評価結果をまとめ、各委員の了承を得て
答申書とした。
（5） 答申： 平成２５ 年３月２６日
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４．評価方法
４．１ 評価対象
評価の対象は、表 4.1 に示した安全研究センター全体の活動及び６分野の研究活動とした。
表 4.1 評価の対象
分 野
安全研究センターの研究活動（関係行政機関等への協力を含む）
１

リスク評価・管理技術に関する研究

２

軽水炉の高度利用に対応した新型燃料の安全性に関する研究

３

軽水炉の高度利用及び新型の軽水炉等に関する熱水力安全研究

４

材料劣化・高経年化対策技術に関する研究

５

核燃料サイクル施設の安全評価に関する研究

６

放射性廃棄物に関する安全評価研究

４．２ 評価のまとめ方
安全研究センター全体の研究活動及び６研究分野について、大綱的指針に基づき、その
評価項目例を参考に、良好点や課題などを挙げ、原子力機構の他部門における研究開発評
価委員会のまとめ方に沿った様式で実施することとした。
今回の評価は、原子力機構の中期計画（第 2 期：平成２２年度～平成２６年度）におけ
る中間評価（平成２２年４月～平成２４年９月）である。各委員が記載する評価シートの
構成を表 4.2 に示す。平成２２及び２３年度は、高く評価される点及び改善を要する点につ
いて、各委員のコメントを基にテーマ毎に採点済みである。今回の中間評価では、これら
を参考に、平成２４年度上期までの成果及び今後の研究計画を加え、進捗状況の妥当性、
見直しの必要性、資源配分の妥当性等の観点から、各分野の中期計画における文章毎に自
己評価を記載した上で、表 4.3 に示す S, A, B, C 基準で評価した。なお、評価に当たっては、
定量的評価（中期計画に沿って、研究が十分に進捗しているか）及び定性的評価（中期計
画に対応した研究成果の質は十分か）の観点に分けて評価をした。また、研究の分野が広
範囲にわたることから、委員の専門性を考慮し、各委員には最低限の評価対象とする分野
を設定し、効率的に評価が行えるように配慮した。そのため、各分野の評価結果は、委員
全員によるものではない。
各委員からの評価結果及びコメントを安全研究センター事務局にて集計し、委員長の確
認を得て最終版とした。
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表 4.2 各委員が記載する「安全研究・評価シート」の構成
分野
リスク評価

中期計画

自己評価

定量的評価

定性的評価

S,A,B,C

S,A,B,C

S,A,B,C

S,A,B,C

S,A,B,C

S,A,B,C

・

…

コメント

表 4.3 中間評価の基準
中間評価基準
・特に優れた実績をあげている。

評価
Ｓ

・中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調、
または中期目標を上回るペースで実績をあげている。
・中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫もしくは努力によ
って、中期目標を達成し得ると判断される。
・中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要であ
る。
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５．評価結果（答申書）

平成２５年３月２６日
独立行政法人
理事長 鈴木

日本原子力研究開発機構
篤之 殿

研究開発・評価委員会
（安全研究・評価委員会）
委員長 藤城 俊夫

研究開発課題の評価結果について（答申）
当委員会に諮問［２４原機(全)０１２］のあった下記の研究開発課題の中間評
価について、その評価結果を別紙の通り答申します。

記

研究開発課題
「安全研究とその成果の活用による原子力安全規制行政に対する技術的支援」
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安全研究・評価報告書
－中間評価－

2013 年 3 月

安全研究・評価委員会
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１．はじめに
独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「JAEA」という。
）は、原子力安全委員会が
定めた「原子力の重点安全研究計画」等に沿って安全研究（以下「重点安全研究」という）
を実施している。JAEA は自らが実施する重点安全研究の中立性・透明性を確保するため、
安全研究審議会を設置し、安全研究センターだけでなく他の研究開発部門が行う研究も含
めた JAEA 全体の重点安全研究を対象として、大綱的指針に基づく研究評価を併せた審議を
実施してきた。
この結果、
① 安全研究センター以外の部門が実施する安全研究に対する外部評価の重複
② 安全研究センターが実施する研究に対する独立した外部評価の欠如
の問題が生じていたため、安全研究センターが実施する研究に対する外部評価を独立に実
施する研究開発・評価委員会として、新たに安全研究･評価委員会を平成 22 年度に設置し
た。なお、安全研究審議会と安全研究･評価委員会との役割分担を明確にすることにより、
原子力安全委員会における重点安全研究計画に対する評価、独法評価、並びに原子力安全･
保安院及び原子力安全基盤機構が行う安全研究計画策定のための評価それぞれに対し、効
率的な評価が得られることが期待される。
安全研究・評価委員会（藤城俊夫委員長）は、安全研究センターが中期計画の下で実施
する研究の評価に加え、原子力安全・保安院（以下「保安院」という。）及び独立行政法人
原子力安全基盤機構（以下「JNES」という。
）の安全研究計画策定に対応するための保安院
からの受託研究についても個別に評価を行う。評価の時期としては、JAEA の中期計画に対
応して、事前評価、中間評価及び事後評価を実施して理事長に答申し、公開報告書にまと
める。また、これらの評価に資するため、年度評価を実施する。
本報告書は、安全研究センターの中間評価について、平成 22 年度及び平成 23 年度に実
施した各年度の評価も参考に、平成 25 年 1 月 8 日に開催した安全研究・評価委員会での討
議結果、及びその後委員がフォーマットに沿って評価を行った結果に基づき、中間評価結
果を取りまとめたものである。
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２． 中間評価
２．１ 委員構成
表 2.1 に示す委員で構成される安全研究・評価委員会で中間評価を実施した。
表 2.1 安全研究・評価委員会委員一覧

（委員氏名は五十音順）

委員長

藤城 俊夫

（財）高度情報科学技術研究機構 参与

委員

阿部 清治

（独）原子力安全基盤機構 総括参事

委員

浦田 茂

関西電力（株） 原子力事業本部 安全技術グループ チーフマ
ネージャ

委員

鹿島 光一

（財）電力中央研究所 軽水炉高経年化研究総括プロジェクトリ
ーダー 主席研究員

委員

関村 直人

東京大学大学院 工学系研究科 原子力国際専攻 教授

委員

田中 知

東京大学大学院 工学系研究科 原子力国際専攻 教授

委員

山口 彰

大阪大学大学院 工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 教授

委員

山中 伸介

大阪大学大学院 工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 教授

委員

山中 康慎

東京電力株式会社 原子力設備管理部 原子炉安全技術グループ
マネージャ

委員

山根 義宏

名古屋大学 名誉教授（東京工業大学 原子炉工学研究所 客員
教授）

２．２ 評価の対象
評価の対象は、表 2.2 に示した安全研究センター全体の活動及び６分野の研究活動とした。
また、①～④の原子力規制庁（原子力安全・保安院）からの受託研究についても個別の評
価を実施した。
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表 2.2 評価の対象
分 野
安全研究センターの研究活動（関係行政機関等への協力を含む）
１

リスク評価・管理技術に関する研究

２

軽水炉の高度利用に対応した新型燃料の安全性に関する研究
①燃料等安全高度化対策事業
②軽水炉燃材料詳細健全性調査の燃料部分

３

軽水炉の高度利用及び新型の軽水炉等に関する熱水力安全研究

４

材料劣化・高経年化対策技術に関する研究
③軽水炉燃材料詳細健全性調査の材料部分

５

核燃料サイクル施設の安全評価に関する研究

６

放射性廃棄物に関する安全評価研究
④地層処分の安全審査に向けた評価手法等の整備

２．３ 評価のまとめ方
安全研究センター全体の研究活動及び６研究分野について、大綱的指針に基づき、その
評価項目例を参考に、良好点や課題などを挙げ、JAEA の他部門における研究開発評価委員
会のまとめ方に沿った様式で実施することとした。
今回の評価は、JAEA の中期計画（第 2 期：H22～H26）における中間評価（平成 22 年 4
月～平成 24 年 9 月）である。各委員が記載する評価シートの構成を表 2.3 に示す。平成 22
及び 23 年度は、高く評価される点及び改善を要する点については、各委員のコメントを基
にテーマ毎に採点済みである。今回の中間評価では、これらを参考に、24 年度上期までの
成果及び今後の研究計画を加え、進捗状況の妥当性、見直しの必要性、資源配分の妥当性
等の観点から、各分野の中期計画における文章毎に自己評価を記載した上で、表 2.4 に示す
S, A, B, C 基準で評価した。なお、評価に当たっては、定量的評価（中期計画に沿って、研
究が十分に進捗しているか）及び定性的評価（中期計画に対応した研究成果の質は十分か）
の観点に分けて評価をした。また、研究の分野が広範囲にわたることから、委員の専門性
を考慮し、各委員には最低限の評価対象とする分野を設定し、効率的に評価が行えるよう
に配慮した。そのため、各分野の評価結果は、委員全員によるものではない。
各委員からの評価結果及びコメントを安全研究センター事務局にて集計し、委員長の確
認を得て最終版とした。
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表 2.3 各委員が記載する「安全研究・評価シート」の構成
分野
リスク評価

中期計画

自己評価

定量的評価

定性的評価

S,A,B,C

S,A,B,C

S,A,B,C

S,A,B,C

S,A,B,C

S,A,B,C

・

…

コメント

表 2.4 中間評価の基準
中間評価基準
・特に優れた実績をあげている。

評価
Ｓ

・中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調、
または中期目標を上回るペースで実績をあげている。
・中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫もしくは努力によ
って、中期目標を達成し得ると判断される。
・中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要であ
る。
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３．評価対象の概要
３．１ 安全研究センターの概況
安全研究センターに関する JAEA の中期目標及び中期計画は以下の通りである。
【中期目標】
４．原子力の研究、開発及び利用の安全の確保と核不拡散に関する製作に貢献するための
活動
（１）安全研究とその成果の活用による原子力安全規制行政に対する技術的支援
原子力安全規制行政を技術的に支援することにより、我が国の原子力の研究、開
発及び利用の安全の確保に寄与する。
このため、原子力安全委員会の「原子力の重点安全研究計画(第 2 期)」(平成 21
年 8 月 3 日原子力安全委員会決定)を踏まえ、同委員会及び規制行政機関からの技術
的課題の提示又は要請等を受けて、安全研究を行い、これら規制行政機関の指針類
や安全基準の整備等に貢献する。
また、関係行政機関等の要請を受け、原子力施設等の事故・故障の原因の究明等、
安全の確保に貢献する。
【中期計画】
４．原子力の研究、開発及び利用の安全の確保と核不拡散に関する政策に貢献するための
活動
（１）安全研究とその成果の活用による原子力安全規制行政に対する技術的支援
軽水炉発電の長期利用に備えた研究を行う。重点安全研究計画（第 2 期）（平成
21 年 8 月 3 日原子力安全委員会決定）等に沿って安全研究や必要な措置を行い、中
立的な立場から指針類や安全基準の整備等に貢献する。規制支援に用いる安全研究
の成果の取りまとめ等に当たっては、中立性・透明性の確保に努める。なお、実施
に当たっては外部資金の獲得に努める。
1) リスク評価・管理技術に関する研究
2) 軽水炉の高度利用に対応した新型燃料の安全性に関する研究
3) 軽水炉の高度利用及び新型の軽水炉等に関する熱水力安全研究
4) 材料劣化・高経年化対策技術に関する研究
5) 核燃料サイクル施設の安全評価に関する研究
6) 放射性廃棄物に関する安全評価研究
7) 関係行政機関等への協力
安全基準、安全審査指針類の策定等に関し、原子力安全委員会や規制行政機関
への化学的データの提供等を行う。また、原子力施設等の事故・故障の原因究明
のための調査等に関しても、規制行政機関等からの個々具体的な要請に応じ、人
的・技術的支援を行う。さらに学協会における規格の整備等に貢献する。
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重点安全研究計画等に沿って、1)から 6)の各テーマに対応した安全研究を推進している。
これら 1)から 6)に対する内容は、３．２節にまとめて記したので、そちらを参照されたい。
以下には、7) 関係行政機関等への協力に対する対象期間中の実績を示す。
福島原発事故に対応した国等への支援については、環境省や政府東電統合対策室特別プ
ロジェクトなどに専門家を 63 人・日（22 年度）、435 人・日（23 年度）、209 人・日（24 年
度 9 月まで）派遣して国の事故対応に協力した。
関係行政機関等への協力については、原子力利用において進められつつある新たな展開、
具体的には軽水炉の長期利用、新技術の導入による利用の高度化(燃料の高燃焼度化、最適
運転サイクルの導入、出力増強など)、核燃料サイクル施設の本格操業、各段階において発
生する放射性廃棄物の処分実施などに際して、十分な安全性が確保されることを確認・実
証するための研究を行い、その成果を活用して進めた。科学的データ及び知見の提供につ
いては、研究分野毎に記載した通りである。
委員会等を介した貢献は以下の通り。
・国（文科省、経産省、原子力規制委員会）
：34 名（22 年度）、34 名（23 年度）
、26 名
（24 年度）
・地方公共団体（青森県、新潟県、福島県）
：6 名（22 年度）
、5 名（23 年度）、8 名（24
年度）
・学会等（日本原子力学会標準委員会や安全部会、日本機械学会原子力専門委等）：53
名（22 年度）
、49 名（23 年度）
、55 名（24 年度）
・その他関係機関（JNES、原子力安全技術センター等）
：45 名（22 年度）
、39 名（23 年
度）
、30 名（24 年度）
国際協力については、OECD/NEA 等の海外機関の委員会等の委員として 8 名（22 年度）、
8 名（23 年度）、10 名（24 年度）派遣している。また、OECD ハルデン、OECD/NEA、フラン
ス IRSN、KAERI 等の国際協力研究として 8 件（22 年度）、8 件（23 年度）、7 件（24 年度）
実施している。さらに、OECD ハルデン原子炉計画に関する協定により海外機関へ 1 名（22
～24 年度）派遣している。
JAEA 内外の組織との連携・協力については、以下の通り。
・JAEA 内連携：ROSA/LSTF、JMTR、NSRR、RFEF、NUCEF などの基盤施設を活用
した研究を推進
・産学との共同研究：10 件（22 年度）、7 件（23 年度）
、10 件（24 年度）（大学や企
業等）
・委託研究：2 件（22～24 年度）（大学）
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人材育成への貢献については、以下の通り。
・客員教授や非常勤講師等として連携大学院や専門職大学院へ 20 名（22 年度）
、
22 名（23 年度）
、38 名（24 年度）派遣
・外部講師として法人へ 7 名（22 年度）
、4 名（23 年度）
、3 名（24 年度）派遣
・原子炉安全研修等の講師として 34 名（22 年度）
、29 名（23 年度）、53 名（24 年度）
派遣
・外国人研究者を 2 名（22～23 年度）受け入れ
広報活動等としては、得られた成果を学術論文発表等の形で積極的に行っている。
・査読付き論文：25 報（22 年度）、31 報（23 年度）、21 報（24 年度 9 月まで）
・査読無し論文：18 報（22 年度）、11 報（23 年度）、11 報（24 年度 9 月まで）
・研究開発報告書：12 報（22 年度）
、8 報（23 年度）、5 報（24 年度 9 月まで）
・プレス関係：発表 2 件・取材 1 件（22 年度）、取材 48 件（23 年度）、取材 22 件（24
年度 9 月まで）
また、成果の発信として安全研究センター成果報告会を開催した。本報告会では、福島
原発事故への対応等も含む最近の成果や今後の安全研究の計画などの講演及び各研究グル
ープによるポスター発表を行い、官庁、大学、研究機関、電力及びメーカー等から約 100
、約 110 名（23 年度）
、約 90 名（24 年度）が出席した。
名（22 年度）
今後の安全研究は、
「合理的に達成できる最高水準の安全に向けた継続的改善」に貢献す
る。このためには、シビアアクシデントを想定した緊急時への準備の充実、低頻度高影響
の外的事象（地震、津波、爆発等）への対応、シビアアクシデント評価及びアクシデント
マネジメントの高度化が不可欠である。これらの課題に答えるべく、
・設計基準事象とそれを超える事象における現象の解明、最適評価技術の整備と適用、
外的事象評価手法の整備といったシビアアクシデント防止研究、
・シビアアクシデント進展及びソースターム評価手法の改良及び適用、アクシデントマ
ネージメントの高度化といったシビアアクシデント評価研究、
・最新知見に基づくレベル 3PSA 手法の整備と防災への適用を行う環境影響・被ばく線
量評価研究
を重点化して実施する。安全研究センターの研究計画の概要を図 3.1.1 に示す。
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図 3.1.1 安全研究センターの研究計画の概要
まとめ
関係行政機関等への協力については、以下の通り。
・規制行政庁又は JNES からの委託等に基づいて、軽水炉燃料の高燃焼度化、軽水炉の
高度利用の熱水力安全、軽水炉及び再処理施設の高経年化、核燃料サイクル施設の
臨界及び火災、並びに放射性廃棄物の処分及び施設の廃止措置に関する試験又は解
析を行って科学的データを取得し、提供した。
・実際に発生した事故・故障の事例 200 件以上（H23 は 105 件）の情報を収集し、分析
し、関係機関に報告する研究活動及び INES から提供される情報を翻訳し、ホームペ
ージを通じて公開する活動を行った。
・関係行政機関等に対しては、原子力安全委員会や原子力安全・保安院等の委員会等
に H22 は延べ 137 人回、H23 は 153 人回、H24 は 119 人回参加し、人的・技術的支
援を行った。また、学協会の規格策定等へは H22 は 165 人回、H23 は 88 人回参加す
るなど、継続的に貢献している。
・福島原発事故に対応して、原安委、政府・東電統合対策室等に協力して対策の検討
を行うため専門家を H22 は 63 人日、H23 は 435 人日、H24 は 209 人日参画させ、分
析・評価等を継続的に支援した。
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安全研究センター全体の研究活動については、以下の通り。
・各項目について、中期計画に沿って、軽水炉発電の長期利用に備えた研究等を、原
子力の重点安全研究計画等に沿って実施し、有用な知見を得つつ、指針類や安全基
準、学協会規格等の整備に継続的に貢献している。
・安全規制の支援に対しては、研究成果の取りまとめ等に当たって、中立性・透明性
の確保に努めており、安全研究審議会での議論を通してその評価を受ける予定であ
る。
・研究の実施に必要な外部資金については、原子力規制庁（原子力安全・保安院）や
JNES 等から獲得している。
・人的資源の漸減傾向に対しては、新人研究員を H24 は 5 名、H25 は 3 名、博士研究
員を H24 は 2 名、H25 は 3 名を獲得するなど、積極的に人材強化策を講じている。
以上を勘案し、平成 22 年度～24 年度上期までの実績、及び今後の計画に対する自己評価
は、A とする。
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３．２ 安全研究センターの研究活動
３．２．１ リスク評価・管理技術に関する研究
本研究課題における中期計画は以下の通り。
【中期計画】
リスク情報を活用した安全規制に資するため, リスク評価・管理手法の高度化を進める
とともに, 原子力防災における防護対策戦略を提案する。さらに, 原子力事故・故障情報
の収集, 分析を行う。
①レベル 2 及びレベル 3PSA
レベル 2PSA コード THALES2 への格納容器内ヨウ素化学解析モデルの導入やレベル
3PSA コード OSCAAR に用いる気象データ等の拡張整備を行い、ソースターム評価及び環
境影響評価手法の高度化を図った。リスク評価における不確かさ因子の重要度指標を提案
し、実機（モデルプラント）の試解析に適用した。放射線防護分野の費用便益分析におけ
る単位集団線量の貨幣価値について国際的な動向を調査し、標準的な手法である人的資本
法及び支払意思額法による評価を行うとともに、社会調査を通じて費用便益分析を適用す
る際の課題を抽出し JNES に報告した。また、THALES2 コードを用いて公開情報に基づい
た福島原発事故進展解析（図 3.2.1.1）を進めつつ、OECD/NEA の BSAF 計画（福島原発事
故ベンチマーク解析）に係わる解析に着手するとともに、同コードにおけるリスタート機
能等の強化や水素爆燃モデルの検討を実施した。併せて、地形を考慮した大気流動・物質
輸送解析コード RAMS/HYPACT による解析結果を取り込めるよう OSCAAR コードを改良
するとともに、慢性被ばく線量評価解析コード DSYS-Chronic を開発した。
②核燃料施設のリスク評価
JNES 及び事業者との共同研究により、再処理施設の事故時放射性物質移行挙動に関する
研究を進め、高レベル濃縮廃液貯槽の沸騰・乾固事象における沸騰初期の廃液物性、沸騰
に伴う放射性物質を含む液滴のエントレインメント及び硝酸溶液の温度上昇等に伴う高揮
発性 Ru（8 価）の放出・移行に係わるモデルを整備した。また、実験データとの比較に基
づいてこれらのモデルの有効性を評価するとともに、放射性物質移行挙動解析コード ART
に導入した。併せて、再処理施設 PSA 用の一般的な故障率データのベイズ手法による導出
を終了し JNES に報告した。
③原子力防災
レベル 3PSA 手法を用いて、防護措置（屋内退避、避難、安定ヨウ素剤予防服用）の実施
範囲や被ばく低減効果、複合的実施戦略を検討するとともに、防災指針の見直しに関連し
て、予防的防護措置準備区域（PAZ）及び緊急防護措置準備区域（UPZ）のめやす範囲の設
定等に係わる技術的な情報を原子力安全委員会や原子力規制委員会に提示した。また、公
衆の内部被ばく線量評価に必要な甲状腺に対する光子・電子の比吸収割合を最新の ICRP 人
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体モデル等（ボクセルモデル）を用いて評価した。併せて、福島原発 80km 圏内における放
射性物質（Cs）分布予測モデルの枠組みを構築するとともに、モニタリングデータや地域
住民の個人線量実測値に基づいて避難パターンや生活習慣と被ばく線量の関係を分析した
（図 3.2.1.2）
。
④原子力事故・故障の分析
OECD/NEA-IAEA の事象報告システム（IRS）及び国際原子力事象評価尺度（INES）に報
告された事例や米国 NRC の規制情報を分析し、その結果をまとめた報告書の配布やインタ
ーネット上における和訳情報の公開を通じて関係機関（原子力安全委員会、原子力安全・
保安院、JNES、電力各社）との知見・教訓の共有化を図った。
⑤福島原発事故への対応
事故直後に THALES2 コードを用いたこれまでの解析結果を分析し、SBO 事象における
ソースタームの情報を原子力安全委員会に提示するとともに、同コードによる事故進展解
析を進めた。原子炉容器内から環境への Cs 再放出量を推定する簡易モデルを構築し、原子
力安全・保安院及び東電に提示した。また、放射性核種の吸入摂取による公衆の内部被ば
く線量及び地表沈着核種による外部被ばく線量を評価するとともに、食物及び水道水摂取
制限による公衆の回避線量を評価した。併せて、様々な生活習慣を有する住民の個人線量
を測定・分析し、内閣府及び JNES に報告した。

放出割合（-）
（対初期炉内内蔵量）

100
10

THALES2

D/W気相破損
S/C気相破損

-2

注水流量10%
（RPV破損）

10-4
10-6
10

注水流量25%
（RPV未破損）

-8

80

85

90

D/W気相破損
95

100

炉停止後の時間（h）
図 3.2.1.1 THALES2 コードによる福島原発事故進展解析の例（2 号機）
－CsI の環境放出に及ぼす消防ポンプ注水流量及び格納容器破損位置の影響－
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汚染発生後初めの1年間での被ばく線量(mSv)

50
注1)

40

注2)
注3)

30

クラウドシャイン、グランドシャイン、呼吸摂取による合計線量。
クラウドシャインと呼吸摂取に対する希ガスの寄与は含まない。
屋外作業者の生活習慣をもとに評価した値。屋内作業者は、
屋外作業者のおおよそ0.6~0.7倍程度。
市町村名は、地震発生時の住民の居住地。

95%値
50%値

20
避難
区域

計画的
定住
避難区域 シナリオ

10

0

図 3.2.1.2 確率論的手法を用いた住民の被ばく線量評価例
－避難区域・計画的避難区域の住民及び福島県主要都市の住民の
事故後 1 年間における被ばく線量－
まとめ
・リスク評価基盤技術の整備及び原子力防災に係わる研究においては、レベル 2 及びレベ
ル 3 の PSA 手法の高度化に向けて解析コードの整備を進め、福島原発事故を含めた実機
のシビアアクシデント解析や事故影響解析に適用するとともに、原子力規制委員会や原
子力安全委員会 JNES に対し、
シビアアクシデント時のソースタームや AM 策の有効性、
防護対策戦略の構築等に係わる技術的情報を提供した。
・核燃料サイクル施設の PSA 手法の整備では、JNES 及び事業者との共同研究として、再処
理施設の高レベル濃縮廃液貯槽の沸騰・乾固事象に係わる実験的研究を行うとともに、
同施設の事故影響評価を行う上で不可欠な放射性物質移行挙動解析手法の整備を進めた。
なお、本手法は、整備終了後に公開する予定である。
・原子力事故・故障の分析では、IRS 等の事例を継続的に分析し、原子力安全・保安院、原
子力安全委員会、JNES、電力会社等関係機関に分析結果を配布するなど、原子力の安全
規制や施設の安全性向上の検討に有用な情報を提供している。
・福島原発事故への対応においては、上記に加えて、原子炉容器から環境への Cs 再放出量
推定手法の構築、水道水摂取制限等、防護措置の有効性評価、公衆の個人線量測定及び
その結果の分析を的確かつ適時に実施し結果を公表するとともに、原子力安全・保安院、
東京電力、内閣府に対し、冷温停止状態の確認方法の検討や住民の被ばく線量の推定に
関して有用な情報を提供した。
以上を勘案し、平成 22 年度～24 年度上期までの実績、及び今後の計画に対する自己評価
は、A とする。

- 22 -

JAEA-Evaluation 2013-003

３．２．２ 軽水炉の高度利用に対応した新型燃料の安全性に関する研究
本研究課題に関する中期計画は以下の通り。
【中期計画】
近い将来に規制の対象となる新型燃料などの安全審査や基準類の高度化に資するため、
異常過渡時及び事故時の破損限界や破損影響などに関する知見を取得し、解析コードの高
精度化を進める。
RIA 時の被覆管破損をより忠実に再現するため、水素吸収させた外面予き裂入り高燃焼度
模擬被覆管と RIA 時の負荷を模擬した機械試験を組合せた試験手法を開発し、水素化物の
析出形態が被覆管破損に及ぼす影響に関するデータを取得した。これにより、水素集積領
域を起点とした高燃焼度 PWR 燃料の RIA 時破損メカニズム等、高燃焼度燃料特有の現象に
関する知見を取得した。
通常時燃料挙動解析コード FEMAXI 及び RIA 時燃料挙動解析コード RANNS については、
通常運転時の FP ガスバブルの成長予測、RIA 時の FP ガス放出や被覆管変形量、DNB 発生
等に関する改良と実験データを用いた検証を行い高精度化を進めた。また、ペレット FP ガ
ス放出及びペレット結晶粒界分離に関するモデルを改良並びに放出ガスのプレナムへの移
動抵抗をモデル化し、NSRR-RIA 実験で測定された内圧変化の再現性を向上させた。既存の
LOCA 時燃料挙動解析コードを調査し、現在の計算機環境への移植や主要な解析モデルの比
較検討を開始した。
LOCA 時及び LOCA 後の燃料健全性評価のた

荷重

LOCA を経験した
未照射被覆管

め、LOCA 条件を経験した未照射被覆管に対す
る 4 点曲げ試験を実施して曲げ強度と酸化量と
の関係を評価し、酸化量の増加とともに曲げ強
度が低下すること(図 3.2.1)などを明らかにした。
被覆管破裂後にブレイクアウェイ酸化が従来知

曲げモーメント一定
せん断力なし

見より短時間で発生する原因が、破裂に伴う内
面酸化及び水素吸収にある可能性を示した。高
温水蒸気中での被覆管酸化量に関する評価式を
新しく提案するとともに、温度による酸化速度

酸化量(ECR)の増加と
ともに脆化する傾向

の変化と酸化被覆管内部の元素分布の関係につ
いて知見を得た。
高燃焼度燃料被覆管を対象にオートクレーブ
試験等を実施し、冷却水の溶存酸素濃度や照射
に伴う材料の変質が腐食の加速に及ぼす影響に
ついて知見を得た。また、計算科学的手法によ
り水素化の微視的機構に関する知見を取得した。

図 3.2.1

LOCA 条件経験後の被覆管の

4 点曲げ試験の様子及び取得データ
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原子力規制庁からの受託「燃料等安全高度化対策事業」においては、構成材料（被覆管、
ペレット）の材質を変更した改良型燃料（高度化燃料）を対象に、事故（RIA 及び LOCA）
時における燃料の変形、破損、微粒子化などが原子炉の安全性（停止能力、炉心冷却性及
び物理的障壁健全性の維持）に及ぼす影響を判断するための知見、データを取得整備する
ことを目的とする。得られた成果は、改良型燃料を装荷した原子炉の安全審査における規
制判断の技術的根拠として活用される。
RIA 試験後の高燃焼度 MOX 燃料について FP ガス放出率等の照射後試験を実施し、高燃
焼度 MOX 燃料の RIA 時 FP ガス放出挙動等に関するデータ及び知見を得た。また、RIA 時
に被覆管に発生する多軸応力条件を模擬できる装置を用いて、未照射被覆管について軸／
周方向応力比や製造時熱処理条件が変形や破損に及ぼす影響に関するデータを取得した。
RIA 時燃料挙動解析コード等を用いた解析を実施し、FP ガス過渡放出に関する予測結果等
を得た。高燃焼度改良型燃料に関する LOCA クエンチ試験を実施し、改良型燃料の LOCA
時破断限界に関するデータ及び知見の取得を開始した。燃料集合体の変形をもたらす要因
の一つである被覆管の照射成長(高速中性子による照射欠陥の蓄積により被覆管が伸びる性
質)に関し、改良型燃料被覆管の導入に備えたデータの取得を開始した。
同じく原子力規制庁からの受託「軽水炉燃材料詳細健全性調査」の燃料分野においては、
軽水炉用新型燃料の安全性に関する知見を整備し安全評価技術を高精度化することにより、
安全審査に用いられる基準等の高度化に貢献することを目的とする。
燃料異常過渡試験を実施するために必要な照射装置の製作設計、製作等を進め、装置を
整備するとともに、照射キャプセルや試験用計測機器を製作した。これらの装置等を適切
に管理することにより、平成 24 年以降凍結となっている同試験を凍結解除後に速やかに開
始できる態勢を維持した。
まとめ
・RIA 時に発生する多軸応力下における高燃焼度燃料被覆管の破損挙動をより忠実に再現す
る試験手法を開発し、被覆管の結晶組織（製造時焼き鈍し条件等）により決まる水素化
物析出形態が破損限界に及ぼす影響等に関するデータを取得することができた。これら
の知見は、RIA 時の破損メカニズム解明や安全審査・安全基準の科学的合理性向上に役
立つものである。
・LOCA 時の被覆管高温酸化挙動（ブレイクアウェイ現象）及び LOCA 後の被覆管の機械
特性（4 点曲げ強度）に関するデータを取得した。これらのデータは、LOCA 時並びに
LOCA 後の燃料健全性及び長期冷却性に関する安全評価手法の高度化及び安全基準策定
への活用が見込まれる。
・ペレット FP ガス放出等に関するモデルを改良するとともに、NSRR-RIA 試験結果等を用
いた検証を行うことにより、照射試験結果に対する通常時及び事故時燃料挙動解析コー
ドの再現性を向上させることができた。このようなモデルの改良は、燃料に係る安全評
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価手法の高度化につながるものである。
・福島原発事故を受け、海水成分が被覆管及び燃料ペレットに及ぼす影響等、設計基準事
象を超えた条件やシビアアクシデント条件下での燃料挙動に関する研究を開始した。こ
の研究で得られる成果は福島原発事故復旧、既存炉の安全性向上及びシビアアクシデン
ト評価の向上に反映される。
以上を勘案し、平成 22 年度～24 年度上期までの実績、及び今後の計画に対する自己評価
は、A とする。
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３．２．３ 軽水炉の高度利用及び新型の軽水炉等に関する熱水力安全研究
本研究課題における中期計画は以下の通り。
【中期計画】
システム効果実験及び個別効果実験などに基づいて 3 次元熱流動解析手法の開発及び最
適評価手法の高度化を行い、シビアアクシデントを含む安全評価に必要な技術基盤を提供
する。
システム効果実験については、軽水炉における熱水力安全上の課題解決を目指した
OECD/NEA ROSA プロジェクトの第二期計画(ROSA-2)を 15 カ国 19 機関の参加により継続
した。H23 年には震災の影響をいち早く克服し、中小破断での冷却材喪失事故（LOCA）時
の炉心冷却、蒸気発生器伝熱管破断事故時の最適回復操作、自然循環によるシステム冷却、
OECD/PKL プロジェクトとの現象のスケーリングに係る相互比較実験など、規制上重要な
課題に関する７回の LSTF 実験を完遂すると共に実験前(Blind)解析を実施し、熱水力最適評
価(BE)手法の性能検証と改造・整備ならびに解析結果の不確かさ評価に寄与する情報を取得
した（図 3.2.3.1）
。また、産業界からの受託事業として、蒸気発生器の減圧による炉心冷却
の促進効果を加味した小破断 LOCA 模擬実験の実施と分析を支援した。
3 次元熱流動解析手法の開発・整備では、軽水炉の LOCA において最も重要な境界条件と
なる破断流の高精度な予測のため、3 次元モデルを用いた二相臨界流の解析（図 3.2.3.2）を
継続し、壁の影響を考慮した減圧沸騰モデルの開発を進めた。さらに、LSTF 炉心における
事故条件下の過熱蒸気熱流動解析を進め（図 3.2.3.3）アクシデントマネジメント策の実施
判断に重要な指標となる炉心出口温度に与える影響を評価した。
最適評価(BE)手法の高度化については、LSTF 小破断 LOCA 実験等の解析を行い、ROSA-2
プロジェクト参加機関と共に、安全評価に用いる最高燃料被覆管温度(PCT)に影響を与える
パラメータの効果等を分析した。また、不確かさ評価手法の検討を継続し、中破断 LOCA
を対象に事故現象や入力パラメータの重要度ランク表の作成を進めた。
個別効果実験については、沸騰遷移後（Post-BT）の熱伝達に関する試験を実機と同じ熱
水力条件下で実施し、燃料被覆管の健全性評価上重要な詳細データを得ると共に新たに熱
伝達相関式と機構論的モデルを開発した。さらに、Post-BT 条件での液滴挙動に着目し、レ
ーザー回折による液滴径分布計測を行う試験部を用いた実験を開始した。
BWR の炉心安定性について THYNC 個別効果実験を行うと共に、地震加速度の影響を評
価するため、JAEA で開発した 3 次元核熱結合解析コード TRAC/SKETCH の基礎方程式と
熱流動相関式に振動加速度を導入する改造を行って解析環境を整えた。さらに、実機を対
象とした感度解析を実施して、特に遠隔地の大型地震による地震加速度の振幅・周波数が
炉心出力変動に与える影響が大きいことを示した。
福島原発事故解析の支援として、簡易評価コード HOTCB を新たに開発して炉の状態解析
を行い、同コードを東京電力などへ提供すると共に、公開した。さらに、BE 解析コードに
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よる炉心溶融までの解析を行い、代替注水開始のタイムリミットを評価した。
シビアアクシデント時に放射線場となる格納容器内水プールからのガス状ヨウ素放出に
関する照射下実験を行ってデータベースを整備し、格納容器内のヨウ素化学コード Kiche
を開発すると共に、福島原発事故での放射性物質の放出量算定に役立てた。
Test 2：17%破断、HPI単一故障
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図 3.2.3.1 LSTF 実験と Blind 解析結果の比較（最高燃料被覆管温度 PCT）

flow direction

率

ノズル内動径方向の
ボイド 分布

流量の比較

実線： 既存減圧沸騰モデル
破線： 改良型減圧沸騰モデル
＋ ： 実験結果

赤： 実験結果
緑： 既存減圧沸騰モデル
青： 改良型減圧沸騰モデル

図 3.2.3.2 ノズル内臨界流実験の３次元 CFD 解析
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動径方向速度分布

炉心内温度分布

図 3.2.3.3 LSTF 実験炉心過熱時の過熱蒸気の３次元熱流動解析
まとめ
・研究は概ね順調に進捗し、当初計画を上回る成果を上げている。
・国際共同研究 OECD/NEA ROSA-2 プロジェクトでの中口径破断 LOCA 実験など、LSTF
システム効果実験や個別効果実験を、当初計画を上回る回数で実施し、熱水力最適評価
（BE）コードの高度化に活用した。さらに同プロジェクトの成果に基づく研究ワークシ
ョップを OECD 本部で開催し、新たに実施した系統的 Blind 解析や炉心出口温度計の有
効性に関する PKL との相互比較実験など、BE コードの解析精度向上に必要な技術情報
を、内外の規制や規制支援機関、産業界と検討・共有したことは、特筆に値する。
・BWR 炉心の核熱結合を模擬する THYNC 個別効果実験により、UO2 炉心と MOX 炉心の
核熱特性の相違が核熱安定性に及ぼす影響などを調べ、流動振動の減幅比や安定限界出
力に関するデータを取得した。さらに、機構が開発した 3 次元核熱結合コード
TRAC/SKETCH の内の BE コード TRAC-BF1 が、安定性に及ぼす燃料特性の影響を定性
的に予測できることを明らかにするなど、着実に研究を進めた。
・再循環ポンプトリップなど異常過渡時の BWR 燃料の沸騰遷移後（Post-BT）熱伝達に関
する試験を実機と同じ熱水力条件下で実施し、燃料被覆管の健全性評価上重要なドライ
アウトとリウェットに関する詳細データを得た。さらに、原子力学会基準が推奨する被
覆管温度予測手法の保守性定量化などのため、新たに熱伝達相関式と機構論的モデルを
開発し、サブチャンネル BE コード COBRA-TF へ導入して精度良い評価を行ったことは
高く評価できる。また、リウェット進展に大きな影響を及ぼす液滴の挙動については、
液滴濃度や液滴径分布などを詳細計測する水空気実験装置を整備し、実験を開始するな
ど、着実に研究を進めている。
・軽水炉 LOCA 時の最も重要な境界条件である破断流（3 次元臨界二相流）の CFD 解析に
つき、減圧沸騰モデルを開発して予測精度を向上した。さらに、事故時の昇温炉心内の
３次元過熱蒸気流がアクシデントマネジメント策の実施判断の指標となる炉心出口温度
に与える影響を、３次元蒸気流動解析により評価し、着実に研究を進めている。
・福島原発事故の支援として、BE コード（TRAC-BF1）による炉心溶融までの熱水力挙動
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の解明、格納容器内部の状態評価手法 HOTCB の新たな開発と東京電力などへの提供及
び公開、シビアアクシデント晩期の格納容器内のヨウ素挙動に関する独自開発のヨウ素
化学解析コード Kiche による放射性ヨウ素の放出量評価など、これまでに培った熱水力
安全評価に関する技術を基に、国や事業者が行う事故調査に寄与したことは高く評価で
きる。
・
（独）科学技術振興機構からの受託研究である「原子力発電プラントの地震耐力予測シミ
ュレーション」に係る地震時核熱連成解析において、加速度場における実機炉心の３次
元解析を実施可能なコード及びモデルの整備を完了した。これにより、地震時の炉心出
力変動を３次元的により精緻に評価すること、ならびに連携解析を行う他のコードへ境
界条件を高精度で提供することを可能としたことは、連携的研究における重要な貢献と
言える。
以上を勘案し、平成 22 年度～24 年度上期までの実績、及び今後の計画に対する自己評価
は、S とする。
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３．２．４ 材料劣化・高経年化対策技術に関する研究
本研究課題における中期計画は以下の通り。
【中期計画】
原子炉機器における放射線や水環境下での材料の経年劣化に関して実験等によるデータ
を取得し予測精度の向上を図るとともに、高経年化に対応した確率論的手法等による構造
健全性高度評価手法及び保全技術の有効性評価手法を整備する。
全技術の有効性評価手法を整備する。
原子炉圧力容器鋼の照射脆化予測の精度を高めるため、3 次元アトムプローブ等により照
射脆化機構に関する知見を得るとともに、健全性評価に必要な破壊靱性評価手法に関して、
ミニチュア試験片による寸法効果等に関するデータを取得した。試験済み監視試験片（
ミニチュア試験片による寸法効果等に関するデータを取得した。試験済み監視試験片（10
×10×55mm）から採取・加工が可能な
）から採取・加工が可能な 4mm 厚さコンパクトテンション（0.16T
0.16T-CT）試験片
を用いてマスターカーブ法による破壊靭性試験を実施した（図 3.2.4.1）。0.16T
0.16T-CT 試験片か
ら求められた参照温度Ｔo は、同方法の標準試験サイズである
同方法の
25mm 厚さコンパクトテンシ
ョン（1T-CT）試験片から決定される値と同等であることを確認した（図
）試験片から決定される値と同等であることを確認した（図 3.2.4.2）。

図 3.2.4.1 0.16TCT 試験片

図 3.2.4.2 マスターカーブ参照温度 To

旧原子力安全・保安院からの受託「軽水炉燃材料詳細健全性調査」では、中性子照射に
よる原子炉圧力容器鋼の破壊靭性値の変化や炉内構造物の照射誘起応力腐食割れ（
よる原子炉圧力容器鋼の破壊靭性値の変化や炉内構造物の照射誘起応力腐食割れ（IASCC）
の進展挙動を JMTR で調べるため、照射試験装置等の整備、照射下試験技術の開発、未照
射材のデータ取得等を進めた。
旧原子力安全・保安院からの受託「高経年化対策強化基盤整備事業」では、溶接熱影響
部等の非均質部に対応した原子炉圧力容器の健全性評価法を整備した。また、「高経年化技
術評価高度化事業」では、現行の原子炉圧力容器健全性評価法の技術的根拠、確率論的評
価法の適用性及び炉心領域以外の部位の評価法に関する調査を行い、高度化のための課題
や指針案の策定に着手した。
や指針案の策定に着手した。JNES
からの受託「高経年化を考慮した機器・構造物の耐震安
全評価手法の高度化」では、過大な荷重を付加した配管等で疲労き裂進展試験データを取
化」では、過大な荷重を付加した配管等で疲労き裂進展試験データを取
得し、その影響を考慮したき裂進展評価手法を提案するなど、耐震余裕評価のための構造
解析手法の整備に着手した。また、配管等の応力腐食割れ（
解析手法の整備に着手した。また、配管等の応力腐食割れ（SCC）に適用可能な確率論的破
）に適用可能な確率論的破
壊力学（PFM）解析コードについて、ベンチマーク解析による信頼性の向上等を進めた。
）解析コードについて、ベンチマーク解析による信頼性の向上等を進めた。
複雑な溶接残留応力を呈する鞍型管台部を対象に、溶接残留応力解析手法及び重合メッシ
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ュ法に基づくき裂進展評価手法を開発し、接残留応力解析により算出した残留応力データ
をグローバルメッシュにマッピングするツールを整備し、き裂の進展速度や方向を評価で
をグローバルメッシュにマッピングするツールを整備し、き裂の進展速度や方向を評価で
きるようにした（図 3.2.4.3）
）。
廃止措置段階にある「ふげん」発電所の実機配管の減肉測定及び解析を行い、配管減肉
データベースを構築した。また、ポンプ、バルブ等の実機材料により、 相ステンレス鋼の
データベースを構築した。また、ポンプ、バルブ等の実機材料により、2
低温長時間熱時効脆化に関するデータ（
低温長時間熱時効脆化に関するデータ（275℃、約
25 年間）を取得し、脆化メカニズムの
検討を行い、脆化予測式の最適化の検討を行った（図 3.2.4.4）
）。ふげん配管の溶接部近傍に
ついて調査を行い、SCC 対策としての応力改善効果の有効性（図 3.2.4.5）を確認した。
）を確認した。

(a) 溶接残留応力解析結果

(b) 重合メッシュ法に基づくき裂進展解析

図 3.2.4.3
3.2.4 配管鞍型管台部におけるき裂進展解析

図 3.2.4.4 脆化予測パラメータの最適化

図 3.2.4.5 水冷溶接部近傍の配管残留応力
測定結果

まとめ
・経年劣化として最も重要な原子炉圧力容器の照射脆化に関して、使用済の監視試験片か
ら採取可能なミニチュア試験片を用いたマスターカーブ法による破壊靱性試験を行い、
破壊靭性値における試験片寸法効果に関するデータの取得及びき裂の拘束効果に関する
解析を実施するとともに、
「ミニチュア試験片によるマスターカーブ法評価検討ラウンド
ロビン試験」に参加し、破壊靭性評価方法の高度化を図った。これらは、破壊靱性評価
に関する学協会規格の改定に貢献するものである。
・また、JMTR で原子炉圧力容器鋼の照射脆化及び炉内構造物用ステンレス鋼の IASCC に

- 31 -

JAEA-Evaluation 2013-003

関する試験を行うため、照射装置の整備、照射キャプセルの製作、未照射材の試験等を
行い、照射試験に向けた準備を着実に進めた。JMTR の再稼働時期の変更に対しては、
照射スケジュールの見直しにより中期計画に支障がないように対処した。なお、IASCC
試験については、き裂進展の加速要因として否定できない水の放射線分解の影響を調べ
る試験を重点化するように試験計画を見直した。
・確率論的手法による構造健全性高度評価手法に関して、ベンチマーク解析、実機の損傷
事例解析、他機関の利用者の意見等により信頼性の向上を図るとともに、残留応力解析
の高度化等により構造材料不連続部への適用範囲の拡張を行った。また、原子炉圧力容
器の健全性評価法について、規格基準への導入を図るため、確率論的評価法の標準化の
ための指針案の策定に着手するなど、確率論的方法よる科学的に合理的な構造健全性評
価手法の整備に貢献した。
・ふげんで長期間使用されたポンプや配管の調査では、2 相ステンレス鋳鋼の長期間熱時効
（275℃、約 25 年間）による脆化データを国内で初めて取得し、機構論的検討も踏まえ
て、現行の劣化予測手法の妥当性を確認した。また、応力改善策等の配管における応力
腐食割れ対策の長期有効性を確認した。
以上を勘案し、平成 22 年度～24 年度上期までの実績、及び今後の計画に対する自己評価
は、A とする。
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３．２．５ 核燃料サイクル施設の安全評価に関する研究
本研究課題における中期計画は以下の通り。
【中期計画】
リスク評価上重要な事象の影響評価手法の整備を目的として、放射性物質の放出移行率
などの実験データの取得及び解析モデルの開発を行う。また、新型燃料等に対応した臨界
安全評価手法や再処理施設機器材料の経年化評価手法の整備を行う。
リスク評価上重要な事象の影響評価手法の整備研究では、揮発性放射性物質の気液平衡
や熱分解反応速度など物理化学挙動テータを取得した。また、地震等による冷却機能喪失
に伴う高レベル濃縮廃液の沸騰・乾固事故時における放射性物質放出の放出移行率データ
を実廃液を用いたホット試験などにより取得した（図 3.2.5.1）。なお、本研究は、原子力
安全基盤機構（規制機関）及び日本原燃㈱（事業者）との 3 機間共同研究（我が国初のマ
ッチングファンド研究）として実施した。また、火災事故を対象として、グローブボック
ス構成材、ケーブル材料及び再処理有機溶媒の燃焼実験を実施し、エネルギー放出特性、
模擬放射性物質や煤煙の放出特性、煤煙の負荷に伴う HEPA フィルタの目詰まり特性などの
データを取得した。これらの知見を事故時放射性物質の移行挙動解析に必要なソースター
ムデータとして整理した。さらに、TRACY 過渡臨界実験装置による模擬臨界事故実験を行い、
濃縮ウラン溶液のランプ給液やパルス引抜などの条件下の出力単調減少時のデータを取得
した。取得した出力単調減少部、第１ピーク部及びプラトー部の実験データについて近似
評価法による解析評価を行い、従来手法より高い精度で評価できることを確認した。再処
理溶液中に燃料破片が分散している体系の臨界事故における、燃料破片の大きさと核分裂
出力挙動との関係について解析評価を行い、燃料破片（粒径）が大きくなるほど核分裂出
力が小さくなることを示した。
臨界安全評価手法の整備研究では、次世軽水炉燃料サイクルの臨界安全研究の取り組と
して、STACY 定常臨界実験装置を用いた臨界実験及び解析結果を取りまとめて臨界安全ハン
ドブックデータベースとして公開するとともに、5%超濃縮度ウランを用いた臨界ベンチマ
ーク実験について不確かさを評価した。また、福島第一原子力発電所復旧国プロ会合への
出席等により、破損燃料が置かれている状況、今後の取出し計画等について情報を収集し、
取出し作業時における未臨界担保の要件として、冷却水へのほう素添加、未臨界監視によ
る補助の必要性を検討した。さらに、燃焼計算評価手法検証に必要な使用済燃料組成デー
タ取得のため、元素分離が困難などのためこれまで測定が困難であった FP 核種について、
分離技術及び分析技術をそれぞれ開発し高精度な分析データ取得した。
再処理施設の機器材料の経年化評価手法整備研究（原子力安全基盤機構受託研究）では、
経年変化評価の妥当性確認に必要な技術的知見として、使用済燃料溶解槽や Pu 濃縮缶など
の材料腐食データを、様々な溶液条件をパラメータとして取得し、材料腐食進展予測式を
提案した。本研究成果は高経年化対策技術評価マニュアルの整備（原子力安全基盤機構）
に反映された。また、平成 24 年度は、新たに商用再処理施設に特有の機器材料の経年化評
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価のための減圧式高レベル濃縮缶におけるデポジット腐食や環境割れなどを対象とした研

積算移行割合 (-)

究に着手し、試験計画の策定及び試験装置の整備を行った。

10-2
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図 3.2.5.1 模擬放射性物質の気相への移行割合（亜硝酸の影響）

まとめ
・リスク評価上重要な事象の影響評価手法の整備では、再処理施設の重大事故でもある高
レベル濃縮廃液貯槽廃液沸騰幹固事象について、実廃液を用いたホット試験やコールド
基礎試験などを行い、放射性物質の放出・移行挙動データを取得し、事故影響評価の精
度を向上させた。また、火災事故については、ソースタームデータの取得及び解析評価
を行い有用な知見を提供した。さらに、臨界事故の影響評価手法の研究成果は廃止措置
に係る破損燃料取扱作業時事故影響評価あるいは直接処分重大事故影響評価としても有
用である。
・新型燃料等に対応した臨界安全評価手法の整備研究では、次世軽水炉燃料サイクルの臨
界安全研究に取り組むとともに、これまでの実験及び解析結果を臨界安全ハンドブック
データベースとして公開した。使用済燃料中 FP 核種同位体組成の精密測定は，燃焼解析
コードの予測精度を検証するための基礎データ整備の意味で重要である。燃料デブリ組
成評価にも役に立つ成果である。放射能インベントリ推定や再臨界評価などで福島原発
事故にも適切に対応した。
・再処理施設機器材料の経年化評価手法の整備では、溶解槽や高レベル濃縮缶などの再処
理機器材料の腐食試験研究を行い、経年劣化評価の妥当性評価技術データを取得し、そ
の成果は高経年化対策技術評価マニュアルの整備（規制支援機関）に反映された。
以上を勘案し、平成 22 年度～24 年度上期までの実績、及び今後の計画に対する自己評価
は、A とする。
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３．２．６ 放射性廃棄物に関する安全評価研究
本研究課題における中期計画は以下の通り。
【中期計画】
地層処分の安全審査基本指針等の策定に資するため、地質環境の変遷や不確かさを考慮
した、時間スケールに応じた核種移行評価手法及び廃棄体・人工バリア性能評価手法を整
備する。また、余裕深度処分等に対しては、地層処分研究で得た技術的知見を用いて、国
が行う安全審査などへの技術的支援を行う。廃止措置については、対象施設の特徴や廃止
措置段階に応じた解体時の安全評価手法を整備する。
地層処分の安全規制支援を目的に、原子力安全・保安院からの受託事業により外部資金
を獲得し、地層処分システムの時間的及び空間的な変動を考慮できる安全評価コード
GSRW-PSA を中核とした、確率論的安全評価手法の体系化を進めた。
時間スケールや処分環境を考慮した廃棄体・人工バリアの挙動モデルの整備とその適用
条件・適用範囲と不確実性の把握するための研究を実施した。
①ガラス固化体の溶解モデルについて、Ca、鉄、Mg 共存下での溶解促進の可能性を確認
し、長期溶解速度の設定の考え方を提示した。
②ジルカロイの腐食速度モデルについて、原子炉の分野で実績のある 300℃付近の経験則
モデルを処分環境温度へ適用することの妥当性を確認するため、80～180℃におけるジ
ルカロイの腐食速度を測定し、処分環境における腐食速度モデルの改良を進めた。
③オーバーパックの早期破損につながる局部腐食を判定するモデルを開発するとともに、
処分環境で想定される温度、地下水環境下で炭素鋼の腐食試験を実施し、局部腐食判
定モデルの検証を進めた。
④緩衝材の性能評価のため整備してきたモデル、コードの適用範囲を試験により検討した。
また、仏国 IRSN の地下研究施設で観測したセメント－粘土界面での変質現象を解析
し、コード導入モデルを検証した。
リスク論的考え方に基づく安全評価シナリオ設定手法の整備として、工学技術の信頼性、
人工バリア材の長期変遷、地質・気候関連事象を考慮したシナリオの設定方法を検討した。
①工学技術の信頼性については、初期欠陥に関わるシナリオ、モデル、パラメータを設定
し、感度解析を実施しするとともに、処分場の建設・操業・閉鎖の各段階で地震発生
時の処分場閉鎖後の THMC、安全機能に与える影響を整理した。
②人工バリア材の長期変遷については、FEP を安全機能に与える影響の連鎖として再整理
するとともに、海外の事例を調査し、シナリオ設定手法の高度化を図った。
③地質・気候関連事象について、FEP に基づく安全機能との関係を整理するとともに、定
量的評価のためのモデル構造を構築し、地形・地質構造変化が水理パラメータへ及ぼ
す影響等に関する不確実性解析を試行した。
人工バリア及び天然バリア中の核種移行評価手法の整備として、各評価モデルの入出力
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のリンケージを図り、隆起・侵食、塩淡水境界等がサイト内地下水流速、移行経路、バリ
ア材の劣化へ及ぼす感度解析等を可能した。また、pH やイオン濃度等水質条件の組合せに
応じた分配係数の拡充と収着モデルの構築を進め、これらに基づき Cs、Se の分配係数の設
定の考え方を整理した。さらに、我が国で想定されるシナリオ、評価パラメータの変動範
囲等を設定した総合的な解析結果から、シナリオ、モデル、パラメータの重要度を分析し、
各バリア機能についての判断指標（プロトタイプ）を作成した。
余裕深度処分等の低レベル放射性廃棄物の処分に関しては、ウラン廃棄物のクリアラン
スレベル評価のため、ウラン廃棄物の処理・輸送時、産廃処分時、再利用時における被ば
く線量を評価するための解析コード PASCLR2 を開発し、天然および人工起源のウランの
クリアランスレベルを決定論的手法および確率論的手法により算出するとともに、国際的
流通性にも配慮して IAEA の評価手法による解析結果との比較から算出値の妥当性を確認
した。クリアランスレベルの評価結果は原子力安全・保安院に提供し、基準策定の審議お
よび政省令の施行に貢献した。
廃止措置に関わる作業者及び公衆の被ばく線量を評価するためのコード整備として、原
子炉、核燃料取扱い施設、再処理施設等多様な原子力施設の廃止措置段階に応じた安全評
価コードシステム DecAssess の整備を進め、平常時および事故時の公衆被ばく線量評価を
可能とした。また、サイト解放に係る残存放射能評価のため放射能分布推定コード ESRAD
の整備に着手し、JAEA 内廃止措置データおよび米国トロージャン発電所の敷地解放時の残
存放射能データ等を参照して実サイトへ試適用を進めた。
福島原発事故に伴い発生した放射性物質により汚染した災害廃棄物等の処理、埋設処分
および再利用に関する取扱い方針の策定のための技術的な情報を迅速に提示することを目
的として、災害廃棄物等の処理・埋設処分ならびに再利用に伴う作業者および公衆の被ば
く経路を想定し、それらの被ばく経路に対する線量を解析した。さらに、その解析結果か
ら、原子力安全委員会が示した事故の
影響を受けた廃棄物の処理、埋設処分
ならびに再利用に対する線量の目安
値を満足する、災害廃棄物等および焼
却灰等処理廃棄物中の放射性セシウ
ムの濃度を算出した。解析にあたって
は、実績のあるクリアランスレベル評
価のシナリオをベースとして、個々の
汚染物に固有な移行経路や取扱いを
追加的に考慮することにより、網羅性
と信頼性を担保した評価シナリオを
極めて短期に設定した。脱水汚泥およ
図 3.2.6.1 コンクリートくず再利用に関する評価例
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に関する作業者や周辺住民への影響を評価した結果、処分場跡地への立入制限等を条件に、
放射性セシウム濃度が 8,900 Bq/kg 以下であれば作業者や周辺住民の安全が確保できる見
通しを示した。また、汚染した災害廃棄物等の物量低減と有効活用が期待される、コンク
リートくず等の道路および防災林盛土への再利用について、作業者や周辺住民に与える線
量を評価した（図 3.2.6.1）
。下層路盤材としての再利用および防災林盛土材としての再利用
を想定した場合、放射性セシウムの平均濃度としてそれぞれ 2,700 Bq/kg、4,100Bq/kg ま
でであれば、原子力安全委員会の示す目安値を満足するという結果を得た。事故に起因す
る汚染物に対するこれらの解析結果は、原子力災害対策本部、環境省、国土交通省、農林
水産省等へ提供し、環境省令、ならびに災害廃棄物等に対する具体的な措置として公表さ
れた指針やガイドライン策定の科学的根拠として活用されている。

まとめ
・地層処分研究については、保安院および JNES の研究ニーズに応え、体系的な確率論的
安全評価手法を着実に整備し、GARW-PSA 等の基幹コードならびにデータベースの
JNES への提供を進めるなど、安全規制のための中核的研究機関として大いに貢献して
いる。H26 年度を目途に、概要調査段階に向けた安全評価研究成果を取りまとめ、H27
年度以降の規制研究課題の抽出を図る。
・余裕深度処分等については、JNES、AIST との三者間で、余裕深度処分の安全審査に対
応するための規制支援体制を整備し、
「処分施設施工確認の在り方」に関する検討を開始
した。また、ウラン廃棄物のクリアランスレベルを評価し、基準策定の審議および政省
令の施行に貢献した。この貢献により、人形峠のウラン取扱い施設がクリアランスの認
可を受け、現在クリアランス実施が進んでいる。本研究成果で、保健物理学会論文賞を
受けた。
・廃止措置研究については、多様な原子力施設の廃止措置段階に応じた安全評価コード
（DecAssess）の整備を進めるとともに、サイト解放に係る残存放射能分布推定コード
（ESRAD）の試作、実サイトへの試適用を実施するなど、評価コードの H26 年度完成
に向け着実に進めている。
・福島原発事故に起因する汚染物に対し、これまでに開発したクリアランスレベル評価コ
ード、データベースを駆使して安全解析を実施してきた。H23 年度は、滞留水の一時保
管に関わる判断、汚泥等汚染物の取扱いガイドラインの策定等に貢献した。H24 年度は、
災害廃棄物の処分および再利用に関する評価、ならびに天地返し、森林除染による線量
低減効果の評価を実施し、環境修復活動に大いに貢献している。本研究成果で、理事長
表彰「研究開発功績賞」を受けた。
以上を勘案し、平成 22 年度～24 年度上期までの実績、及び今後の計画に対する自己評価
は、S とする。
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４． 中間評価結果
評価の結果を以下に示す。なお、評価の基準については、２．３項の「評価のまとめ方」
にある表 2.4 の通りである。
４．１ 安全研究センターの概況（関係行政機関等への協力）
中期計画

定量的評価

定性的評価

A：7 名

A：7 名

S：1 名、A：6 名

S：1 名、A：5 名、B：1 名

S：1 名、A：6 名

S：2 名、A：4 名、B：1 名

S：2 名、A：5 名

S：2 名、A：5 名

安全基準、安全審査指針類の策定等に
関し、原子力安全委員会や規制行政機
関への科学的データの提供等を行う。
また、原子力施設等の事故・故障の原
因究明のための調査等に関しても、規
制行政機関等からの個々具体的な要請
に応じ、人的・技術的支援を行う。
さらに学協会における規格の整備等に
貢献する。
（追加実施項目）

S：1 名、A：6 名

本分野の全体評価結果

研究者が約 50 名の組織である点を考慮すると、多岐にわたる研究項目を一定レベルで達
成していて研究活動状況は良好であり、また、関係行政機関への人的・技術的支援を積極
的に行い、規制技術支援機関としての役割を果たしていることは、高く評価したい。国内
学協会の標準委員会において、分科会・作業部会の主査、幹事は、安全研究の成果を正当
に評価し、積極的に活用してもらう上で重要な役割を担っており、主査等 10 名は評価に値
する。人的資源の確保について、平成 24 年度に 5 名、平成 25 年度に 3 名と、確保に向け
ての努力を続けている点は評価出来る。OECD/NEA の各種の作業グループで議長に指名さ
れるのは、その分野の我が国の研究ポテンシャルの高さと、それを適切に発信できる研究
者の存在に負うている。今後とも、研究ポテンシャルを高めるとともに、国際社会におい
て顔の見える研究者・管理者の継続的な養成が重要である。
原子力の唯一の研究機関であるので、多くの貢献をなされていることは理解するが、そ
れらの活動が受け身のように思う。安全研究センターが関与することによってどのような
効果、貢献があったか、どのような考え方を提示できたかを示していただきたい。社会的
情勢及び JAEA に対する要請は従来とは大きく異なっているので、それらを先取りした研
究を立案しリーダーシップを発揮して欲しい。センターの構成人員の減少は、将来に対す
る大きな不安材料であり、JAEA のトップマネジャーには、JAEA の果たすべき役割を再認
識していただき、安全研究体制の充実・強化を図って欲しい。今後とも安全規制支援機関
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としてのニーズは益々高くなるものと予想されることから、継続した活動と本分野に応え
るための積極的な人材養成を行うために長期的ビジョン作り（規制の現場との人事交流等）
が必要と考える。
４．２ リスク評価・管理技術に関する研究
中期計画

定量的評価

定性的評価

A：6 名

S：1 名、A：5 名

A：6 名

A：5 名、B：1 名

S：3 名、A：3 名

S：2 名、A：4 名

リスク情報を活用した安全規制に資す
るため、リスク評価・管理手法の高度
化を進めるとともに、原子力防災にお
ける防護対策戦略を提案する。
さらに、原子力事故・故障情報の収集、
分析を行う。
（追加実施項目）

A：6 名

本分野の全体評価結果

福島原発事故を経験し、シビアアクシデント対応が安全規制の中に明確に位置づけられ
た事から、リスク情報活用のニーズは極めて高くなっている。特にシビアアクシデント時
のソースターム評価や AM 策の有効性評価等は益々重要な役割を果たす事が求められてい
る。このような新たな状況やニーズに柔軟に対応しつつ、継続した研究活動の遂行を期待
する。本来業務の PSA 手法の高度化等と併せ、シビアアクシデント解析、事故影響評価な
ど、福島原発事故対応に直結する各種検討を精力的に進め、成果を得ていることは高く評
価できる。さらに、被災地の被ばく・防護対策などを含む成果の公表、関連情報の発信を
迅速かつ積極的に進めている。福島で実際に起きたことを再現しようとしていたことなど
が大事であり、こういう仕事と総合コードの改良とを結びつけて欲しい。レベル 2PSA 手法
の高度化で、揮発性ヨウ素の格納容器内浮遊割合がプール水の pＨ値に依存することを示し
た研究は、ヨウ素のソースターム評価上重要である。原子力災害対策指針の策定について
の貢献を高く評価する。核燃料サイクル施設の PSA 手法整備で、低蒸気流速における気液
同伴率から導いた移行割合評価式を、実験で検証した研究は評価できる。安全弁・逃し安
全弁の設定点変動事例の分析結果が、保安院及び JENS で活用されているのは、原子炉事故・
故障の分析結果に係わる情報提供活動の一例として、評価できる。シビアアクシデントの
規制要件化に対応し、原子力防災の実効的防護対策戦略の提案等へ中期計画を変更するこ
とは、今後の研究計画として妥当である。
シビアアクシデント評価に関する研究は、手法の改良が目的化しているのではないか。
必要なコード、機能、要求性能は何かという観点で手法のギャップ分析をしてはどうか。
THALES には想像に基づいて作成したモデルもあるし、メルトダウンモデルのように、実
現象はわからないから感度解析ができるようにしたモデルもある。相関式を取り替えて精
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度が上がるわけではないことに留意して欲しい。事故・故障情報の収集分析は大切。これ
まで、収集分析はしたが、それを反映できなかったことが課題。情報を用いて何をしてい
れば、福島原発事故は防げたのかなどの検討を行うべき。そうでなければ、データ収集が
目的化する。福島原発事故時に炉心損傷解析、ソースターム解析、ソースターム移行解析
の手法の活用が迅速に実施できなかった点は問題。本分野を担当する人材の育成・確保、
特に事故・故障情報分析担当者の確保は緊急の課題と考える。海外への成果発表による公
知化に関する情報も盛り込んで頂きたかった。
４．３ 軽水炉の高度利用に対応した新型燃料の安全性に関する研究
中期計画

定量的評価

定性的評価

S：1 名、A：5 名

S：1 名、A：5 名

A：6 名

A：6 名

S：2 名、A：3 名

S：1 名、A：4 名

近い将来に規制の対象となる新型燃料
などの安全審査や基準類の高度化に資
するため、異常過渡時及び事故時の破
損限界や破損影響などに関する知見を
取得する。
また、解析コードの高精度化を進める。
（追加実施項目）

A：6 名

本分野の全体評価結果

NSRR を利用した照射実験は東日本大震災の影響で遅れている状況であるが、炉外試験等
を強化して進め、破損メカニズムの解明や新基準の提言等など外的条件の変化に適切に対
応し成果を得ている。新型燃料の安全評価にかかわる本来業務に加え、海水成分の燃料に
与える影響、シビアアクシデント下における燃料挙動など福島原発事故を受けた研究に着
手しており、事故後対応への有用な知見を提供している。世界的にも共有されるべき内容
と思われ、今後の成果を期待したい。RIA 時及び LOCA 時の燃料挙動について、中期計画
に沿って着実に成果を上げており、燃料挙動解析コードについても着実に改良を進めてい
ることは評価できる。本分野は長期の研究計画として進める必要があり、震災影響等があ
っても、適切な計画変更等で成果のレベルを維持することにより、最終目的達成は十分可
能と考える。その方向での更なる努力を期待する。
各実験施設の活用について長期ビジョンの策定が必要と感じる。また、燃料研究分野の
研究員の減少が危惧されているので、施設の活用とともに本分野の人材養成は非常に重要
と考える。SA 規制に係る炉心損傷制限の考え方、特定安全施設などの設計条件を定める炉
心の状態や FP の放出形態、水素の発生の抑制など、燃料安全に関係する技術課題を整理で
きるとよい。また、事故時長期冷却を確実にするため、様々な条件（出力、冷却、温度、
燃焼度）での燃料分散・移行挙動を分析するための基礎データが必要と考える。福島原発
事故の分析において、VEGA 実験の結果がどこまで役に立っているかなど、直接の成果だけ
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ではなくそういう研究を通じて得られた能力がたとえばフィルターベントの有効性評価等
に役立てられるのではないかと考える。
４．４ 軽水炉の高度利用及び新型の軽水炉等に関する熱水力安全研究
中期計画

定量的評価

定性的評価

S：1 名、A：5 名

S：3 名、A：3 名

システム効果実験及び個別効果実験な
どに基づいて 3 次元熱流動解析手法の
開発及び最適評価手法の高度化を行
い、シビアアクシデントを含む安全評
価に必要な技術基盤を提供する。
S：1 名、A：5 名

本分野の全体評価結果

LSTF での OECD プロジェクトが継続的に良い成果を挙げているが、国際協力が重要な分
野であり、海外からも評価される実験データを取得していることは意義が大きく評価する。
さらに、解析コードの開発・検証を評価する。特に、事故時熱水力安全評価手法の高度化
に向けて、大型実証試験を中心に国際共同研究を円滑に実施すると共に、最適評価コード
の実証データを収集して 3 次元 CFD 解析の開発等を精力的に推進し、当初計画を上回る十
分な成果を得ている。また、次世代 LWR 安全機器性能確認など卓越した試験研究を着実に
遂行し、検証ベースとなる有用な知見を内外に提供していることは高く評価したい。さら
に、沸騰遷移後の熱伝達挙動に関して詳細データを取得、国内基準の整備にも貢献してい
る。東日本大震災において一時的な中断はあったものの、概ね中期計画に則って着実に成
果を上げていることに対して評価する。一方、これまでの研究ポテンシャルを活用し、炉
心溶融に関する熱水力挙動の解析、放射性ヨウ素の放出量評価などについて産業界とも連
携して福島原発事故への支援も積極的におこなっており、高く評価できる。
研究の取り組みとして、計装系に関する研究が含まれていないのはなぜか。計装系の信
頼度、信用度、ロバスト性に係る分析は熱水力研究とセットで進める必要があると考える。
福島原発事故で問題になった、シビアアクシデント条件下での水位計の信憑性について、
たとえば THYNC 設備を用いての新たな OECD プロジェクトは考えられないか？TMI 事故
の後、炉容器内保持・冷却の研究が大きく進展した。炉容器外での燃料分散、冷却に関す
る研究は、格納容器研究と合わせて実施する必要がある。また、BWR についての大型実験
設備の建設も考えてはどうか？さらに、新型軽水炉への応用も含め、受動的安全装置の性
能評価と動的設備との組み合わせの最適化（炉心、格納容器の冷却、原子炉圧力容器冷却）
に関する研究が必要ではないか。地震耐力予測としては、制御棒挿入性及び出力制御方策
に重点化すべきではないか。コードは技術的知見を反映し、実現象を予測するものであり、
産官学の協力で開発すべきもののため、さらに積極的に進めていただきたい。今後の研究
の進め方として、シビアアクシデントを含む安全性の強化が緊急の課題として求められる。
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ベンティングを含む各種のアクシデントマネジメント対応におけるシステム全体の熱水力
挙動の把握やソースターム評価に関わる熱水力挙動解明等、新たなニーズに対応する必要
があり、研究課題設定おいて柔軟な視点を持ち、リスク評価や燃料安全等他分野の研究と
も連携を図りつつ積極的な取組を期待したい。そのとき、個々の研究成果とともに、我が
国の規制のあり方とどうリンクするかの議論が必要である。さらに、成果として、民間規
格の策定への貢献を期待する。
４．５ 材料劣化・高経年化対策技術に関する研究
中期計画

定量的評価

定性的評価

A：4 名、B：1 名

A：5 名

原子炉機器における放射線や水環境下
での材料の経年劣化に関して実験等に
よるデータを取得し予測精度の向上を
図るとともに、高経年化に対応した確
率論的手法等による構造健全性高度評
価手法及び保全技術の有効性評価手法
を整備する。
A：5 名

本分野の全体評価結果

照射脆化、熱時効等に関しては、基礎材料データの取得にとどまらず、既存設備（JMTR、
ふげん）の活用を計画あるいは実行し、機構論的評価から規格基準策定への活用など、多
方面の取り組みを進めて、所定の成果を得ている。高経年化対応で最も重要な原子炉圧力
容器の照射脆化評価に関するニーズに的確に対応し、成果は学会標準などに反映されてい
る。震災の影響により JMTR の稼働計画変更が余儀なくされているが、設備はほぼ完成し
ており、本研究は比較的長期で取組まれていることから、実施スケジュールの工夫等によ
り着実に成果を挙げる事を期待したい。確率論的構造健全性評価は、今後は安全評価にお
ける重要性がさらに増すものであり、その開発、規格基準策定に着手したことを評価する。
個々の研究成果が実炉でどの程度活用されたか、実績把握と活用されていない場合の理
由の検討が必要である。ふげんに加え、廃炉となる軽水炉のデータをどのように活用する
べきかの計画を立てて欲しい。照射に伴う構造健全性を評価・検証する知見が取得できる
と考えられる。また、福島原発事故では、格納容器上部にあるフランジ部分で漏洩が生じ
たことが疑われている。開発した構造健全性評価手法は、こうした緊急の問題への適用も
考えられる。
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４．６ 核燃料サイクル施設の安全評価に関する研究
中期計画

定量的評価

定性的評価

A：6 名

A：6 名

A：6 名

A：6 名

リスク評価上重要な事象の影響評価手
法の整備を目的として、放射性物質の
放出移行率などの実験データの取得及
び解析モデルの開発を行う。
また、新型燃料等に対応した臨界安全
評価手法や再処理施設機器材料の経年
化評価手法の整備を行う。
A：6 名

本分野の全体評価結果

高レベル濃縮廃液貯槽廃液沸騰乾固事象について、実廃液を用いた基礎試験で放射性物
質の放出・移行挙動データを取得したことは、高く評価できる。再処理施設のリスク、特
に地震などによる事故時の各種事象に対する基礎データ取得と影響評価の精度向上に加え、
施設の経年変化に対する評価に関する検討等も併せ、着実に進めており、所定の成果を得
ている。グループの垣根を越えての協力が進んでいることも評価する。また、臨界安全研
究の優れた成果を、ハンドブックやデータベースとして積極的に公開しようとする努力は、
評価に値する。平成 22 年度日本原子力学会賞技術賞の受賞は、その努力の表れである。当
初の課題遂行に加えて福島原発事故に適切に対応したことは評価したい。高燃焼度 BWR９
×９使用済燃料について、ICP-MS 装置を用いて測定困難な核種を高精度で測定し、使用済
燃料組成データを取得した研究は、燃焼解析コード検証用データの拡充上、評価できる。
福島原発事故の経験から、核燃料サイクル施設においてもリスク評価は重大事故のリス
クや防災対策の再評価においてニーズが高い研究課題であり、成果の積極的な活用を図る
ことを期待したい。福島原発事故の最大の反省は、外的事象に対して的確な防護がなかっ
たことである。施設がそれぞれの誘因事象（地震動、津波、火災、溢水、
・・）に対して脆
弱性がないことを、PSA やストレステストなど、様々な手法を駆使して確認することに、
より重点を置いた研究を実施して欲しい。実際の現場との連携を通じた研究活動であるこ
との説明も必要である。ワンスルーでリスク評価を行う最低限のツール、データをそろえ
ることが重要であると思う。データ取得、モデル整備と同時に、重要なシナリオの分析も
必要である。リスク評価では、シナリオ、発生頻度、影響度の３点を考えながらバランス
よく実施していただきたい。中期計画に破損燃料等への対応を含める変更は、適切な変更
であり、評価できる。特に、破損燃料を対象にした、臨界評価手法の開発、未臨界確保手
段の策定、未臨界監視方法の開発は、これまで全く未着手の分野である。しかし、安全研
究センターのこれまでの経験・知見の蓄積が役立つと考えられる。福島原発事故対応を考
えると、早急に着手し確実に研究を進めることが望まれる。福島原発事故対応では、外部
及び JAEA 内部の各研究組織との研究協力・連携は不可欠であるが、実証データ取得の視点
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で、安全研究センターが主導的な役割を果たすことを期待する。
４．７ 放射性廃棄物に関する安全評価研究
中期計画

定量的評価

定性的評価

S：1 名、A：4 名、B：1 名

S：1 名、A：4 名、B：1 名

S：3 名、A：3 名

S：3 名、A：3 名

S：1 名、A：5 名

S：1 名、A：4 名、B：1 名

S：5 名、A：1 名

S：6 名

地層処分の安全審査基本指針等の策定
に資するため、地質環境の変遷や不確
かさを考慮した、時間スケールに応じ
た核種移行評価手法及び廃棄体・人工
バリア性能評価手法を整備する。
また、余裕深度処分等に対しては、地
層処分研究で得た技術的知見を用い
て、国が行う安全審査などへの技術的
支援を行う。
廃止措置については、対象施設の特徴
や廃止措置段階に応じた解体時の安全
評価手法を整備する。
（追加実施項目）

S：3 名、A：3 名

本分野の全体評価結果

地層処分に係る研究は極めて息の長い研究ながら着実に遂行し成果を提供している。ま
た、余裕深度処分等については、求められた規制ニーズに適切に対応し、特筆すべき成果
を出したと評価する。さらに、震災による放射性廃棄物の処理など福島原発事故に対応し
た除染、環境修復に向けた研究活動を積極的に進め、有益な成果を得ていることは高く評
価される。福島原発事故対応として実施したガレキの大規模再利用に関する解析評価は、
今後の除染などに大いに活用されるものであり、特に評価されるべきものと考える。
H25/1/16 の報告会では、クリアランスレベルを決めた時の評価手法を、福島での「管理さ
れた条件下での廃棄物再利用の条件決定」に応用した成果が紹介された。これで「永久管
理」とか「公衆の同意」の問題を解決できるかには疑問も残るが、こういう柔軟な対応を
考えることは大いに奨励される。外部発表も活発に進めており、成果の迅速な発信に努め
ている。
「地層処分のリスク」はよく考えて欲しい。「管理に失敗するリスク」は考えられている
か？「放置した時のリスク」だけ求めても規制の役に立つとは思えない。放射性廃棄物に
関する技術・研究の注目度は高い。JAEA の役割かわからないが、地層処分については学術
会議の報告書に対して、適切に論評すべきではないか。外部で表彰を受けた内容が実際に
どのように現場活用されていくのかフォローも必要。廃止措置について、安全評価手法を
体系的に整備すべきではないか。
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４．８ 安全研究センター全体の研究活動に対する総合評価及び特記事項
４．１節から４．７節までの７研究課題に対する評価結果を総合した評価としては、S：
1 名、A：6 名との結果であった。委員からのコメントは以下の通り。
当初課題とした安全規制上のニーズに対しては全体として適切に対応し目標とした成果
をあげている。特に維持管理を含め大型の予算措置が必要になる NSRR、LSTF 等の研究計
画を受託プロジェクトとして進め、大型施設の積極的な利用を維持し、国際的にも評価さ
れる実績を挙げている事は高く評価する。同時に福島原発事故対応として、機構の保有す
る技術的知見を有効活用し、事故収束に向けた活動を精力的に進めている。加えて、福島
原発事故発生に際しては、迅速かつ積極的に技術支援を図り、経験を生かした有益な評価
解析や提言、情報等を提供した事も安全研究センターの実績として高く評価したい。
継続して計画を推進する上では経験を積んだ人材の確保が不可欠であり、中長期的な視
点での人材の確保・育成への努力や、大学、研究機関、産業界との連携を通した人材活用
をこれまで以上に力を入れて進める事が必要である。全体の研究活動を総合評価するには、
それらが安全確保や安全規制、国際的な動向にどのような影響を与えたのか、経済的、あ
るいは安全向上のために何が得られたのかを分析する必要があると思う。また、原子力を
巡る大きなパラダイムシフトが起きていることを踏まえ、どのような対応とるかという考
えが示されるべきである。
特記事項としては以下の様な指摘があった。
福島原発事故から教訓を抽出し今後の原子炉安全性向上に生かす上では、事故施設や周
辺環境から得られる情報を詳細に評価解析し、安全規制への反映を図る事が必須の要件で
あり、長年の実務経験と能力を有する安全研究センターは安全規制支援組織として極めて
重要な役割を担っている。この観点から、JAEA が進めている開発予算による福島原発支援
業務と安全研究センター業務は成果の活用を図る上で密接に関連している。事業遂行にお
いては開発と規制の分離が必要とされるが、技術情報の活用においては、積極的に情報共
有と人材交流を進め、実効性のある研究成果の創成を図る事を強く求めたい。福島原発事
故対応について、安全研究センターは JAEA 内の他研究組織との関係を、今期中期計画の残
り２年間をにらんで整理する必要があると思われる。安全研究センターは、安全研究施設
の有効利用を念頭に、実証的安全研究の視点で主導的な役割を果たすことを期待している。
また、原子力を巡る情勢を踏まえた研究計画を立案されることを願う。一方、中期計画が、
パターン化、マンネリ化しているような印象を受ける。特に安全研究は、基盤の活動を着
実に継続し、水準を高めることと、社会や政策上のニーズを受けて課題解決型で重点化す
る活動の二つの柱が見えるようでなければならない。そのためには、中長期的な人材とイ
ンフラの計画をしっかり立てて、安全研究センターの活動が持続的に質・量を維持できる
ようにする必要がある。
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５．評価のまとめ
JAEA の第 2 期中期計画（平成 22 年度～平成 26 年度）に関して、平成 22 年度から平成
24 年度上期までの期間の中間評価として、各委員による 4 段階の評価点、及びコメントを
基に、評価結果をとりまとめた。以下にその概要をまとめる。
評価結果としては、第４章に記載の通り、すべての分野の総合評価として、S または A
評価となった。特に、放射性廃棄物に関する安全評価研究では、S と A が同数となる結果
であり、中期計画を大幅に上回る優れた成果が得られていると評価された。また、福島原
発事故に迅速に対応した研究開発は、中期計画には記載されていないものの、それらの貢
献は非常に有用なものと認められ、当初計画に加えてこれらの成果を上げていることは、
大いに評価される。さらに、OECD/NEA の ROSA-2 プロジェクトを完遂したことは、海外
からも評価されるなど、高く評価できる。
一方、評価結果においては、改善を要望する意見や反省すべき点も見受けられた。これ
らは、より積極的な研究提案の必要性や人材の確保、研究施設の有効利用等に関わるもの
が中心であり、今後の研究計画や運営に反映して行くことを期待したい。
その他、今後の研究計画に関する多くのコメントが寄せられていることから、これらに
ついて十分に対応を検討し、より効果的で効率的な研究の推進に活用されることを期待す
る。また、今後研究を進めるにあたっては、JAEA 内外との連携を深めることも含めて、JAEA
として、長期的に人材を確保して育成する取り組みを継続してほしい。
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付録
参考資料（日本原子力研究開発機構作成資料）

付録 1

研究開発課題の中間評価について（諮問）

付録 2

中間評価結果に対する原子力機構の措置

付録 3

安全研究・評価委員会説明資料
付録 3-1 第１回安全研究・評価委員会資料
付録 3-2 第２回安全研究・評価委員会資料
付録 3-3 第３回安全研究・評価委員会資料

- 47 -

JAEA-Evaluation 2013-003

付録 1

研究開発課題の中間評価について（諮問）
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付録 2

中間評価結果に対する原子力機構の措置
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１．安全研究センター全体の研究活動（安全研究とその成果の活用による原子力安全規制
行政に対する技術的支援）
中期計画

主な意見

軽水炉発電の長期

【肯定的意見】

機構の措置

利用に備えた研究 ・当初課題とした安全規制上のニーズに対して

・今後も引き続き、安全

を行う。重点安全

は全体として適切に対応し目標とした成果

研究の推進に注力し、成

研究計画（第 2 期）

をあげている。特に維持管理を含め大型の予

果を創出するよう努力

（平成 21 年 8 月 3

算措置が必要になる NSRR、LSTF 等の研究計

します。

日原子力安全委員

画を受託プロジェクトとして進め、大型施設

会決定）等に沿っ

の積極的な利用を維持し、国際的にも評価さ

て安全研究や必要

れる実績を挙げている事は高く評価する。

な措置を行い、中

・同時に福島事故対応として、機構の保有する

立的な立場から指

技術的知見を有効活用し、事故収束に向けた

針類や安全基準の

活動を精力的に進めている。加えて、福島原

整備等に貢献す

子力発電所事故発生に際しては、迅速かつ積

る。規制支援に用

極的に技術支援を図り、経験を生かした有益

いる安全研究の成

な評価解析や提言、情報等を提供した事も安

果の取りまとめ等

全研究センターの実績として高く評価した

に当たっては、中

い。

立性・透明性の確

【改善・要望意見】

保に努める。なお、 ・継続して計画を推進する上では経験を積んだ

・人材の確保に関しては、

実施に当たっては

人材の確保が不可欠であり、中長期的な視点

新人等の採用人数の増

外部資金の獲得に

での人材の確保・育成への努力や、大学、研

加や、関係機関との連携

努める。

究機関、産業界との連携を通した人材活用を

強化等により、今後も検

これまで以上に力を入れて進める事が必要

討を進めます。

である。全体の研究活動を総合評価するに
は、それらが安全規制や安全確保、国際的な

・原子力に関わる安全研

動向にどのような影響を与えたのか、経済

究ニーズの変化に対応

的、あるいは安全向上のために何が得られた

し、喫緊の研究課題に着

のかを分析する必要があると思う。また、原

目するとともに、原子力

子力を巡る大きなパラダイムシフトが起き

規制委員会における安

ていることを踏まえ、どのような対応とるか

全研究等への対応を進

という考えが示されていない。

めていきます。

【特記事項】
・福島原発事故から教訓を抽出し今後の原子炉
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安全性向上に生かす上では、事故施設や周辺

においては、推進側との

環境から得られる情報を詳細に評価解析し、

関係に配慮しつつ、中立

安全規制への反映を図る事が必須の要件で

性・透明性の確保を図る

あり、長年の実務経験と能力を有する安全研

必要があるため、貴重な

究センターは安全規制支援組織として極め

技術データ等について

て重要な役割を担っている。この観点から、

は、共有する仕組みを構

JAEA が進めている開発予算による福島原発

築し、独立の評価により

支援業務と安全研究センター業務は成果の

これを達成するように

活用を図る上で密接に関連している。事業遂

努力します。

行においては開発と規制の分離が必要とさ
れるが、技術情報の活用においては、積極的
に情報共有と人材交流を進め、実効性のある
研究成果の創成を図る事を強く求めたい。
・福島第一原子力発電所事故対応について、安

・福島原発事故への対応

全研究センターは JAEA 内の他研究組織との

については、今後も横の

関係を、今期中期計画の残り２年間をにらん

連携を図りつつ、社会か

で整理する必要があると思われる。安全研究

らのニーズを反映した

センターは、安全研究施設の有効利用を念頭

研究計画の立案や研究

に、実証的安全研究の視点で主導的な役割を

の遂行を心掛けていき

果たすことを期待している。また、原子力を

ます。

巡る情勢を踏まえた研究計画を立案される
ことを願う。一方、中期計画が、パターン化、
マンネリ化しているような印象を受ける。特
に安全研究は、基盤の活動を着実に継続し、
水準を高めることと、社会や政策上のニーズ
を受けて課題解決型で重点化する活動の二
つの柱が見えるようでなければならない。そ
のためには、中長期的な人材とインフラの計
画をしっかり立てて、安全研究センターの活
動が持続的に質・量を維持できるようにする
必要がある。
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２ リスク評価・管理技術に関する研究
中期計画
リスク情報を

主な意見

機構の措置

【肯定的意見】

活用した安全規

・福島原発事故を経験し、シビアアクシデン

・継続的に本課題に係わる

制に資するため、

ト対応が安全規制の中に明確に位置づけら

研究を遂行していきま

リスク評価・管理

れた事から、リスク情報活用のニーズは極

す。

手法の高度化を

めて高くなっている。特にシビアアクシデ

進めるとともに、

ント時のソースターム評価や AM 策の有効

原子力防災にお

性評価等は益々重要な役割を果たす事が求

ける防護対策戦

められている。このような新たな状況やニ

略を提案する。

ーズに柔軟に対応しつつ、継続した研究活

さらに、原子力
事故・故障情報の

動の遂行を期待する。
・本来業務の PSA 手法の高度化等と併せ、シ

・今後とも福島原発事故へ

収集、分析を行

ビアアクシデント解析、事故影響評価など、

の対応や安全規制の技術

う。

福島原発事故対応に直結する各種検討を精

的な支援を継続していき

力的に進め、成果を得ていることは高く評

ます。

価できる。さらに、被災地の被ばく・防護
対策などを含む成果の公表、関連情報の発
信を迅速かつ積極的に進めている。福島で
実際に起きたことを再現しようとしていた
ことなどが大事であり、こういう仕事と総
合コードの改良とを結びつけて欲しい。原
子力災害対策指針の策定についての貢献を
高く評価する。
・レベル 2PSA 手法の高度化で、揮発性ヨウ素

・ヨウ素挙動は重要と認識

の格納容器内浮遊割合がプール水の pＨ値

しており、福島原発事故

に依存することを示した研究は、ヨウ素の

の解析に本手法を適用す

ソースターム評価上重要である。

ることを考えています。

・核燃料サイクル施設の PSA 手法整備で、低

・今後、本モデルを再処理

蒸気流速における気液同伴率から導いた移

施設の事故影響評価に活

行割合評価式を、実験で検証した研究は評

用していきます。

価できる。
・安全弁・逃し安全弁の設定点変動事例の分

・事故・故障の分析を今後

析結果が、保安院及び JNES で活用されてい

とも継続していきます。

るのは、原子炉事故・故障の分析結果に係
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わる情報提供活動の一例として、評価でき
る。
・シビアアクシデントの規制要件化に対応し、 ・中期計画の変更を検討し
原子力防災の実効的防護対策戦略の提案等

ます。

へ中期計画を変更することは、今後の研究
計画として妥当である。
【改善・要望意見】
・シビアアクシデント評価に関する研究は、

・ソースターム等に関する

手法の改良が目的化しているのではない

不確かさ解析や感度解析

か。必要なコード、機能、要求性能は何か

を通じて重要な因子を把

という観点で手法のギャップ分析をしては

握し、その結果に基づい

どうか。THALES には想像に基づいて作成

て改良すべきモデルを選

したモデルもあるし、メルトダウンモデル

定する計画としていま

のように、実現象はわからないから感度解

す。また、新たな安全基

析ができるようにしたモデルもある。相関

準や防災指針と照らし合

式を取り替えて精度が上がるわけではない

わせて、必要な機能や要

ことに留意して欲しい。

求性能を分析することな
どを考えていきたいと思
います。

・事故・故障情報の収集分析は大切。これま

・これまでも、電力を含め

で、収集分析はしたが、それを反映できな

た関係諸機関に事故・故

かったことが課題。情報を用いて何をして

障情報の分析結果を配

いれば、福島の事故は防げたのかなどの検

布・共有化してきており、

討を行うべき。そうでなければ、データ収

研究機関としての役割は

集が目的化する。福島事故時に炉心損傷解

一定程度果たしてきたと

析、ソースターム解析、ソースターム移行

考えています。結果を反

解析の手法の活用が迅速に実施できなかっ

映して発生防止に努める

た点は問題。

のはあくまでも事業者の
責務であると認識してい
ますが、それを促す努力
が足りなかったのかもし
れません。今後は、ご指
摘も踏まえ、関係諸機関
との情報交換を密にして
成果の反映を促していき
たいと考えています。ま
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た、平成 25 年度より安全
研究センター内に新たに
「規制情報分析室」を設
置し、本分野における人
材の確保及び育成を積極
的に進めていきます。
・本分野を担当する人材の育成・確保、特に

・福島事故直後から、

事故・故障情報分析担当者の確保は緊急の

THALES2 コードを用い

課題と考える。海外への成果発表による公

てそれまでに実施した同

知化に関する情報も盛り込んで頂きたかっ

事故と類似のシーケンス

た。

に関する解析結果を整理
するとともに、新たな情
報を追加した解析を行っ
て事故の進展やソースタ
ームを推定し、原子力安
全委員会にそれらの情報
を適宜提供していまし
た。しかしながら、マン
パワー等の問題で十分な
解析ができなかったのは
事実であり、反省すべき
点と考えます。成果発表
については、成果調査票
（安研評委 3-10）にリス
トを載せていましたが、
説明が不十分でした。

その他

・

- 55 -

JAEA-Evaluation 2013-003

３ 軽水炉の高度利用に対応した新型燃料の安全性に関する研究
中期計画
近い将来に規制

主な意見

機構の措置

【肯定的意見】

の対象となる新型

・NSRR を利用した照射実験は震災の影響で

・中期計画の成果目標達成

燃料などの安全審

遅れている状況であるが、炉外試験等を強

に 向 け 、 RIA 時 及 び

査や基準類の高度

化して進め、破損メカニズムの解明や新基

LOCA 時の燃料挙動や新

化に資するため、

準の提言等など外的条件の変化に適切に対

型燃料の安全評価等にか

異常過渡時及び事

応し成果を得ている。新型燃料の安全評価

かわる研究、燃料挙動解

故時の破損限界や

にかかわる本来業務に加え、海水成分の燃

析コードの改良を継続し

破損影響などに関

料に与える影響、シビアアクシデント下に

て実施します。

する知見を取得す

おける燃料挙動など福島事故を受けた研究

る。

に着手しており、事故後対応への有用な知

また、解析コー

見を提供している。世界的にも共有される

ドの高精度化を進

べき内容と思われ、今後の成果を期待した

める。

い。RIA 時及び LOCA 時の燃料挙動につい
て、中期計画に沿って着実に成果を上げて
おり、燃料挙動解析コードについても着実
に改良を進めていることは評価できる。
・本分野は長期の研究計画として進める必要
があり、震災影響等があっても、適切な計
画変更等で成果のレベルを維持することに
より、最終目的達成は十分可能と考える。
その方向での更なる努力を期待する。
【改善・要望意見】
・各実験施設の活用について長期ビジョンの

・NSRR、燃料試験施設等

策定が必要と感じる。また、燃料研究分野

の施設は燃料安全研究に

の研究員の減少が危惧されているので、施

必要不可欠であり、新型

設の活用とともに本分野の人材養成は非常

燃料に係る試験等で今後

に重要と考える。

も積極的に活用していく
計画です。この試験実施
を通して燃料研究分野の
人材育成を図ります。

・SA 規制に係る炉心損傷制限の考え方、特定

・SA を含めて燃料安全研

安全施設などの設計条件を定める炉心の状

究分野の技術課題を再整

態や FP の放出形態、水素の発生の抑制など、

理しつつ実験等を実施
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燃料安全に関係する技術課題を整理できる

し、多様な条件に対する

とよい。また、事故時長期冷却を確実にす

評価に必要な基礎データ

るため、様々な条件（出力、冷却、温度、

及び知見の取得を進めま

燃焼度）での燃料分散・移行挙動を分析す

す。

るための基礎データが必要と考える。
・福島原発事故の分析において、VEGA 実験の

・過去の実験等で得られた

結果がどこまで役に立っているかなど、直

知識や能力の積極的な活

接の成果だけではなくそういう研究を通じ

用に努めます。

て得られた能力がたとえばフィルターベン
トの有効性評価等に役立てられるのではな
いかと考える。
その他

・
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４ 軽水炉の高度利用及び新型の軽水炉等に関する熱水力安全研究
中期計画

主な意見

システム効果実

【肯定的意見】

機構の措置

験 及 び 個 別 効 果 ・LSTF での OECD プロジェクトが継続的に良

・OECD ROSA プロジェク

実験などに基づ

い成果を挙げているが、国際協力が重要な分

トは２４年度で終了しま

いて 3 次元熱流

野であり、海外からも評価される実験データ

すが、今後も独自実験、

動解析手法の開

を取得していることは意義が大きく評価す

民間受託実験を通じて、

発及び最適評価

る。さらに、解析コードの開発・検証を評価

事故時現象の解明や新安

手法の高度化を

する。特に、事故時熱水力安全評価手法の高

全策の有効性検証を継続

行い、シビアアク

度化に向けて、大型実証試験を中心に国際共

いたします。米国からの

シデントを含む

同研究を円滑に実施すると共に、最適評価コ

導入コードの性能検証に

安全評価に必要

ードの実証データを収集して 3 次元 CFD 解

留まらず、国内のコード

な技術基盤を提

析の開発等を精力的に推進し、当初計画を上

開発に積極的に関与する

供する。

回る十分な成果を得ている。また、次世代

と共に、CFD コードなど

LWR 安全機器性能確認など卓越した試験研

のモデル開発に取り組む

究を着実に遂行し、検証ベースとなる有用な

計画です。炉心冷却に関

知見を内外に提供していることは高く評価

する研究では、事故や異

したい。さらに、沸騰遷移後の熱伝達挙動に

常過渡時に急変する条件

関して詳細データを取得、国内基準の整備に

下でも精度良い伝熱予測

も貢献している。このとき、東日本大震災に

を行う技術の開発を進め

おいて一時的な中断はあったものの、概ね中

る計画です。具体的な事

期計画に則って着実に成果を上げているこ

故対応については、今後

とに対して評価する。一方、これまでの研究

も必要に応じて、臨機に

ポテンシャルを活用し、炉心溶融に関する熱

実施する計画です。

水力挙動の解析、放射性ヨウ素の放出量評価
などについて産業界とも連携して福島事故
への支援も積極的におこなっており、こちら
も高く評価できる。
【改善・要望意見】
・研究の取り組みとして、計装系に関する研 ・PWR の炉心出口温度計の
究が含まれていないのはなぜか。計装系の信

有効性検討を進めつつあ

頼度、信用度、ロバスト性に係る分析は熱水

るところであり、今後も、

力研究とセットで進める必要があると考え

計装系については必要に

る。このとき、福島事故で問題になった、シ

応じて取り組む計画で

ビアアクシデント条件下での水位計の信憑

す。新たな原理での水位
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性について、たとえば THYNC 設備を用いて

計等のシビアアクシデン

の新たな OECD プロジェクトは考えられな

トに対応した計測機器の

いか？

開発が民間で進められて
おり、実機適用に際する
課題が見出された場合、
対応を考慮いたします。

・一方、TMI 事故の後、炉容器内保持・冷却

・MCCI や水素挙動など、

の研究が大きく進展した。炉容器外での燃料

OECD、IAEA、EU など

分散、冷却に関する研究は、格納容器研究と

の国際機関や内外の規制

合わせて実施する必要がある。また、BWR

機関の議論や成果を俯瞰

についての大型実験設備の建設も考えては

しつつ、必要な課題が有

どうか？さらに、新型軽水炉への応用も含

れば的確に対応する様に

め、受動的安全装置の性能評価と動的設備と

したいと思います。BWR

の組み合わせの最適化（炉心、格納容器の冷

については、格納容器を

却、原子炉圧力容器冷却）に関する研究が必

中心に検討を行う計画で

要ではないか。地震耐力予測としては、制御

す。格納容器の冷却につ

棒挿入性及び出力制御方策に重点化すべき

いては、主要な研究課題

ではないか。コードは技術的知見を反映し、

として取り組む計画で

実現象を予測するものであり、産官学の協力

す。動的機器と静的機器

で開発すべきもののため、さらに積極的に進

のハイブリッドによる新

めていただきたい。

たな安全系の設計等につ
いては、民間の動向を踏
まえて対応を考慮いたし
ます。地震時の BWR 安
定性評価はスクラムしな
い条件での検討です。
PWR についてもスクラ
ム失敗に伴う ATWS 等、
出力制御が不十分な条件
での事故や異常過渡につ
いてはこれまでも取り組
んできたところであり、
今後も炉型を問わず、必
要に応じて関連課題には
取り組んでいきます。米
国からの導入コードの性
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能検証に留まらず、国内
のコード開発に積極的に
関与すると共に、CFD コ
ードなどのモデル開発に
取り組む計画です。
・今後の研究の進め方として、シビアアクシ

・新規制基準をはじめ、規

デントを含む安全性の強化が緊急の課題と

制等のニーズや検討に必

して求められる。ベンティングを含む各種の

要な課題設定に基づいた

アクシデントマネジメント対応におけるシ

研究計画を推進する計画

ステム全体の熱水力挙動の把握やソースタ

です。格納容器冷却など

ーム評価に関わる熱水力挙動解明等、新たな

の個別課題のほか、事故

ニーズに対応する必要があり、研究課題設定

現象の高精度の予測ツー

おいて柔軟な視点を持ち、リスク評価や燃料

ルの整備に必要な技術的

安全等他分野の研究とも連携を図りつつ積

支援などを行う計画で

極的な取組を期待したい。そのとき、個々の

す。

研究成果とともに、我が国の規制のあり方と
どうリンクするかの議論が必要である。さら
に、成果として、民間規格の策定への貢献を
期待する。
その他

・
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５ 材料劣化・高経年化対策技術に関する研究
中期計画

主な意見

機構の措置

原子炉機器におけ

【肯定的意見】

る放射線や水環境

・照射脆化、熱時効等に関しては、基礎材料デ ・JMTR 再稼働後すみやか

下での材料の経年

ータの取得にとどまらず、既存設備（JMTR、

に照射試験を行えるよ

劣化に関して実験

ふげん）の活用を計画あるいは実行し、機構

うにし、研究成果の発信

等によるデータを

論的評価から規格基準策定への活用など、多

に努めます。

取得し予測精度の

方面の取り組みを進めて、所定の成果を得て

向上を図るととも

いる。高経年化対応で最も重要な原子炉圧力

に、高経年化に対

容器の照射脆化評価に関するニーズに的確に

応した確率論的手

対応し、成果は学会標準などに反映されてい

法等による構造健

る。震災の影響により JMTR の稼働計画変更

全性高度評価手法

が余儀なくされているが、設備はほぼ完成し

及び保全技術の有

ており、本研究は比較的長期で取組まれてい

効性評価手法を整

ることから、実施スケジュールの工夫等によ

備する。

り着実に成果を挙げる事を期待したい。
・確率論的構造健全性評価は、今後は安全評価

・確率論的構造健全性評

における重要性がさらに増すものであり、そ

価については、評価手法

の開発、規格基準策定に着手したことを評価

の高度化及び規格・基準

する。

化に向けた活動を継続
します。

【改善・要望意見】
・個々の研究成果が実炉でどの程度活用された

・ふげん実機材以外に実

か、実績把握と活用されていない場合の理由

機照射材の分析等を実

の検討が必要である。ふげんに加え、廃炉と

施し、廃炉材を用いた長

なる軽水炉のデータをどのように活用するべ

期的な研究に繋げる成

きかの計画を立てて欲しい。照射に伴う構造

果を得る計画です。

健全性を評価・検証する知見が取得できると
考えられる。
・また、福島事故では、格納容器上部にあるフ

・開発した確率論的評価

ランジ部分で漏洩が生じたことが疑われてい

手法等に基づき、地震時

る。開発した構造健全性評価手法は、こうし

等における機器類の破

た緊急の問題への適用も考えられる。

損評価手法の整備に着
手します。

その他

・
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６ 核燃料サイクル施設の安全評価に関する研究
中期計画

主な意見

機構の措置

リスク評価上重要

【肯定的意見】

な事象の影響評価

・高レベル濃縮廃液貯槽廃液沸騰乾固事象につ

・高レベル濃縮廃液貯槽

手法の整備を目的

いて、実廃液を用いた基礎試験で放射性物質

廃液沸騰乾固事象に関

として、放射性物

の放出・移行挙動データを取得したことは、

する研究では、基礎試

質の放出移行率な

高く評価できる。再処理施設のリスク、特に

験、ホット試験に加え

どの実験データの

地震などによる事故時の各種事象に対する基

工学規模の装置を用い

取得及び解析モデ

礎データ取得と影響評価の精度向上に加え、

た試験を開始しデータ

ルの開発を行う。

施設の経年変化に対する評価に関する検討等

の取得・整理を継続し

また、新型燃料等

も併せ、着実に進めており、所定の成果を得

ます。再処理施設機器

に対応した臨界安

ている。グループの垣根を越えての協力が進

材料の経年化評価手法

全評価手法や再処

んでいることも評価する。

の整備に関しても実験

理施設機器材料の

を開始しデータの取得

経年化評価手法の

を進めていきます。

整備を行う。

・また、臨界安全研究の優れた成果を、ハンド

・新たに取組んでいる燃

ブックやデータベースとして積極的に公開し

料デブリ臨界安全研究

ようとする努力は、評価に値する。平成 22 年

の成果も適時に公開し

度日本原子力学会賞技術賞の受賞は、その努

ていきます。

力の表れである。
・当初の課題遂行に加えて福島原子力発電所事

・福島事故対策で必要と

故に適切に対応したことは評価したい。高燃

される使用済燃料中の

焼度 BWR９×９使用済燃料について、ICP-MS

核種生成量測定技術の

装置を用いて測定困難な核種を高精度で測定

維持発展と燃焼解析シ

し、使用済燃料組成データを取得した研究は、

ステムの精度評価のた

燃焼解析コード検証用データの拡充上、評価

め、今後も使用済燃料

できる。

の同位体組成測定を継
続的に実施していきま
す。

【改善・要望意見】
・福島原子力発電所事故の経験から、核燃料サ

・再処理施設の PSA を踏

イクル施設においてもリスク評価は重大事故

まえ、頻度は極めて低

のリスクや防災対策の再評価においてニーズ

いが影響の大きいと考

が高い研究課題であり、成果の積極的な活用

えられる事象として高
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を図ることを期待したい。福島事故の最大の

レベル濃縮廃液貯槽廃

反省は、外的事象に対して的確な防護がなか

液沸騰乾固事象に着目

ったことである。施設がそれぞれの誘因事象

した研究を進めていま

（地震動、津波、火災、溢水、・・）に対し

す。本研究は、JAEA 及

て脆弱性がないことを、PSA やストレステス

び JNES 並びに JNFL と

トなど、様々な手法を駆使して確認すること

の共同研究として実施

に、より重点を置いた研究を実施して欲しい。

しているもので、研究

実際の現場との連携を通じた研究活動である

内容及び結果について

ことの説明も必要である。ワンスルーでリス

は、JNES 及び JNFL との

ク評価を行う最低限のツール、データをそろ

情報交換及び協議を行

えることが重要であると思う。データ取得、

っており、規制側と事

モデル整備と同時に、重要なシナリオの分析

業者側のニーズを反映

も必要である。リスク評価では、シナリオ、

させています。データ

発生頻度、影響度の３点を考えながらバラン

の取得・整理とそれを

スよく実施していただきたい。

踏まえたモデル整備を
進めるとともに、シナ
リオ分析及び PSA 等の
手法とも組み合わせる
ことで、施設の更なる
安全性の向上に資する
よう研究を進めます。

・中期計画に破損燃料等への対応を含める変更

・新たに組織された原科

は、適切な変更であり、評価できる。特に、

研福島技術開発特別チ

破損燃料を対象にした、臨界評価手法の開発、

ームの下に臨界管理技

未臨界確保手段の策定、未臨界監視方法の開

術開発グループを置

発は、これまで全く未着手の分野である。し

き、安全研究センター、

かし、安全研究センターのこれまでの経験・

原子力基礎工学部門、

知見の蓄積が役立つと考えられる。福島原発

福島技術開発試験部か

事故対応を考えると、早急に着手し確実に研

ら炉物理、臨界安全、

究を進めることが望まれる。福島原発事故対

燃料化学の研究員を参

応では、外部及び JAEA 内部の各研究組織と

画させ、横断的な体制

の研究協力・連携は不可欠であるが、実証デ

で鋭意取り組んでいま

ータ取得の視点で、安全研究センターが主導

す。

的な役割を果たすことを期待する。
その他

・
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７ 放射性廃棄物に関する安全評価研究
中期計画

主な意見

地層処分の安全審

【肯定的意見】

機構の措置

査基本指針等の策 ・地層処分に係る研究は極めて息の長い研究な ・引き続き規制ニーズ及び
定に資するため、

がら着実に遂行し成果を提供している。ま

福島原発事故に関する

地質環境の変遷や

た、余裕深度処分等については、求められた

環境修復に貢献できる

不確かさを考慮し

規制ニーズに適切に対応し、特筆すべき成果

成果発信に努めていく

た、時間スケール

を出したと評価する。

所存です。

に応じた核種移行

・さらに、震災による放射性廃棄物の処理など

評価手法及び廃棄

福島事故に対応した除染、環境修復に向けた

体・人工バリア性

研究活動を積極的に進め、有益な成果を得て

能評価手法を整備

いることは高く評価される。福島事故対応と

する。

して実施したガレキの大規模再利用に関す

また、余裕深度処

る解析評価は、今後の除染などに大いに活用

分等に対しては、

されるものであり、特に評価されるべきもの

地層処分研究で得

と考える。1/16 の報告会では、クリアランス

た技術的知見を用

レベルを決めた時の評価手法を、福島での

いて、国が行う安

「管理された条件下での廃棄物再利用の条

全審査などへの技

件決定」に応用した成果が紹介された。これ

術的支援を行う。

で「永久管理」とか「公衆の同意」の問題を

廃止措置について

解決できるかには疑問も残るが、こういう柔

は、対象施設の特

軟な対応を考えることは大いに奨励される。

徴や廃止措置段階

外部発表も活発に進めており、成果の迅速な

に応じた解体時の

発信に努めている。

安全評価手法を整

【改善・要望意見】

備する。

・「地層処分のリスク」はよく考えて欲しい。 ・数 10 万年に及ぶ地層処
「管理に失敗するリスク」は考えられている

分の評価では、時間スケ

か？「放置した時のリスク」だけ求めても規

ールによって排除可能

制の役に立つとは思えない。放射性廃棄物に

なリスクが異なるため、

関する技術・研究の注目度は高い。JAEA の

評価指標のあり方も含

役割かわからないが、地層処分については学

め整理していきたいと

術会議の報告書に対して、適切に論評すべき

思います。

ではないか。外部で表彰を受けた内容が実際
にどのように現場活用されていくのかフォ
ローも必要。
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・廃止措置について、安全評価手法を体系的に
整備すべきではないか。

・予算が制約されるなか、
施設解体から跡地利用
に至るまでの被ばく線
量を体系的に評価でき
るコードシステム及び
データ整備を進めてい
るところです。

その他

・
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８ 関係行政機関等への協力
中期計画
安全基準、安全

主な意見

機構の措置

【肯定的意見】

審査指針類の策

・技術支援機関としての役割を果たしているこ

・今後も関係機関の支援

定等に関し、原子

とは、高く評価したい。国内学協会の標準委

を継続するとともに、

力安全委員会や

員会において、分科会・作業部会の主査、幹

人材の養成にも注力し

規制行政機関へ

事は、安全研究の成果を正当に評価し、積極

ていきます。

の科学的データ

的に活用してもらう上で重要な役割を担って

の提供等を行う。

おり、主査等 10 名は評価に値する。人的資源

また、原子力施

の確保について、平成 24 年度に 5 名、平成

設等の事故・故障

25 年度に 3 名と、確保に向けての努力を続け

の原因究明のた

ている点は評価出来る。OECD/NEA の各種の

めの調査等に関

作業グループで議長に指名されるのは、その

しても、規制行政

分野の我が国の研究ポテンシャルの高さと、

機関等からの

それを適切に発信できる研究者の存在に負う

個々具体的な要

ている。今後とも、研究ポテンシャルを高め

請に応じ、人的・

るとともに、国際社会において顔の見える研

技術的支援を行

究者・管理者の継続的な養成が重要である。

う。

【改善・要望意見】

さらに学協会

・原子力の唯一の研究機関であるので、多くの

・実績報告の中では、受

における規格の

貢献をなされていることは理解するが、それ

動的な書きぶりになっ

整備等に貢献す

らの活動が受け身のように思う。安全研究セ

ていますが、原子力規

る。

ンターが関与することによってどのような効

制委員会・原子力規制

果、貢献があったか、どのような考え方を提

庁への安全研究計画の

示できたかを示していただきたい。社会的情

提案等、これまでも努

勢及び JAEA に対する要請は従来とは大きく

力してきておりますの

異なっているので、それらを先取りした研究

で、今後もそれを発展

を立案しリーダーシップを発揮して欲しい。

させ、社会からの期待
に応えられるよう、リ
ーダーシップを発揮し
ていくよう努力しま
す。

・センターの構成人員の減少は、将来に対する

・人材の確保・要請につ

大きな不安材料であり、JAEA のトップマネ

いては、経営陣にも働

ジャーには、JAEA の果たすべき役割を再認

きかけており、また関
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識していただき、安全研究体制の充実・強化

係機関との人材交流の

を図って欲しい。今後とも安全規制支援機関

仕組みも構築するよ

としてのニーズは益々高くなるものと予想さ

う、今後も引き続き努

れることから、継続した活動と本分野に応え

力します。

るための積極的な人材養成を行うために長期
的ビジョン作り（規制の現場との人事交流等）
が必要と考える。
その他

・
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付録 3

安全研究・評価委員会説明資料

付録 3-1 第１回安全研究・評価委員会資料
付録 3-2 第２回安全研究・評価委員会資料
付録 3-3 第３回安全研究・評価委員会資料
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資料N o.安研評委1‑1
安全研究・評価委員会名簿 （
50音順、敬称略）

氏名

所属・
役職

委員

阿部 清治

(独)原子力安全基盤機構 総括参事

委員

阿部 豊

筑波大学大学院構造エネルギー工学専攻 教授

委員

浦田 茂

関西電力(株) 原子力事業本部安全技術グループ
チーフマネジャー

委員

大江 俊昭

東海大学工学部原子力工学科 専任教授

委員

鹿島 光一

(財)電力中央研究所
軽水炉高経年化研究総括プロジェクトリーダー・
首席研究員

委員

関村 直人

東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻 教授

委員

田中 知

東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻 教授

委員

藤城 俊夫

(財)高度情報科学技術研究機構 参与

委員

巻上 毅司

東京電力(株) 原子力設備管理部
燃料設計グループマネージャー

委員

山口 彰

大阪大学大学院工学研究科工学研究科
環境・
エネルギー工学専攻 教授

委員

山中 伸介

大阪大学大学院工学研究科工学研究科
環境・
エネルギー工学専攻 教授

委員

山根 義宏

名古屋大学 名誉教授
（
東京工業大学原子炉工学研究所 客員教授）
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1
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⇞ᩱ◚ᦆ㝈⏺䚸◚ᦆ䝯䜹䝙䝈䝮
ẚ㍑

䞉 ␗ᖖ⭉㣗䝯䜹䝙䝈䝮䛾ゎ᫂
䞉 Ỉ⣲⬤䛾ᚤどⓗᶵᵓ䛾ゎ᫂
䞉 ⇞ᩱ⤌⧊ኚ䛾䝯䜹䝙䝈䝮ゎ᫂

NSRR
RFEF
WASTEF
JMTR

▱ぢ䛾㞟⣙
⇞ᩱᣲືゎᯒ䝁䞊䝗䛾㛤Ⓨ

᪂ᆺ⇞ᩱ䜈䛾ᑐᛂ
䞉 ᐇ⏝䛜ぢ㎸䜎䜜䜛⇞ᩱ䛾Ᏻᛶ䜢᳨ド
䞉 ⌧⾜ᇶ‽䛸䛾㐺ྜᛶ䜢☜ㄆ

䞉 䝰䝕䝹䛾ᩚഛ
䞉 ⇞ᩱᣲື䛾ண ⢭ᗘྥୖ
䞉 ᐇ㦂䠋ᐇᶵ䛾᮲௳䛾㐪䛔䜢྾

z Ᏻホ౯ᢏ⾡䛾㧗⢭ᗘ
z Ᏻᇶ‽➼䛾㧗ᗘ

3

◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(1/2)
Ẕᵏᵕ῍ᵐᵏ࠰ࡇỉಒᙲẕ
z RIA䛾⇞ᩱ◚ᦆ䛧䛝䛔್ཬ䜃LOCA⿕そ⟶◚᩿㝈⏺䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䛾⇞↝ᗘ⠊ᅖ䜢ᣑᙇ䛧䚸
㧗⇞↝ᗘ䛻㝿䛩䜛Ᏻᑂᰝ䛾䛯䜑䛾▱ぢ䜢✚䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸⌧⾜ᇶ‽㐺⏝ᛶ䜢☜ㄆ䛧䛯䚹
z Ỉ⣲㞟✚㡿ᇦ䜢㉳Ⅼ䛸䛧䛯㧗⇞↝ᗘPWR⇞ᩱ䛾RIA◚ᦆ䝯䜹䝙䝈䝮➼䚸㧗⇞↝ᗘ⇞ᩱ≉᭷䛾
⌧㇟䛻㛵䛩䜛▱ぢ䜢ྲྀᚓ䛧䚸⿕そ⟶㓟⭷ཌ䛥䛜RIA䛾⇞ᩱ◚ᦆ䛻ᑐ䛩䜛ᣦᶆ䛸䛺䜛䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹
z FEMAXIཬ䜃RANNS䛾㛤Ⓨ䜢㐍䜑䚸㏻ᖖ㐠㌿䛾FP䜺䝇䝞䝤䝹䛾ᡂ㛗ண 䚸RIA䛾FP䜺䝇
ᨺฟ䜔⿕そ⟶ኚᙧ㔞➼䛻㛵䛩䜛ᨵⰋ䛸ᐇ㦂䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯᳨ド䜢⾜䛔㧗⢭ᗘ䜢㐍䜑䛯䚹
z ⇞ᩱ䛾◚ᦆ䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䛾ලయⓗせồ㡯䜢ᥦ䛧ཎᏊຊᏳጤဨ䛾⇞ᩱ㛵㐃ᣦ㔪㢮᳨ウᑠ
ጤဨሗ࿌᭩䛾ཎసᡂ䛻༠ຊ䛧䛯䚹

4
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◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(1/2)
Ẕᵐᵐ࠰ࡇỉܱϋܾẆᢋႸểௐẕ
ᐇෆᐜ

㐩ᡂ┠ᶆ

ᡂᯝ

䐟ᨾ᮲௳䜢ᶍᨃ䛧䛯
NSRR䝟䝹䝇↷ᑕᐇ㦂
➼䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸RIA
䛾DNBⓎ⏕ண
䝰䝕䝹䜢⇞ᩱᣲືゎᯒ
䝁䞊䝗䛻ᐇ䛩䜛䚹

䐟RIA䛾FP䜺䝇ᨺฟཬ䜃
⿕そ⟶ኚᙧ䚸LOCA䛾
⿕そ⟶Ỉ⣲྾䛻㛵䛩䜛
䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸
RIA⇞ᩱᣲືゎᯒ䝁䞊䝗䛾
DNBⓎ⏕ண ⢭ᗘ䜢ྥୖ
䛥䛫䜛䚹

䐟BWR⇞ᩱ⿕そ⟶䛾RIA◚ᦆ䝯䜹䝙䝈䝮䚸RIA
䛾⿕そ⟶ኚᙧཬ䜃FP䜺䝇ᨺฟ䚸 ᗘᒚṔ䛻
౫Ꮡ䛧䛯LOCA䛾Ỉ⣲྾䚸ᨵⰋᆺ⿕そ⟶䛾
LOCA◚ᦆ㝈⏺䛺䛹䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹
ゎᯒ䝁䞊䝗RANNS䛻⿕そ⟶⾲㠃⇕ఏ㐩䝰䝕䝹䜢
ᐇ䛧DNBⓎ⏕䛻㛵䛩䜛᳨ド䜢⾜䛔⢭ᗘ䛾ྥୖ
䜢☜ㄆ䛧䛯䚹

䐠⿕そ⟶Ỉ⣲䛾ᚤどⓗ
䐠⿕そ⟶䛾␗ᖖ⭉㣗
ᶵᵓ䜔BWR⿕そ⟶䛾␗ᖖ
ཬ䜃Ỉ⣲⬤䛻㛵䛩䜛
⭉㣗䛻㛵䛩䜛▱ぢ䜢ྲྀᚓ䛩
ᇶ┙ⓗ◊✲䜢㛤ጞ䛩䜛䚹
䜛䚹
䐡ᨵⰋᆺ⇞ᩱヨ㦂䛾
ᐇ䛻ᚲせ䛺‽ഛ䜢
㐍䜑䜛䚹

䐡ẚ㍑䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䚸↷ᑕ
⨨䛾ᩚഛ䚸ヨ㦂⇞ᩱ䛾
ධᡭ䜢⾜䛖䚹

䐠㧗⇞↝ᗘBWR⇞ᩱ⿕そ⟶䛻䛚䛡䜛Ỉ⣲≀䛾
ᯒฟᙧែ䚸⭉㣗䛻ཬ䜌䛩↷ᑕ䚸ᮦᩱ⤌ᡂ䚸෭༷ᮦ
୰⁐Ꮡ㓟⣲⃰ᗘ䛾ᙳ㡪䛻㛵䛩䜛▱ぢ䜢ᚓ䛯䚹
RIA䛾ከ㍈ᛂຊ㈇Ⲵ᮲௳䜢ᶍᨃ䛧⿕そ⟶䛾
ኚᙧ䜔◚ቯᣲື䜢ㄪ䜉䜛䛯䜑䛾ᶵᲔヨ㦂䜢㛤ጞ
䛧䛯䚹
䐡ᮍ↷ᑕ⇞ᩱ䜔⌧⾜ᆺ⇞ᩱ䜢⏝䛔䛯ẚ㍑䝕䞊䝍
䛾ྲྀᚓ䚸JMTR䛻䛚䛡䜛↷ᑕ⨨䛾ᩚഛ䚸Ḣᕞ
↷ᑕᨵⰋᆺ⇞ᩱ䛾ධᡭ䜢ィ⏬㏻䜚䛻⾜䛳䛯䚹

5

◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(2/2)
Ẕௐỉဇẕ
z 㧗⇞↝ᗘ⇞ᩱ䜔MOX⇞ᩱ䛾RIAཬ䜃LOCA⇞ᩱᣲື䜔◚ᦆ䛧䛝䛔್➼䛾▱ぢ䛿䚸⌧⾜ᇶ‽䛾㧗
⇞↝ᗘ⇞ᩱ䜔᪂ᆺ⇞ᩱ䜈䛾㐺⏝ᛶ☜ㄆ䜔ぢ┤䛧䛻ά⏝䛥䜜䜛䚹
z RIA䛾⇞ᩱ◚ᦆ䛧䛝䛔್䛻䛴䛔䛶䚸⇞ᩱ䛾ᛶ⬟ྥୖ䜢ᫎྍ⬟䛺ᇶ‽䛾⟇ᐃ䛻ྥ䛡䚸⇞↝ᗘ䛻
௦䜟䜛᪂䛯䛺ᣦᶆ䜢ᥦ䛧䛶䛔䜛䚹
z ཎᏊຊᏳጤဨ䛾⇞ᩱ㛵㐃ᣦ㔪㢮᳨ウᑠጤဨሗ࿌᭩䛾ཎసᡂ䛻༠ຊ䛩䜛䛺䛹䚸Ᏻᑂᰝ
ᣦ㔪㢮䛾య⣔䛻䜒䛝䛟㈉⊩䛧䛶䛔䜛䚹
z 㧗⇞↝ᗘ⇞ᩱ䛾㏻ᖖᣲື䛻㛵䛩䜛ゎᯒ䝁䞊䝗FEMAXI䛿䜽䝻䝇䝏䜵䝑䜽⏝ゎᯒ䝁䞊䝗䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䚹

Ẕௐỉπẕ ί22࠰ࡇὸ
z T. Fuketa, F. Nagase, T. Sugiyama, M. Amaya, 䇾Behavior of High Burnup LWR Fuels during
Design-basis Accidents; Key Observations and an Outline of the Coming Program䇿, Proc.
2010 LWR Fuel Performance Meeting/Top Fuel/WRFPM, Orlando, USA, September 26-29
(2010)䛺䛹䚸ㄽᩥ4௳䚸ᢏ⾡ሗ࿌2௳䚸ᅜ㝿㆟ሗ࿌20௳䚸ཱྀ㢌Ⓨ⾲6௳䚸ཷクሗ࿌᭩➼2௳䚹

6
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䛺ᡂᯝ 㻔㻝㻛㻞㻕
ᛂᗘᨾ(RIA)䛾⇞ᩱᣲື

䛆䛺ᡂᯝ䛇

9 ᐊ ᮲௳䠄⣙20℃䠅䛷䛾RIA䛻䛚䛡䜛㧗⇞↝ᗘ
9x9ᆺBWR⇞ᩱ䛾◚ᦆ㝈⏺ཬ䜃◚ᦆ䛾FP
䜺䝇ᨺฟ䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹䜎䛯䚸ྠ䛨
⇞ᩱ䜢⏝䛔䛯㧗 䠄⣙280℃䠅ᐇ㦂䛻䜘䜚䚸㧗
᮲௳䛷◚ᦆ㝈⏺䛜ቑ䛩䜛䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯䚹
䜘䜚ྜ⌮ⓗ䛺Ᏻᇶ‽䛾⟇ᐃ䛻㝿䛧
䝧䞊䝇䛸䛺䜛▱ぢ䜢ᥦ౪

ᐊ

ᐇ㦂䛷◚ᦆ䛧䛯㧗⇞↝ᗘBWR-UO2⇞ᩱ

⿕そ⟶䛾᩿㠃

㧗⇞↝ᗘ䛻ഛ䛘䛯䝕䞊䝍ᣑ
9 ⇞ᩱ㐣Ώᣲືゎᯒ䝁䞊䝗RANNS䛻DNB䠄Ἓ㦐
㑄⛣䠅Ⓨ⏕ண 䝰䝕䝹䜢ᐇ䛧䚸ᐇ㦂䝕䞊䝍䛸
䛾ẚ㍑䛻䜘䜚᳨ド䜢⾜䛳䛯䚹
⇞ᩱ ᗘ䚸ኚᙧ䚸FP䜺䝇ᨺฟ➼䚸
ᨾ⇞ᩱᣲື䛾ண ⢭ᗘྥୖ

⇞ᩱ䜶䞁䝍䝹䝢䛾ቑศ䚷(kJ/g.fuel)

NSRR

9 㧗⇞↝ᗘPWR-MOX⇞ᩱ䛻䛴䛔䛶䚸RIA䛾
FP䜺䝇ᨺฟ⋡䚸⿕そ⟶ኚᙧ➼䛾䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䚹

◚ᦆ㒊䛾ᣑ┿

⇞䚷ᩱ

◚ᦆ䛫䛪

◚䚷ᦆ

⇞䚷ᩱ

◚ᦆ䛫䛪

PWR

PWR-MOX

BWR

BWR-MOX

JMTR

ATR-MOX

◚䚷ᦆ

1.0

22ᖺᗘ䛾
ྲྀᚓ䝕䞊䝍

0.8
0.6
0.4
0.2
PCMI◚ᦆ䛧䛝䛔್
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

⇞ᩱ⇞↝ᗘ䚷(MWd/kg)

7

䛺ᡂᯝ 㻔㻞㻛㻞㻕
䛆䛺ᡂᯝ䛇
㧗⇞↝ᗘBWR⇞ᩱ⿕そ⟶䛾␗ᖖ⭉㣗ᣲື

⿕そ⟶ከ㍈ᛂຊ㈇Ⲵヨ㦂
9 RIA䛻䝨䝺䝑䝖䛛䜙⿕そ⟶䛜ཷ䛡䜛ከ
9 ⭉㣗䛻ཬ䜌䛩Ỉ㉁䚸ᮦᩱ䚸↷ᑕ䛾ᙳ㡪䜢ㄪᰝ䚹
㍈ᛂຊ䜢ᶍᨃ䛷䛝䜛ヨ㦂ᶵ䜢〇స䛧䚸ከ
9 ↷ᑕᮦ䜢⏝䛔䛯䜸䞊䝖䜽䝺䞊䝤ヨ㦂䜢ᐇ䚹⁐Ꮡ
㍈ᛂຊ㈇Ⲵ᮲௳䛻䛚䛡䜛ᶵᲔ≉ᛶ䝕䞊
㓟⣲⃰ᗘ䠄0.2䡚8ppm䠅䛿⭉㣗ᣲື䛻䛝䛺ᙳ㡪
䝍䛾ྲྀᚓ䜢㛤ጞ䛧䛯䚹
䜢ཬ䜌䛥䛺䛔䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯䚹

㻟㻜

㻟䝃䜲䜽䝹⿕そ⟶㻔ప㻲㼑ప㻿㼕㻕
㻡䝃䜲䜽䝹⿕そ⟶㻔ప㻲㼑ప㻿㼕㻕
㻡䝃䜲䜽䝹䝇䝨䞊䝃䝸䞁䜾㻔㧗㻲㼑㧗㻿㼕㻕
㻡䝃䜲䜽䝹⿕そ⟶㻔ప㻲㼑ప㻿㼕㻕
ᮍ↷ᑕ⿕そ⟶㻔㧗㻲㼑㧗㻿㼕㻕
ᮍ↷ᑕ⿕そ⟶㻔ప㻲㼑ప㻿㼕㻕

㻞

⭉㣗ቑ㔞䚷㻔㼙㼓㻛㼐㼙 㻕

㻞㻡
㻞㻜

㍈᪉ྥᛂຊ

9 ⭉㣗ቑ㔞䛿䚸ᮍ↷ᑕᮦ䚸3䝃䜲䜽䝹↷ᑕᮦ䛻ẚ䜉
5䝃䜲䜽䝹↷ᑕᮦ䛜䛾ഴྥ䚹↷ᑕ䛻క䛖ᮦᩱ䛾
ኚ㉁䛸⭉㣗䛾ຍ㏿䛸䛾㛵ಀ䜢♧䛩⤖ᯝ䜢ᚓ䛯䚹
⅔ෆ㏻ᖖ⭉㣗ᮦ
⅔ෆ≉␗⭉㣗ᮦ

࿘᪉ྥᛂຊ

⿕そ⟶

㻝㻡
㻝㻜
㻡

⁐Ꮡ㓟⣲⃰ᗘ
8ppm

⁐Ꮡ㓟⣲⃰ᗘ
0.2ppm
㍈᪉ྥ༢㍈

ከ㍈

࿘᪉ྥ༢㍈

㻜
㻜

㻡

㻝㻜

㻝㻡
㻞㻜
ヨ㦂᪥ᩘ䚷㻔㼐㼍㼥㻕

㻞㻡

㻟㻜

ከ㍈ᛂຊ㈇Ⲵヨ㦂䛷䛻ᑐ㇟䛸䛧䛶䛔䜛ᛂຊ㡿ᇦ(

䜸䞊䝖䜽䝺䞊䝤⭉㣗ヨ㦂⤖ᯝ

)

8
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ᶵᵓእ⛎

㈨ᩱNo.Ᏻ◊ホጤ1䠉5

ᮦᩱຎ䞉㧗⤒ᖺᑐ⟇ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛◊✲

䡬ᖹᡂ22ᖺᗘホ౯䡬
ᖹᡂ23ᖺ2᭶17᪥
➨1ᅇᏳ◊✲䞉ホ౯ጤဨ
᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ
Ᏻ◊✲䝉䞁䝍䞊

ᮏ㈨ᩱ䛿䚸⌧Ⅼ䛷䛿⛎ᐦሗ䛜
ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛯䜑䛂⛎ᐦᩥ᭩䛃ᢅ䛔䛸
䛺䛳䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸ᖹᡂ23ᖺᗘ௨㝆
ᡤᐃ䛾ᡭ⥆䛝ᚋ䚸බ㛤䛔䛯䛧䜎䛩䚹

1

◊✲ィ⏬䛾ᯟ⤌䜏䛸ᐇ≧ἣ
ẔᄂᆮႸႎẕ

Ẕܱ˳Сẕ

㍍Ỉ⅔䛾㐠㌿ᐇ⦼䛿᭱㛗䛷䠐䠌ᖺ䜢⤒㐣䛧䚸ᚋ䜒ᘬ䛝⥆
䛝㛗ᮇ౪⏝䛜᳨ウ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸䛣䛾䜘䛖䛺㛗ᮇ౪⏝
䛻ᑐ䛩䜛Ᏻ☜ಖ䛾☜ㄆ䜢⾜䛖䛯䜑䚸ᮦᩱ䛾⤒ᖺຎ㇟
䛾ண ホ౯䚸㛗ᮇ౪⏝ᶵჾ䛾ᛶホ౯ᡭἲ䚸ண㜵ಖᢏ
⾡䛾㧗ᗘ➼䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡ᇶ┙䛾ᩚഛ䜢⾜䛖䚹

㐠Ⴀ㈝㔠ண⟬䜢୰ᚰ䛸䛧䛶ᐇ䛩䜛䝥䝻䝟䞊◊✲䛻䛚䛔
䛶䛿䚸↷ᑕ⬤䜔IASCC➼䛾ᮦᩱຎ䛾ᶵᵓゎ᫂䛻㛵䜟䜛ヨ
㦂◊✲䜢䚸↷ᑕヨ㦂⅔䝉䞁䝍䞊䜔ཎᏊຊᇶ♏ᕤᏛ◊✲㒊㛛➼
䛸㐃ᦠ䛧䛶ᐇ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛧䛶䝅䝇䝔䝮
ィ⟬⛉Ꮫ䝉䞁䝍䞊➼䛸䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚◊✲䜢ᐇ䛩䜛䚹ᵓ㐀ಙ㢗
ᛶホ౯ᡭἲ䛻㛵䛧䛶䛿䚸➨1ᮇ䛾ᡂᯝ䛷䛒䜛PFMゎᯒ䝁䞊䝗䛾
ᨵⰋ䡡ά⏝᪉⟇䜢᥎㐍䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᵓ㐀ᮦᩱ㐃⥆㒊䛻ᑐ䛩
䜛㐺⏝ᛶ䛾᳨ウ䜢㐍䜑䜛䚹
䜎䛯䚸ୖグ䝥䝻䝟䞊◊✲䛷䛾ᡂᯝ䜔㐃ᦠయไ䜢ά䛛䛧䛶䚸
JNES䛛䜙Ᏻ◊✲䝉䞁䝍䞊䛜❆ཱྀ䛸䛺䜚እ㒊㈨㔠䜢⋓ᚓ䛧䚸
䝩䝑䝖ヨ㦂タ➼䛾◊✲㛤ⓎᣐⅬ䜔๓グ䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚ຠ⋡ⓗ
䛻ヨ㦂◊✲䜢ᐇ䛩䜛䚹䛂䜅䛢䜣䛃ㄪᰝ䛻㛵䛧䛶䛿䚸Ᏻ◊✲䝉
䞁䝍䞊䛸ཎᏊ⅔ᗫṆᥐ⨨◊✲㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊䛜⚟Ꮫ䛸㐃ᦠ䛧
䛶䡞䜅䛢䜣䡟䛷䛾㛗ᮇ౪⏝ᮦᩱ䜢⏝䛩䜛◊✲䛻ྲྀ⤌䜐䚹
ಖᏳ㝔䛛䜙䛾ཷクᴗ䛸䛧䛶䚸➨䠍ᮇ䛻ᘬ⥆䛝䚸㍍Ỉ⅔⇞ᮦ
ᩱヲ⣽ᛶㄪᰝ䛷䛿䚸ཎᏊຊᇶ♏ᕤᏛ◊✲㒊㛛䚸↷ᑕヨ㦂
⅔䝉䞁䝍䞊䜔䝩䝑䝖ヨ㦂タ䛸⥭ᐦ䛻㐃ᦠ䜢ྲྀ䜚䚸ᨵಟᚋ䛾
JMTR䜢⏝䛧䛯↷ᑕ⬤ཬ䜃↷ᑕୗSCC䛻㛵䛩䜛ヨ㦂◊✲
䜢ᐇ䛩䜛䚹

Ẕᇹ2ɶᚘဒẕ
ཎᏊ⅔ᶵჾ䛻䛚䛡䜛ᨺᑕ⥺䜔Ỉ⎔ቃୗ䛷䛾ᮦᩱ䛾⤒ᖺຎ
䛻㛵䛧䛶ᐇ㦂➼䛻䜘䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧ண ⢭ᗘ䛾ྥୖ䜢
ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸㧗⤒ᖺ䛻ᑐᛂ䛧䛯☜⋡ㄽⓗᡭἲ➼䛻䜘䜛ᵓ
㐀ᛶ㧗ᗘホ౯ᡭἲཬ䜃ಖᢏ⾡䛾᭷ຠᛶホ౯ᡭἲ䜢
ᩚഛ䛩䜛䚹

ẔࣖݣẴỦໜܤμᄂᆮᛢ᫆ẕ
䞉 JMTR➼䜢⏝䛔䛯ᨺᑕ⥺䚸㧗 Ỉ䛻㉳ᅉ䛩䜛ཎᏊ⅔ᮦᩱ
䛾⤒ᖺຎ䛻ᑐ䛩䜛ண ホ౯ἲ䛾㧗ᗘ䛾◊✲
䞉 ☜⋡ㄽⓗ◚ቯຊᏛ(PFM)ゎᯒᡭἲ䜢ᑟධ䛧䛯᳨ᰝ䜔ಖ
ᡭἲ䛻㛵䜟䜛ᵓ㐀ಙ㢗ᛶホ౯ᡭἲ䛻㛵䛩䜛◊✲
䞉 タഛ䛾ᛶホ౯䜔ᮦᩱ䛻㛵䜟䜛䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁ᢏ⾡䛻
㛵䛩䜛◊✲

Ẕ22࠰ࡇᚘဒẕ
ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㗰䛾◚ቯ㠎ᛶపୗ䛾ホ౯ἲ➼䛻㛵䛩䜛
䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹↷ᑕ⎔ቃୗ䛷䛾ᛂຊ⭉㣗䜜ヨ㦂➼䛻
ᚲせ䛺ᢏ⾡㛤Ⓨ䛸タഛ䛾ᩚഛ䜢㐍䜑䜛䚹ᵓ㐀㐃⥆㒊➼䛾
☜⋡ㄽⓗ◚ቯຊᏛゎᯒᡭἲ䛾ᩚഛ䛻╔ᡭ䛩䜛䚹䜅䛢䜣ᐇ
ᶵᮦ➼䜢⏝䛧䛶䚸2┦䝇䝔䞁䝺䝇㗪㗰䛾⇕ຠ⬤䛻㛵䛩
䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹

Ẕٳᢿؾỉ҄٭ሁỆˤạᚘဒỉᙸႺẲẕ
≉䛻䛺䛧䚹

Ẕᡶཞඞẕ
ᖹᡂ䠎䠎ᖺᗘ䛾ィ⏬䛿㡰ㄪ䛻㐍ᤖ䛧䛶䛔䜛䚹

- 89 -

2

JAEA-Evaluation 2013-003

◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(1/2)
Ẕᵏᵕ῍ᵐᵏ࠰ࡇỉಒᙲẕ
z ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㗰䛾ᛶホ౯䛻ᚲせ䛺◚ቯ㠎ᛶホ౯ᡭἲ䛻㛵䛧䛶䚸ヨ㦂∦ᑍἲຠ㈇Ⲵ㏿ᗘຠᯝ䜔㧗⬤ᮦホ౯ἲ䛻
㛵䛩䜛IAEAᅜ㝿༠ຊ◊✲(CRP)䛻ཧຍ䛧䚸◚ቯ㠎ᛶヨ㦂䛾⤖ᯝ䜢ᥦ౪䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᡂᯝሗ࿌᭩䛾୍㒊䜢ᇳ➹䛧䛯䚹
z ᗫṆᥐ⨨ẁ㝵䛻䛒䜛䛂䜅䛢䜣䛃Ⓨ㟁ᡤ䛾ᐇᶵ㓄⟶䛾ῶ⫗ ᐃཬ䜃⇕ὶືゎᯒ䚸ῶ⫗ண ゎᯒ䜢⾜䛔䚸㓄⟶ῶ⫗䝕䞊䝍䝧䞊
䝇䜢ᵓ⠏䛧䛯䚹䜎䛯䚸䛂䜅䛢䜣䛃䛾䝫䞁䝥䚸䝞䝹䝤➼䛾ᐇᶵᮦᩱ䛜⇕ຠ⬤䛾ホ౯䛻ᙺ❧䛴䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䛯䚹
z ཎᏊຊᏳ䞉ಖᏳ㝔䛛䜙䛾ཷクᴗ䛂☜⋡ㄽⓗᵓ㐀ᛶホ౯ㄪᰝ䛃䛻䛚䛔䛶䛿䚸ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛾↷ᑕ⬤䜢⪃៖䛧䛯
◚ቯ☜⋡ホ౯䛾䛯䜑䛻㛤Ⓨ䛧䛯PFMゎᯒ䝁䞊䝗䛻䛴䛔䛶䚸ᅜෆ䛾つ᱁䡡ᇶ‽㢮䛻‽ᣐ䛧䛶ᶆ‽ⓗゎᯒᡭἲ䜢ᩚഛ䛧䚸ᖹᡂ
19ᖺᗘ᪥ᮏཎᏊຊᏛ㈹ᢏ⾡㈹䜢ཷ㈹䛧䛯䚹䛣䛾PFMゎᯒ䝁䞊䝗➼䛻䜘䜛◚ᦆ☜⋡䛻ᇶ䛵䛟ᛶ☜ㄆ䛻㛵䛧䛶䚸つไᇶ
‽➼䜈䛾ά⏝᪉⟇䜢ᥦ♧䛧䛯䚹
z ཎᏊຊᏳ䞉ಖᏳ㝔䛛䜙䛾ཷクᴗ䛂㍍Ỉ⅔⇞ᮦᩱヲ⣽ᛶㄪᰝ䛃䛻䛚䛔䛶䛿䚸⅔ෆᵓ㐀≀䛾IASCC䛾㐍ᒎᣲື䜔㛗
ᮇ↷ᑕ䛻䜘䜛ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㗰䛾◚ቯ㠌ᛶኚ➼䜢ㄪ䜉䜛䛯䜑䛾↷ᑕヨ㦂⨨䛾ᩚഛ䚸ヨ㦂䛻ᚲせ䛺ᢏ⾡㛤Ⓨ䚸ᮍ↷
ᑕᮦ䛾≉ᛶヨ㦂➼䜢ィ⏬㏻䜚㐍䜑䛯䚹

Ẕᵐᵐ࠰ࡇỉܱϋܾẆᢋႸểௐẕ
ᐇෆᐜ
䐟ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㗰䛾◚ቯ㠎ᛶపୗ
ホ౯ἲ➼䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ
䐠ᵓ㐀㐃⥆㒊➼䛾☜⋡ㄽⓗ◚ቯຊ
Ꮫゎᯒᡭἲ䛾ᩚഛ䛻╔ᡭ
䐡䜅䛢䜣ᐇᶵᮦ➼䜢⏝䛧䚸2┦䝇䝔䞁
䝺䝇㗪㗰䛾⇕ຠ⬤䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ
䐢ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㗰⁐᥋⇕ᙳ㡪㒊
(HAZ)䛾↷ᑕᚋヨ㦂䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓཬ
䜃ᛶホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䜢ᐇ

㐩ᡂ┠ᶆ

ᡂᯝ

䐟ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䜽䝷䝑䝗䛾↷ᑕ⬤
䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䚹ᚤᑠヨ㦂∦䛻䜘䜚◚ቯ
㠎ᛶᑍἲຠᯝ䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ
䐠㐃⥆㒊䛾ṧ␃ᛂຊゎᯒἲ䜢ᩚഛ䛧䚸
◚ቯຊᏛゎᯒᡭἲ䛾㐺⏝ᛶ䛻䛴䛔䛶
䛾▱ぢ䜢ྲྀᚓ
䐡䜅䛢䜣䛾㓄⟶ῶ⫗䝕䞊䝍䜢බ㛤䚹ప
㛗㛫⇕ຠ⬤䛾ᇶ♏䝕䞊䝍ྲྀᚓ
䐢HAZ䛾↷ᑕᚋ䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䚸HAZ㠀
ᆒ㉁ᛶ䜢⪃៖䛧䛯☜⋡ㄽⓗᡭἲ䛻ᇶ䛵
䛟ᛶホ౯ᡭἲ䜢ᩚഛ

䐟䜽䝷䝑䝗㗰↷ᑕᮦ䛾䝭䜽䝻⤌⧊ศᯒ➼
䛻䜘䜚䚸୰ᛶᏊ↷ᑕ⬤ᶵᵓ䛻㛵䛩䜛
䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ
䐠ᵓ㐀㐃⥆㒊䛻䛚䛡䜛ṧ␃ᛂຊゎᯒ
ᡭἲ䛾ᩚഛ䜢䜋䜌䚹PFMゎᯒ
䝁䞊䝗ᨵⰋ䛸䝧䞁䝏䝬䞊䜽ゎᯒ䜢ᐇ
䐡䜅䛢䜣䛾㓄⟶ῶ⫗䝕䞊䝍䜢බ㛤䚹ప
㛗㛫⇕ຠ⬤䛾ᇶ♏䝕䞊䝍ྲྀᚓ
䐢HAZ䛾↷ᑕᚋ䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䚹HAZ㠀ᆒ
㉁ᛶ䜢⪃៖䛧䛯ᛶホ౯ᡭἲ䜢ᩚ
ഛ
3

◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(2/2)
Ẕᵐᵐ࠰ࡇỉܱϋܾẆᢋႸểௐẕ ίếỀẨὸ
ᐇෆᐜ

㐩ᡂ┠ᶆ

ᡂᯝ

䐣⢏⏺⬤䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁ཬ䜃☜⋡ㄽ
ⓗホ౯ᡭἲ䛾᳨ウ

䐣䝸䞁೫ᯒ䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛻䜘䜚⢏⏺⬤
䛾Ⓨ⏕᮲௳䜢᫂☜䚹㧗⤒ᖺホ
౯䜈䛾☜⋡ㄽ䛾㐺⏝ᛶ☜ㄆ
䐤ᅽ⦰䞉ᘬᙇⲴ㔜䛜䛝㐍ᒎ䛻䛘䜛ᙳ
㡪䛾ホ౯䛸䛝㐍ᒎホ౯ᡭἲ䛾᳨ウ

䐣⢏⏺⬤䛾Ⓨ⏕᮲௳䜢᫂☜䛩䜛䛸䛸
䜒䛻䚸㧗⤒ᖺᢏ⾡ホ౯䜈䛾☜⋡ㄽ
ホ౯ᡭἲ䛾㐺⏝ᛶ䜢☜ㄆ
䐤㐣䛺ᅽ⦰䞉ᘬᙇⲴ㔜䛻䜘䜛⑂ປ䛝
㐍ᒎヨ㦂䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䚸䛭䛾㐣Ⲵ
㔜䛾ᙳ㡪䜢⪃៖䛧䛯䛝㐍ᒎホ౯ᡭ
ἲ䜢ᥦ
䐥↷ᑕୗ䛷䛾SCCヨ㦂䛻ᚲせ䛺ᢏ⾡䜢
㛤Ⓨ䛧䚸ヨ㦂タഛ䜢ᩚഛ

䐤㓄⟶䛻㐣䛺ᆅ㟈Ⲵ㔜䛜㈇Ⲵ䛥䜜䛯
ሙྜ䛾䛝㐍ᒎヨ㦂䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ

䐥↷ᑕୗSCCヨ㦂䛻ᚲせ䛺ᢏ⾡㛤Ⓨཬ 䐥↷ᑕୗ䛷䛾SCCヨ㦂䛻ᚲせ䛺ᢏ⾡㛤
䜃タഛ䛾ᩚഛ(䛂㍍Ỉ⅔⇞ᮦᩱヲ⣽
Ⓨ䛸ヨ㦂タഛ䛾ᩚഛ
ᛶㄪᰝ䛃)

Ẕௐỉဇẕ
z ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㗰䛾◚ቯ㠎ᛶホ౯ᡭἲ䛻㛵䛧䛶䚸◚ቯ㠎ᛶ䝬䝇䝍䞊䜹䞊䝤ἲ䛾ᅜ㝿ᶆ‽䛻ᐤ䛩䜛䛸
䛸䜒䛻䚸᪥ᮏ㟁Ẽ༠䛾◚ቯ㠎ᛶヨ㦂ἲつ᱁(JEAC4216)䛾⟇ᐃ䛻㈉⊩䚹
z ᩚഛ䛧䛯PFMゎᯒ䝁䞊䝗䛻䛴䛔䛶䚸Ᏻつไ䜈䛾䝸䝇䜽ሗά⏝䜔つ᱁ᇶ‽㢮䛾㧗ᗘ➼䛻ྥ䛡䛶䚸
JNES➼䛻ᥦ౪䛧䚸䝧䞁䝏䝬䞊䜽ゎᯒ䜢㏻䛧䛶ಙ㢗ᛶ䜢☜ㄆ䚹䝸䝇䜽ሗ䜢ά⏝䛧䛯౪⏝ᮇ㛫୰᳨ᰝ䛾ᐇ
䛻ྥ䛡䛯⏘ᐁ䛾ຮᙉ䜈ᢏ⾡ሗ䛸䛧䛶ᥦ♧䚹
z ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛾┘どヨ㦂䛻ᑐ䛩䜛⁐᥋⇕ᙳ㡪㒊ヨ㦂∦䛾ᚲせᛶ䜢ุ᩿䛩䜛䛯䜑䛾ᢏ⾡ⓗ▱ぢ䠄↷ᑕ
⬤ឤཷᛶ䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䚸ᛶホ౯ἲ➼䠅䜢ᥦ♧䚹

Ẕௐỉπẕ 䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺᗘ䠅
z ㄽᩥ 䠔௳䚸ᢏ⾡ሗ࿌ 䠎௳䚸ᅜ㝿㆟ሗ࿌ 䠔௳䚸ཱྀ㢌Ⓨ⾲ 䠍䠌௳䚸ཷクሗ࿌᭩➼ 䠒௳䚹
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䛺ᡂᯝ 㻔㻝㻛㻟㻕
⪏㣗ᛶ䛸෭༷ᮦ䛾Ỉ㉁⟶⌮䛾䛯䜑
䛾ෆᙇ䝇䝔䞁䝺䝇㗰

【主な成果】 䝇䝔䞁䝺䝇䜸䞊䝞䞊䝺䜲䜽䝷䝑䝗㗰䛾
୰ᛶᏊ↷ᑕ䛻䜘䜛䝭䜽䝻⤌⧊ኚ
9 పྜ㔠㗰〇䛾ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛾⪏㣗ᛶ䜢ᢸಖ䛩
䜛ෆᙇ䜚䛷䛒䜚ཝ䛧䛔↷ᑕ⎔ቃ䛻䛒䜛䛻䜒ᣊ䜙䛪䚸
䛣䜜䜎䛷↷ᑕ䛻䜘䜛⤌⧊ኚ䛻㛵䛩䜛▱ぢ䛜ⓙ↓
䛷䛒䛳䛯䝇䝔䞁䝺䝇䜸䞊䝞䞊䢖䜲䜽䝷䝑䝗㗰䛻䛴䛔䛶䚸
୰ᛶᏊ↷ᑕᮦ䠄7㽢1019n/cm2)䛾3DAP*䛻䜘䜚䚸䝭䜽
䝻⤌⧊ほᐹ䜢ᐇ䛧䛯䚹
9 䜽䝷䝑䝗㗰୰䛾ඖ⣲(Cr, Ni, Si, Mn)䛾⃰ᗘኚື䜢᳨
ฟ䛧䚸୰ᛶᏊ↷ᑕ䛻䜘䜚Cr䝇䝢䝜䞊䝎䝹ศゎ䛜⏕䛨
䜛䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯 䚹

୰ᛶᏊ↷ᑕ䛧䛯䜽䝷䝑䝗ᮦ䛾ཎᏊ䝬䝑䝥

)H

&

&X

1L

6L

0Q

&U

0R

3

¾ 3DAP*䠄3ḟඖ䜰䝖䝮䝥䝻䞊䝤)䠖ヨᩱ୰䛾ᵓᡂඖ⣲䜢ཎᏊ䝺䝧䝹
䛾✵㛫ศゎ⬟䛷䠏ḟඖ䝬䝑䝥䛸䛧䛶ゎᯒ

Cr䝇䝢䝜䞊䝎䝹
ศゎ㐍⾜䜢ホ౯

60

䝢䞊䜽ᩘ 䡚8ಶ

40

~20%

௨ୖ䛾䜘䛖䛺䝭䜽䝻⤌⧊ኚ䛜⪏㣗ᛶ䜈䛘䜛ᙳ
㡪䜢᫂䜙䛛䛧䚸ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛾ᛶ☜ಖ䛻㛵
䛩䜛ᮦᩱ⛉Ꮫⓗ▱ぢ䛾ᥦ౪䜢┠ᣦ䛩䚹

&U䉒ㄵ >@

【今後の取り組み】

20
0
0

20

40

60

80

恬楱 >QP@

20nm

ኚㄪἼ㛗
= ~10nm
⃰ᗘᖜ
= ~20%

5

䛺ᡂᯝ 㻔㻞㻛㻟㻕
【主な成果】 ᵓ㐀㐃⥆㒊䛻䛚䛡䜛ṧ␃ᛂຊゎᯒᡭἲ䛾ᩚഛ䜢䜋䜌䚹
PFMゎᯒ䝁䞊䝗ᨵⰋ䛸䝧䞁䝏䝬䞊䜽ゎᯒ䜢ᐇ
䜰䞊䜽⇕※䛜⛣ື䛩䜛ᵝᏊ

9 㓄⟶㠡ᆺ⟶ྎ㒊䜢ᑐ㇟䛻䚸䜰䞊䜽⁐᥋䜢ᶍᨃ䛩䜛䛯䜑
䛾⇕※䛾᳨ウ ➼䜢⾜䛔䚸᭷㝈せ⣲ἲ䛻ᇶ䛵䛔䛶3ḟ
ඖⓗ䛺⁐᥋㒊䜢ྵ䜐ሙྜ䛾⁐᥋ṧ␃ᛂຊゎᯒᡭἲ䜢
ᩚഛ䛧䛯䚹䛣䛾ᡭἲ䜢⏝䛔䛶⟬ฟ䛧䛯㠡ᆺ⟶ྎ㒊䛾⁐
᥋ṧ␃ᛂຊ䜢ྑᅗ䛻♧䛩䚹䛣䛾䜘䛖䛺ᙧ≧䞉ᛂຊศᕸ
䛻ᑐᛂྍ⬟䛺◚ቯຊᏛⓗゎᯒἲ䛾᳨ウ䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹
9 ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛻ᑐ䛩䜛☜⋡ㄽⓗ◚ቯຊᏛ(PFM)ゎ
ᯒ䝁䞊䝗 PASCAL ver.3䛻ᑐ䛧䚸⬤ண ἲ➼䛾᭱᪂
䛾▱ぢ䜢ᫎ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ධฟຊ䜢䝃䝫䞊䝖䛩䜛ᶵ⬟
䠄GUI䠅䜢ᩚഛ䛧䚸⏝ᡭᘬ䛝䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䛶බ㛤‽ഛ
䜢╔ᐇ䛻㐍䜑䛯䚹䜎䛯䚸㧗⤒ᖺᢏ⾡ホ౯䜈䛾㐺⏝ᛶ
䛻㛵䛩䜛᳨ウ䜢㐍䜑䛯䚹
9 ཎᏊ⅔㓄⟶䛻ᑐ䛩䜛PFMゎᯒ䝁䞊䝗 PASCAL-SP䛾
䝧䞁䝏䝬䞊䜽ゎᯒ䛸䛧䛶䚸పⅣ⣲䝇䝔䞁䝺䝇㗰䛾ᛂຊ
⭉㣗䜜䚸䝇䝔䞁䝺䝇㗰䞉Ⅳ⣲㗰䛾⑂ປ䛻ᑐ䛩䜛ၥ㢟
䜢タᐃ䛧䚸౪⏝ᮇ㛫୰᳨ᰝ䜔ᆅ㟈Ⲵ㔜䜢䝟䝷䝯䞊䝍䛸
䛧䛯ゎᯒ䜢⾜䛳䛯䚹䛣䛾⤖ᯝ䛛䜙䚸◚ᦆ☜⋡䛻㛵䛩䜛
ゎᯒ⢭ᗘ䛿䜋䜌ྠ➼䛷䛒䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䛯䚹

㓄⟶㠡ᆺ⟶ྎ㒊
᭷㝈せ⣲ゎᯒ⏝䝰䝕䝹
እ⾲㠃

ෆ⾲㠃

㓄⟶㠡ᆺ⟶ྎ㒊 ࿘᪉ྥ⁐᥋ṧ␃ᛂຊ

6

- 91 -

JAEA-Evaluation 2013-003

䛺ᡂᯝ 㻔㻟㻛㻟㻕
HAZ⤌⧊
HAZ
⤌⧊
3.4797
3.2397
2.9997
2.7597

9 ᭷㝈せ⣲ἲ䜢⏝䛔䛶䚸HAZ䛾㠀ᆒ㉁ᛶ䛻䛴䛔䛶䚸HAZ⤌⧊
䜔┦ศ⋡䜢᫂☜䛩䜛ゎᯒ䝒䞊䝹䜢㛤Ⓨ䛧䛯䚹

9 ↷ᑕᚋヨ㦂䝕䞊䝍䜢ᇶ䛻䚸ຍᅽ⇕⾪ᧁ䛾ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ
䛻䛚䛡䜛᮲௳䛝䛝㐍ᒎ☜⋡ཬ䜃◚ቯ☜⋡䜢ホ౯䛧䚸
HAZ䛾┘どヨ㦂∦䛾ᚲせᛶุ᩿䛻㈨䛩䜛ᢏ⾡ⓗ▱ぢ䜢䛸䜚
䜎䛸䜑䛯䚹

z ⛉Ꮫⓗྜ⌮ᛶ䛾䛒䜛つไᇶ‽䜢┠ᶆ䛸䛧䚸㧗⤒ᖺᑐ⟇ཬ䜃
䝸䝇䜽ሗά⏝䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ྜ⌮ⓗ౪⏝ᛶホ౯ᣦᶆ
䜢☜❧䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸ᮦᩱຎண ⢭ᗘ䛾ྥୖ䚸ᵓ
㐀ᮦᩱ」㞧⁐᥋㒊䛾ᛶホ౯ᡭἲ䛾☜❧䜔☜⋡ㄽⓗホ౯
ᡭἲ䛾ᑟධ䛿᭱䜒㔜せ䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸䛣䜜䜙ホ౯ᡭἲ䛾᳨
ド䜔ᐇ⏝䛺䛹䚸䛥䜙䛺䜛㧗ᗘ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹

- 92 -

䛝䛾㐍ᒎ᪉ྥ

50-60

2.0398

40-50

1.7998

30-40

1.5598

20-30

1.3198

10-20

1.0799

0-10

0.9599

-10-0

0.7199
0.4799

0

2.375

2.125

1.875

1.625

1.375

1.125

0.875

0.625

0.375

0.24

(RTNDTศᕸ)

HAZ䛾㠀ᆒ㉁ᛶ䛻ᇶ䛵䛟KIc䛾タᐃ
START䠄้t1䠅

HAZ㠀ᆒ㉁ᛶ䜢⪃៖䛧䛯
䛝㐍ᒎ䞉Ṇホ౯

PASCAL ver.3

HAZ㠀ᆒ㉁ᛶ䛻ᇶ䛵䛟KIcྲྀᚓ
䛝ホ౯Ⅼ䛻䛚䛡䜛䝣䝹䜶䞁䝇䚸
'RTNDT䚸ཬ䜃KI䚸KIc䜢⟬ฟ

KI 䠚 KIc

㐣Ώ㇟䛻䛚䛔䛶䚸௬䛝䛾
㐍ᒎཬ䜃Ṇ䜢ホ౯䛩䜛䝹䞊䝏
䞁䛻㠀ᆒ㉁ᛶ䜢⪃៖䛧䛯䛝㐍ᒎ
ホ౯ᡭἲ䜢ᑟධ

No

Yes

䛝㐍ᒎ䞉Ṇホ౯

【今後の取り組み】

60-70

2.2797

0.125

9 ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛻ᑐ䛩䜛☜⋡ㄽⓗ◚ቯຊᏛ(PFM)ゎᯒ
䝁䞊䝗PASCAL ver.3䛻䚸HAZ䛾㠀ᆒ㉁ᛶ䜢⪃៖䛧䛯䛝㐍
ᒎホ౯ᡭἲ䜢ᑟධ䛧䚸◚ቯ☜⋡➼䜢㏻䛨䛶HAZ䛸ẕᮦ䛾
ᛶ䜢ᐃ㔞ⓗ䛻ẚ㍑ྍ⬟䛺PFMゎᯒ䝁䞊䝗䜢ᩚഛ䛧䛯䚹

70-80

2.5197

ᅽຊᐜჾ㗰୰(200mཌ)䛻䚸
⧞䜚㏉䛧䛶Ꮡᅾ䛩䜛䛸௬ᐃ

【主な成果】 ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㗰⇕ᙳ㡪㒊 (HAZ) 䛾㠀ᆒ㉁ᛶ
䜢⪃៖䛧䛯ᛶホ౯ᡭἲ䜢ᩚഛ

ᚤᑠ䛝㐍ᒎ
Yes

◚ቯุᐃ
No

ᚤᑠ㐍ᒎᚋ䛾
HAZ㠀ᆒ㉁ᛶ䛻ᇶ䛵䛟KIcྲྀᚓ
ᚤᑠ㐍ᒎᚋ䛾䛝ホ౯Ⅼ䛻䛚䛡䜛
䝣䝹䜶䞁䝇䚸'RTNDT䚸ཬ䜃KI䚸KIa䜢⟬ฟ

No

KIa 䠚 KI
Yes

END 䠄้t2䜈䠅

HAZ䛾㠀ᆒ㉁ᛶ䜢⪃៖䛧䛯
PFMゎᯒ䛾ᴫせ
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No.

1 6

22
23

2

17

1

23

II

3

MOX

3

2

LSTF

3

(CFD)

22
3
3

BWR

(CFD)
LSTF

(THYNC)

2
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3

ROSA
OECD/NEA

2

LSTF

OECD/NEA JNES

LSTF
PWR

THYNC

ROSA

LSTF
THYNC

JNES

3

OECD/NEA ROSA
ECCS

17
12

LSTF

14

17

(BE)

OECD/NEA
ROSA

21

2

OECD/NEA
BWR

THYNC

UO2

MOX
3

TRAC/SKETCH

TRAC-BF1

pH
Kiche

THALES-2
JNES

4
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BWR

3

TRAC/SKETCH
JST
BWR

CREST

RIA
RIA

RIA
RIA

BWR

Post-BT

Post-BT
COBRA-TF

5

OECD ROSA-2
LSTF

OECD ROSA-2

OECD ROSA-2

LSTF
2
LSTF

LSTF

LOCA

RELAP5

RIA

6
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3

LSTF
3

BWR

7

ROSA

NEA

LSTF
JNES
RIA

Post-BT
AM

8
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OECD/NEA ROSA

14

18
H21

H

CFD
(SG)

ROSA/LSTF

LSTF

29 m

LSTF

9

LSTF
OECD/NEA

ROSA
LOCA

RELAP5
(CCFL)

10
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RIA

TRAC-BF1

1.0

0.8

0

10

New Model

S_7MPa
S_3.5MPa
S_1.75MPa
S_0.1MPa
L_7MPa
L_3.5MPa
L_1.75MPa
L_0.1MPa

-1

10

10

0.4

0.2

0.2

-3

S:
L:

=6.7mm
=8.4mm
104
Pe (-)

TRAC-BF1
0

1.0

10

10-4 3
3x10

0.6

0.4

Nu(=StPe)=34

3x104

0.1

0.2
0.3
Time (s)

S70-q39

0.4

0.5

0

TRAC-BF1
0

1.0

TRAC-BF1

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

Experiment
Original
Modified

0.2

0

S70-s47

Experiment
Original
Modified

0.8

7MPa

0.6

0

-2

1.0

S70-bc

Experiment
Original
Modified

0

0.1

0.2
0.3
Time (seconds)

0.4

0.2

0.4
0.6
Time (seconds)

S70-v05

0

1.0

TRAC-BF1

Experiment
Original
Modified

0.2

0.5

0.8

0

0.1

0.2
0.3
Time (seconds)

TRAC-BF1

0.4

0.5

11

3
CFD

LSTF
3

FLUENT
TRACE

3

ROSA/LSTF
CFD

OpenFOAM

29 m

ECCS

LSTF
3

12
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BWR
3

-

TRAC-BF1/SKETCH-INS

3
BWR

764

El Centro

2
4

Case1
Case2
Case3

2

10

El Centro

3

13

Kiche
(

(MIBK

)

NaI

)

131I

I2

I2 I-

•
•
•

60Co

-

pH

CsI
(131I

)

14
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ᶵᵓእ⛎

㈨ᩱNo.Ᏻ◊ホጤ1䠉7

᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹タ䛾Ᏻホ౯䛻㛵䛩䜛◊✲
䡬ᖹᡂ22ᖺᗘホ౯䡬
ᖹᡂ23ᖺ2᭶17᪥
➨1ᅇᏳ◊✲䞉ホ౯ጤဨ
᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ
Ᏻ◊✲䝉䞁䝍䞊

ᮏ㈨ᩱ䛿䚸⌧Ⅼ䛷䛿⛎ᐦሗ䛜ྵ
䜎䜜䛶䛔䜛䛯䜑䛂⛎ᐦᩥ᭩䛃ᢅ䛔䛸
䛺䛳䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸ᖹᡂ23ᖺᗘ௨㝆
ᡤᐃ䛾ᡭ⥆䛝ᚋ䚸බ㛤䛔䛯䛧䜎䛩䚹

◊✲ィ⏬䛾ᯟ⤌䜏䛸ᐇ≧ἣ
ẔᄂᆮႸႎẕ
䝸䝇䜽ホ౯ୖ㔜せ䛺㇟䛾ᙳ㡪ホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䚸᪂ᆺ⇞
ᩱ➼䛻ᑐᛂ䛧䛯⮫⏺Ᏻホ౯ᡭἲ䜔ฎ⌮タᶵჾᮦ
ᩱ䛾⤒ᖺホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䜢⾜䛔䚸䞉⮫⏺䚸ⅆ⅏䞉⇿Ⓨ䚸
₃䛘䛔➼䛾ᨾ㜵Ṇᶵ⬟ཬ䜃ᨾ䛾㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟䛻
㛵䛩䜛Ᏻホ౯ᢏ⾡䛾㧗ᗘ䛻㈨䛩䜛䚹

⮫⏺ᐇ㦂䛾☜䛛䛥䜢ணഛⓗ䛻ホ౯䛩䜛䚹
䞉 ⇞↝ゎᯒ䝁䞊䝗᳨ド⏝⏝῭⇞ᩱ⤌ᡂ䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䛾
䛯䜑⏝῭⇞ᩱ䛻ྵ䜎䜜䜛㞴 ᐃFP᰾✀䛾㧗⢭ᗘ䛺
ᡭἲ䛻䜘䜛ศᯒ䛻╔ᡭ䛩䜛䚹
䞉 ฎ⌮䝥䝻䝉䝇ᶵჾ䛾Ἓ㦐ఏ⇕㠃䛻䛚䛡䜛⭉㣗㐍ᒎഴ
ྥホ౯䝕䞊䝍䛺䛹䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹

Ẕᇹ2ɶᚘဒẕ
䝸䝇䜽ホ౯ୖ㔜せ䛺㇟䛾ᙳ㡪ホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䜢┠ⓗ䛸
䛧䛶䚸ᨺᑕᛶ≀㉁䛾ᨺฟ⛣⾜⋡䛺䛹䛾ᐇ㦂䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ
ཬ䜃ゎᯒ䝰䝕䝹䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹䜎䛯䚸᪂ᆺ⇞ᩱ➼䛻ᑐᛂ
䛧䛯⮫⏺Ᏻホ౯ᡭἲ䜔ฎ⌮タᶵჾᮦᩱ䛾⤒ᖺ
ホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䜢⾜䛖 䚹
ẔࣖݣẴỦໜܤμᄂᆮᛢ᫆ẕ
Ⅱ. ཎᏊຊタศ㔝 䕿Ᏻホ౯ᢏ⾡
䠄䞉⮫⏺䚸ⅆ⅏䞉⇿Ⓨ䚸₃䛘䛔➼䛾ᨾ㜵Ṇᶵ⬟ཬ䜃ᨾ
㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟䛻㛵䛩䜛Ᏻホ౯ᢏ⾡㧗ᗘ䛻㛵䛩䜛◊✲䠅

Ẕܱ˳Сẕ
䞉 ฎ⌮タ䛾䝸䝇䜽ホ౯ୖ㔜せ䛺ᨾ䛾ᙳ㡪ホ౯ᡭ
ἲᩚഛ◊✲䛷䛿䚸⊂)ཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓཬ䜃᪥ᮏཎ
⇞(ᰴ)䛸ඹྠฟ㈨䛧◊✲䛸䛧䛶ᐇ䛧䚸ཎᏊຊᇶ♏ᕤᏛ
◊✲㒊㛛ཬ䜃Ᏻヨ㦂タ⟶⌮䛸㐃ᦠ䛧䛶ᐇ䛩䜛䚹
䞉 ⅆ⅏ᨾ䛾㛢䛨㎸䜑ホ౯◊✲䛿䚸⊂)ཎᏊຊᏳᇶ
┙ᶵᵓ䛛䜙እ㒊㈨㔠䜢⋓ᚓ䛧䛶ᐇ䛩䜛䚹
䞉 ⇞↝ᗘ䜽䝺䝆䝑䝖䜢ᑟධ䛩䜛㝿䛾⮫⏺Ᏻホ౯ᡭἲᩚ
ഛ◊✲䛾୍㒊䚸⇞↝ィ⟬䝁䞊䝗䛾᳨ド⏝䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ
䛿䚸⊂)ཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓཷク◊✲䛸䛧䛶ᐇ䛧䚸ཎ
Ꮚຊᇶ♏ᕤᏛ◊✲㒊㛛䚸Ᏻヨ㦂タ⟶⌮ཬ䜃䢊䡫䢀ヨ
㦂タ⟶⌮㒊䛾༠ຊ䜢ᚓ䛶ᐇ䛩䜛䚹
䞉 ฎ⌮ᶵჾᮦᩱ䛾⤒ᖺኚ◊✲䛿䚸⊂)ཎᏊຊᏳᇶ
┙ᶵᵓ䛛䜙䛾ཷク◊✲䛸䛧䛶ᐇ䛧䚸ཎᏊຊᇶ♏ᕤᏛ
◊✲㒊㛛䜔䡷䡮䡴䢕ᕤᏛヨ㦂㒊䛸䛾㐃ᦠ䚸୍㒊䚸ᮾᕤ䚸
᪩✄⏣䚸ᕤ䛾༠ຊ䜢ᚓ䛶ᐇ䛩䜛䚹

Ẕ22࠰ࡇᚘဒẕ
䞉ฎ⌮ᗫᾮἛ㦐ᅛ䛻䛚䛡䜛ᶍᨃ≀㉁䛾Ẽ┦⛣⾜
䝕䞊䝍䜢䝁䞊䝹䝗ᇶ♏ヨ㦂䛻䜘䜚ྲྀᚓ䛩䜛䚹
䞉⮫⏺ᨾ䛻䛚䛔䛶➨䠍䝢䞊䜽䛾ḟ䛻⥲᰾ศᩘ䜈䛾ᐤ
䛜䛝䛔ฟຊ༢ㄪῶᑡ䛾ᐇ㦂䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹
䞉᭷ᶵ⁐፹ⅆ⅏䛾ᨺᑕᛶ≀㉁㛢䛨㎸䜑ᛶ⬟ホ౯䝕䞊䝍
䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹
䞉 ᪂ᆺ⇞ᩱᑟධ䛻ᑐᛂ䛧䛯⮫⏺䝧䞁䝏䝬䞊䜽䝕䞊䝍ྲྀᚓ
ᐇ㦂ィ⏬䛾᳨ウ䛾୍⎔䛸䛧䛶㻡㻑㉸⃰⦰ᗘ䜴䝷䞁䜢⏝䛔䛯

Ẕᡶཞඞẕ

- 100 -

ィ⏬㏻䜚㐍ᤖ䛧䛶䛔䜛䚹

2
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◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ
Ẕᵏᵕ῍ᵐᵏ࠰ࡇỉಒᙲẕ
䖃⮫⏺㔞 ᐃᐇ㦂䛻䜘䜚⮫⏺Ᏻ䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䚸⮫⏺Ᏻ䝧䞁䝏䝬䞊䜽䝕䞊䝍䜢ᩚഛ䛧䛯䚹䜎䛯䚸㻻㻱㻯㻰㻛㻺㻱㻭ᅜ
㝿⮫⏺Ᏻ䝧䞁䝏䝬䞊䜽䝕䞊䝍ホ౯䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢㏻䛨䛶ୡ⏺䛻ᥦ౪䛧䛯䚹᳨ド䛧䛯㧗⢭ᗘ䛾⮫⏺ゎᯒ䝅䝇䝔䝮
䠄㻹㼂㻼㻛 㻶㻱㻺㻰㻸䠅䛻䜘䜚⟬ฟ䛧䛯⮫⏺ไ㝈್䜢⮫⏺Ᏻ䝝䞁䝗䝤䝑䜽䞉䝕䞊䝍㞟➨㻞∧䛸䛧䛶බ㛤䛧䛯䚹⮫⏺Ᏻ䛻
㛵䛩䜛タィ䞉⟶⌮䛾⪃䛘᪉䜔⮫⏺Ᏻ䝕䞊䝍䜢㞟⣙䛧䛯⮫⏺Ᏻ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢ᩚഛ䛧䚸බ㛤䛧䛯䚹
䖃䜾䝻䞊䝤䝪䝑䜽䝇ᵓᡂᮦ➼䛾⇞↝ᐇ㦂䛻䜘䜚䚸ᵝ䚻䛺⇞↝᮲௳䛾ୗ䛷䛾䜶䝛䝹䜼䞊ᨺฟ≉ᛶཬ䜃ᶍᨃᨺᑕᛶ≀
㉁䛸↴↮䛾ᨺฟ≉ᛶ୪䜃䛻↴↮䛾㈇Ⲵ䛻క䛖㻴㻱㻼㻭䝣䜱䝹䝍䛾┠ワ䜎䜚≉ᛶ䛻ಀ䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䚸ᨾᨺᑕ
ᛶ≀㉁⛣⾜ゎᯒ䝁䞊䝗䜢ᐇ⾜䛩䜛ୖ䛷ᚲせྍḞ䛺䝋䞊䝇䝍䞊䝮䝕䞊䝍䛸䛧䛶ᩚ⌮䛧䛯䚹

Ẕᵐᵐ࠰ࡇỉܱϋܾẆᢋႸểௐẕ
ᐇෆᐜ

ᡂᯝ

㐩ᡂ┠ᶆ

䐟ᶍᨃᗫᾮ䜢⏝䛔䛯䝁䞊䝹䝗ᇶ♏ᐇ㦂
䐟ฎ⌮ᗫᾮἛ㦐ᅛ䛻䛚䛡䜛ᶍ
䛻䜘䜚ᗫᾮἛ㦐䛾ᶍᨃᨺᑕᛶ≀㉁
ᨃ≀㉁䛾Ẽ┦⛣⾜⋡䝕䞊䝍䜢䝁䞊䝹
䠄㻾㼡䛺䛹䠅䛾ᨺฟ⛣⾜⋡ᐇ㦂䝕䞊䝍䜢ྲྀ
䝗ᇶ♏ヨ㦂䛻䜘䜚ྲྀᚓ䛩䜛䚹
ᚓ䛧䛯䚹
䐠ᛂᗘῧຍᚋ䛾ฟຊ䚸 ᗘ䚸 䐠䝷䞁䝥⤥ᾮ䚸䝟䝹䝇ᘬᢤ䛺䛹䛾᮲௳
䐠⮫⏺ᨾ䛻䛚䛔䛶➨䠍䝢䞊䜽䛾ḟ
䛻⥲᰾ศᩘ䜈䛾ᐤ䛜䛝䛔ฟຊ ᅽຊ䛾⣔ิ䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹 䛷䚸ฟຊ༢ㄪῶᑡ䛾䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹
༢ㄪῶᑡ䛾ᐇ㦂䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹
䐡᭷ᶵ⁐፹ⅆ⅏䛾ᨺᑕᛶ≀㉁㛢䛨 䐡᭷ᶵ⁐፹ⅆ⅏䛾ᨺᑕᛶ≀ 䐡ฎ⌮⁐፹➼䛾⇞↝䛻క䛖↴↮ᨺฟ
㉁㛢䛨㎸䜑ᛶ⬟ホ౯䝕䞊䝍䛾⇞ ཬ䜃㻴㻱㻼㻭䝣䜱䝹䝍ᕪᅽୖ᪼䝕䞊䝍➼䜢
㎸䜑ᛶ⬟ホ౯䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹
↝᮲௳䛻ᇶ䛵䛟ᩚ⌮䜢ᐇ䛩䜛䚹 ᵝ䚻䛺⇞↝᮲௳ୗ䛷ྲྀᚓ䛧䛯䚹
3
䐟ຍ⇕䛾ᶍᨃ≀㉁䛾Ẽ┦䜈
䛾⛣⾜⋡䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹

Ẕᵐᵐ࠰ࡇỉܱϋܾẆᢋႸểௐẕ ếỀẨ
ᐇෆᐜ
㐩ᡂ┠ᶆ
䐢᪂ᆺ⇞ᩱᑟධ䛻ᑐᛂ䛧䛯⮫⏺䝧䞁
䝏䝬䞊䜽䝕䞊䝍ྲྀᚓᐇ㦂ィ⏬䛾᳨ウ
䛾୍⎔䛸䛧䛶5%㉸⃰⦰ᗘ䜴䝷䞁䜢⏝
䛔䛯ᐇ㦂䛾☜䛛䛥䜢ணഛⓗ䛻ホ౯
䛩䜛䚹
䐣⇞↝ゎᯒ䝁䞊䝗᳨ド⏝⏝῭⇞ᩱ
⤌ᡂ䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䛾䛯䜑⏝῭⇞ᩱ
䛻ྵ䜎䜜䜛㞴 ᐃFP᰾✀䛾㧗⢭ᗘ
䛺ᡭἲ䛻䜘䜛ศᯒ䛻╔ᡭ䛩䜛䚹
䐤ฎ⌮タᶵჾᮦᩱ䛾⤒ᖺホ
౯⏝⭉㣗䝕䞊䝍䛺䛹䛾ྲྀᚓ䜢⾜䛖䚹

䐢5%㉸⃰⦰ᗘ䜴䝷䞁䜢⏝䛔䛯ᐇ
㦂䛾☜䛛䛥䜢ணഛⓗ䛻ホ౯䛩
䜛䚹

䐣⏝῭⇞ᩱ୰䛾㞴 ᐃFP᰾
✀䛾㧗⢭ᗘ䛺ᡭἲ䛻䜘䜛ศᯒ䛻
╔ᡭ䛩䜛䚹
䐤ฎ⌮タᶵჾᮦᩱ䛾⤒ᖺ
ホ౯䛾䛯䜑䛾Ἓ㦐ఏ⇕㠃⭉
㣗ヨ㦂䛺䛹䜢⾜䛔䚸䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ
䛩䜛䚹

ᡂᯝ
䐢5%㉸⃰⦰ᗘ䜴䝷䞁䜢⏝䛔䛯⮫
⏺䝧䞁䝏䝬䞊䜽ᐇ㦂䛻䛴䛔䛶
せ䛺ᐇ㦂䝟䝷䝯䞊䝍䛾☜䛛䛥䛸
⮫⏺㔞 ᐃ⢭ᗘ䛸䛾㛵ಀ䜢ᢕᥱ
䛧䛯䚹
䐣⇞↝ゎᯒホ౯⏝῭⇞ᩱ⤌
ᡂ䝕䞊䝍ྲྀᚓ䛾䛯䜑䚸⏝῭⇞
ᩱ୰䛾㞴 ᐃFP᰾✀䜢ศ㞳䛧䚸
㧗⢭ᗘ䛺ᡭἲ䛻䜘䜚ศᯒ䝕䞊䝍
ྲྀᚓ䛧䛯䚹
4
䐤Ἓ㦐ఏ⇕㠃⭉㣗䝕䞊䝍䜢⁐ᾮ
᮲௳䜢䝟䝷䝯䞊䝍䛸䛧䛶ྲྀᚓ䛧䛯䚹

Ẕௐỉဇẕ
z ᨺᑕᛶ≀㉁䛾≀⌮Ꮫᣲື䝕䞊䝍䛿䚸ฎ⌮タ䛾䝸䝇䜽ホ౯䛾⢭ᗘྥୖ䛻ᐤ䛩䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛷䛝䜛䚹
z ලయⓗ䛺ᨾ䝅䝘䝸䜸䛻ᇶ䛵䛟ⅆ⅏䛾㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟႙ኻ䛻⮳䜛䜎䛷䛾⊰ண㛫䛾ᐃ㔞ⓗホ౯䛻ά⏝䛷䛝䜛䚹
䛣䛾ᡂᯝ䛿㻶㻺㻱㻿䛻ᥦ౪䛧䛯䚹
z ᪂ᆺ⅔⇞ᩱ➼䛾ᑟධ䛻ᑐᛂ䛧䛯᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹タ䛾⮫⏺Ᏻタィ䞉ホ౯ᡭἲ䜈䛾㈉⊩䛜ᮇᚅ䛷䛝䜛䚹
z 㧗⤒ᖺᑐ⟇ᢏ⾡ホ౯䝬䝙䝳䜰䝹➼䜈䛾ᫎ䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛ᢏ⾡䝕䞊䝍䜢ᥦ౪䛧䛯䚹

Ẕௐỉπẕ
z ㄽᩥ4௳䚸ᢏ⾡ሗ࿌2௳䚸ᅜ㝿㆟3௳䚸ཱྀ㢌Ⓨ⾲6௳䚸ཷクሗ࿌᭩5௳䚹⾲ᙲ 1௳
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䛺ᡂᯝ 㻔㻝㻛㻟㻕
ฎ⌮タ䛻䛚䛡䜛䝸䝇䜽ホ౯ୖ㔜せ䛺㇟䛾ᙳ㡪ホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ

䞉ฎ⌮ᗫᾮἛ㦐ᅛ㇟

䞉⮫⏺ᨾ㇟

ฎ⌮タ䛾䝸䝇䜽ホ౯ୖ㔜せ䛺㇟䛸⪃䛘䜙䜜
䜛ᨺᑕᛶᗫᾮ䛾Ἓ㦐ཬ䜃ᅛ䛻Ẽ┦䛻ᨺฟ䛥䜜
䜛ᨺᑕᛶ≀㉁䠄䝹䝔䝙䜴䝮䚸䝉䝅䜴䝮䛺䛹䠅䛾⛣⾜
⋡䝕䞊䝍䜢㠀ᨺᑕᛶ䛾ᶍᨃᗫᾮ䜢⏝䛔䛯䝡䞊䜹䞊
つᶍᐇ㦂䛻䜘䜚ྲྀᚓ䛧䛯䚹
จ⦰ᾮ䜈⛣⾜䛧䛯ྜ䛾⤒ኚ䠄✚⟬䠅㻔㻾㼡㼚㻌㻺㼛㻚㻌㻞㻡㻔㻣㻜㻜㼃㻕䠅
㻣㻜㻜㼃㼋㻾㼡
㻣㻜㻜㼃㼋㻯㼟
ヨᩱ ᗘ䠄䉝䠅

㻝㻚㻱㻙㻜㻞
㻝㻚㻱㻙㻜㻟
㻝㻚㻱㻙㻜㻠

㻡㻜㻜

㻝㻚㻱㻗㻜㻣

㻠㻜㻜

㻝㻚㻱㻙㻜㻡
㻝㻚㻱㻙㻜㻢

㻟㻜㻜

㻝㻚㻱㻙㻜㻣
㻝㻚㻱㻙㻜㻤

㻞㻜㻜
㻝㻜㻜

㻝㻚㻱㻙㻝㻝
㻝㻚㻱㻙㻝㻞

㻜
㻜

㻝㻜

㻞㻜

㻟㻜
㛫㻌㻔㼙㼕㼚㻕

㻠㻜

㻡㻜

䝷䞁䝥⤥ᾮ
䠎䠁ῧຍ
䠒䠌䠨䠋㼙㼕㼚㻚

㻝㻚㻱㻗㻜㻢

MOX

㻝㻚㻱㻗㻜㻡
㻝㻚㻱㻗㻜㻠
㻝㻚㻱㻗㻜㻟

㻝㻚㻱㻙㻜㻥
㻝㻚㻱㻙㻝㻜

ᐇ㦂䝕䞊䝍㻔㻾㻠㻞㻜㻕
㏆ఝホ౯ᘧ㼑㼤㼜㻔㻙䃚㻝㼠㻕

㻝㻚㻱㻗㻜㻤
㻼㼛㼣㼑㼞㻌㻔㼃㻕

⛣⾜ྜ䠄✚⟬䠅㻌㻌㻔㻙㻕

㻝㻚㻱㻙㻜㻝

㻝㻚㻱㻗㻜㻥

㻢㻜㻜

ヨᩱ ᗘ䠄䉝䠅

㻝㻚㻱㻗㻜㻜

䞉⮫⏺ᨾホ౯ᡭἲ㛤Ⓨ䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸ฟຊ䛾㏆ఝホ
౯ᘧ䛾㛤Ⓨ䛸᳨ド⏝ᐇ㦂䝕䞊䝍ྲྀᚓ䜢⾜䛳䛯䚹≉䛻䚸
➨䠍䝢䞊䜽ᚋ䛻ぢ䜙䜜䜛ฟຊ༢ㄪῶᑡᣲື䝕䞊䝍䜢ྲྀ
ᚓ䛧䛯䚹

㻝㻚㻱㻗㻜㻞
㻜

㻝㻜㻜

㻞㻜㻜
㻟㻜㻜
㼀㼕㼙㼑㻌㻔㼟㻕

㻠㻜㻜

㻡㻜㻜

ᅗ䠎 ⁐ᾮ⇞ᩱ⮫⏺ᨾᶍᨃᐇ㦂䛾ฟຊ䛾⤒ኚ

㻢㻜

ᅗ䠍 ᶍᨃᨺᑕᛶ≀㉁Ẽ┦⛣⾜⋡䛾⤒ኚ
ᨺᑕᛶ≀㉁䛾≀⌮Ꮫᣲື䝕䞊䝍䛿䚸ฎ⌮タ䛾䝸䝇䜽ホ
౯䛾⢭ᗘྥୖ䛻ᐤ䛩䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹

ฟຊ༢ㄪῶᑡ䛻䛿➨䠍䝢䞊䜽䛸ྠ⛬ᗘ䛾᰾ศ䜶䝛䝹
䜼䞊䛜ᨺฟ䛥䜜䜛䛜䚸㏆ఝホ౯ᘧ䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛷䚸⡆༢䛻ฟ
ຊᣲື䛸✚⟬್䠄䜶䝛䝹䜼䞊䠅䜢ホ౯䛷䛝䜛䚹ᖺᗘྲྀᚓ䛧䛯
ᐇ㦂䝕䞊䝍䛻䜘䜚䚸㏆ఝホ౯ᘧ䛾⢭ᗘ䛾ྥୖ䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹

5

䛺ᡂᯝ 㻔㻞㻛㻟㻕
᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹タ䛾ⅆ⅏䛾䜶䜰䝻䝌䝹≧ᨺᑕᛶ≀㉁
䛾㛢䛨㎸䜑ᛶ⬟䛾ホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ

䞉㍍Ỉ⅔⏝䛾᪂ᆺ⇞ᩱ⮫⏺䝧䞁䝏䝬䞊䜽䝕䞊䝍ྲྀᚓཬ䜃
⮫⏺Ᏻホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ

⤥Ẽὶ㏿䠖㻠㻚㻣㽢㻝㻜㻙㻞㻌㼙㻛㼟

㻟㻜

235Uึᮇ⃰⦰ᗘ䛜5%䜢㉸䛘䜛䜴䝷䞁⇞ᩱ䜢⏝䛔

䛯⮫⏺ᐇ㦂䛻䛚䛔䛶ᡤᐃ䛾ᐇ㦂⢭ᗘ䜢ᚓ䜛䛯䜑䚸
䜴䝷䞁⇞ᩱᲬ➼䛾ྛ✀㒊ᮦ䛾〇స⢭ᗘ䛺䛹䜢ண
ഛⓗ䛻᳨ウ䛧䛯䚹

䝗䝕䜹䞁
㻟㻜㻑㼀㻮㻼㻛㻣㻜㻑䝗䝕䜹䞁
₶Ἔ

Ỉ⣲䛸䜴䝷䞁䛾ཎᏊ
ᩘẚ䠄H/U䠅䜢ᇶ‽䛾
䠐䠊䠕䠏䛛䜙పୗ䛥䛫䛯
䛸䛝䛾ᛂᗘຠᯝ

0
-2

㻞㻜

-4
%'k/k

㻣
㻟㻜㻑㼀㻮㻼㻛㻣㻜㻑䝗䝕䜹䞁
㻢
㻡
㻠 ᐦᗘ䜘䜚ィ⟬䛧䛯
㻟㻜㻑㼀㻮㻼㻛㻣㻜㻑䝗䝕䜹䞁
㻟 ୰䛾㼀㻮㻼䛾㉁㔞㻑
䝗䝕䜹䞁
㻞
㻝
㻜
㻝㻜㻜 㻤㻜 㻢㻜 㻠㻜 㻞㻜 㻜
⇞↝≀㉁䛾ṧᏑ㉁㔞㻌㻌㻔㻑㻕

↴↮⋡㻌㻌㻔㻑㻕

㻴㻱㻼㻭ᕪᅽ㻌㻌㻔㼗㻼㼍㻕

䞉ⅆ⅏ᨾ䛾ᨺᑕᛶ≀㉁㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟䛾ᛶ䜢
ᐃ㔞ⓗ䛻ホ౯䛩䜛䛯䜑䛾ᡭἲ䜢㛤Ⓨ䞉ᩚഛ
䞉ฎ⌮⁐፹➼䛾⇞↝䛻క䛖↴↮ᨺฟ䝕䞊䝍䜔↴↮䛾
┠ワ䜎䜚䛻䜘䜛㻴㻱㻼㻭䝣䜱䝹䝍ᕪᅽୖ᪼䝕䞊䝍➼䜢
ᵝ䚻䛺⇞↝᮲௳ୗ䛷ᐃ㔞ⓗ䛻ྲྀᚓ䛧䛯䚹

㻝㻜

-6
-8

㻜
㻠㼤㻝㻜㻙㻞 㻢㼤㻝㻜㻙㻞 㻤㼤㻝㻜㻙㻞 㻝㼤㻝㻜㻙㻝
⤥Ẽὶ㏿㻌㻌㻔㼙㻛㼟㻕
↴↮⋡=

235

-12

↴↮㔜㔞
㽢100
⇞↝≀㉁⇞↝㔜㔞

ᅗ䠏 HEPAᕪᅽ䛸⇞↝≀㉁ṧᏑ㔞䛸䛾㛵ಀ

U濃縮度 : 5%
燃料棒配列 : 19×19

-10

3.5

4.0

4.5

5.0

䛣䛾䛸䛝䚸⿕そ⟶እᚄ
䛾☜䛥䛜
㼼0.005mm䛾ሙྜ
ᛂᗘ㼼0.006%ǻk
䛻┦ᙜ䠄༑ศ䛻ᑠ䛥
䛔䠅

H/U

ᅗ䠐 ᛂᗘຠᯝỈ⣲䛸䜴䝷䞁䛾ཎᏊᩘẚ䠄H/U䠅䛾㛵ಀ

䞉ฎ⌮ᢳฟᕤ⛬䛷⏝䛥䜜䜛㻟㻜㻑㼀㻮㻼㻛㻣㻜㻑䝗䝕䜹䞁䛾⇞↝
䛻䛿⇞↝ᚋᮇ䛻䛚䛔䛶ᛴ⃭䛺㻴㻱㻼㻭䝣䜱䝹䝍ᕪᅽ䛾ୖ᪼䛜⏕
䛨䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䛯䚹
䞉ලయⓗ䛺ᨾ䝅䝘䝸䜸䛻ᇶ䛵䛟ⅆ⅏䛾㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟႙ኻ
䛻⮳䜛䜎䛷䛾⊰ண㛫䛾ᐃ㔞ⓗホ౯䜈䛾ά⏝䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹

䜴䝷䞁⇞ᩱᲬ䛸Ỉῶ㏿ᮦ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯⮫⏺ᐇ㦂䛻䛴䛔䛶䚸
せ䛺ᐇ㦂䝟䝷䝯䞊䝍䛾☜䛛䛥䛸⮫⏺㔞 ᐃ⢭ᗘ䛾㛵ಀ䜢
ᢕᥱ䛧䛯䚹ᨵ㐀㻿㼀㻭㻯㼅䜢⏝䛔䛯⮫⏺Ᏻホ౯䝕䞊䝍ྲྀᚓᐇ㦂
య⣔䠄⇞ᩱᲬ➼㒊ᮦ䠅䛾タィ䛻ᫎ䛥䜜䜛䚹
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䛺ᡂᯝ 㻔㻟㻛㻟㻕
䞉⇞↝ゎᯒ䝁䞊䝗᳨ド⏝⏝῭⇞ᩱ⤌ᡂ䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ

ฎ⌮タ䛾⤒ᖺኚホ౯䛾ጇᙜᛶホ౯ᡭἲᩚഛ

㧗⇞↝ᗘ㻮㼃㻾㻥㽢㻥⏝῭⇞ᩱヨᩱ䜢᥇ྲྀ䛧䚸⁐ゎ䞉
ศ㞳䛾ᚋ䚸㧗⢭ᗘ䛾㉁㔞ศᯒ䜢⾜䛔䚸ᕼᅵ㢮ඖ⣲
䜢ึ䜑䛸䛩䜛䛣䜜䜎䛷䛻 ᐃ䛜ᑡ䛺䛔㞴 ᐃ᰾✀
䛾⤌ᡂ䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹

䞉 ᐇᶵ┦ᙜ㻟㻝㻜㻺㼎⣔㗰䛾⭉㣗ヨ㦂➼䜢⾜䛔䚸⭉㣗
㐍ᒎഴྥホ౯䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹䜎䛯䚸⁐ᾮ⤌ᡂ
䛺䛹⭉㣗⎔ቃኚ䛾ᙳ㡪䜢ᢕᥱ䛧䚸⭉㣗㐍ᒎഴ
ྥホ౯䝰䝕䝹䜢᳨ウ䛧䛯䚹

100%
90%
80%

㻞㻡

Sm-154

40%

⭉㣗ῶ㔞㻌䠄㽢㻝㻜㻟㻌㼓䡡㼙㻙㻞䠅

50%

Sm-151
Sm-150
Sm-149

30%

㻳㼐ධ䜚⇞ᩱᲬ

ᅗ䠑 ᑐ㇟⇞ᩱ㞟ྜయ
ᖹ㠃ᅗ䠄␒ྕ䛿⃰⦰ᗘ
䛾㐪䛔䜢♧䛩䠅

Ἓ㦐ఏ⇕㠃⭉㣗ヨ㦂
◪㓟䠖㻟㼙㼛㼘㻛㻸
⁐ゎᵴ᮲௳
䕦㻰㻝㻌㻦㼂㻩㻟㻟
䕧㻰㻠㻌㻦㼂㻩㻟㻟㻘㻌㻾㼡㻩㻝㻜
䚷㻌㻰㻠㻺㻌㻦㼂㻩㻟㻟㻘㻌㻾㼡㻩㻝㻜
㻌㻌㻌䠄༢䠖㼙㼙㼛㼘㻛㻸䠅

㻞㻜

70%
60%

⁐ゎᵴ
ᐇᶵᖹᆒ䠖
㻙㻞 㻙㻝
㻞㻚㻥㻌㼓䡡㼙 䡡㼔

Sm-152

20%

Sm-148

10%

Sm-147

㻝㻡

䚷䚷䠖⥅⥆୰

㻝㻜

㻡

0%

ᅗ䠒 ⨨ 㼏㻟䛾⇞ᩱᲬ䛛䜙ᚓ䜙䜜
䛯䝃䞁䝥䝹䠄⇞↝ᗘ䡚㻠㻜㻳㼃㼐㻛㼠䠅
䛾㻿㼙ྠయ⤌ᡂ ᐃ

㻜
㻜

㻟㻜㻜㻜

㻢㻜㻜㻜

㻥㻜㻜㻜

㻝㻞㻜㻜㻜

㻝㻡㻜㻜㻜

ヨ㦂㛫㻌䠄㼔䠅

ᅗ䠓 ⭉㣗ῶ⫗㔞䛾⤒ኚ

㧗⇞↝ᗘ㻮㼃㻾㻥㽢㻥⏝῭⇞ᩱ䛻䛴䛔䛶䚸㻺㼐䚸㻿㼙䚸㻱㼡䚸㻳㼐
䛾ྛྠయ⤌ᡂ䜢㻵㻯㻼㻙㻹㻿⨨䜢⏝䛔䛶⢭ᐦ䛻 ᐃ䛧䛯䚹
ྲྀᚓ䝕䞊䝍䛿⇞↝ゎᯒ䝁䞊䝗䛾᳨ド䚸㻲㻼✚䜢⪃៖䛧䛯
⇞↝ᗘ䜽䝺䝆䝑䝖䛾ᑟධ䜈䛾ᐤ䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹

䞉ཎᏊຊᏳ䞉ಖᏳ㝔䛾つไάື䜢ᨭ䠄㧗⤒ᖺᑐ
⟇ᢏ⾡ホ౯㈨ᩱ➼䜈䛾ᫎ䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛)
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No.

1

8

22
23

2 17

1

23

2

JNES

JNES
III
JNES-AIST

22

IRSN
NUCEF STEM

2

- 104 -

JAEA-Evaluation 2013-003

GSRW-PSA
TRU
D D
DecDose

JNES

PASCLR-Release

JNES

3

Pu

Se

4
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IAEA

20
IAEA
(
JNES

22

11 )
23

,
24

1

: IAEA SRS No.44
.,45(4), 342-356 (2010).
2

.

9

U-234 U-235
4

U-238

9

5

3D-SEEP

SAB-1
3

N

60km

3

(m)

160m, 700m
(m)
200.0

(m
m)

40 km
5km

150.0

100.0

•

50.0

0.0

•

50.0
50.0

0.0

50.0

100.0

150.0

(m)
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200.0

250.0

6
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IAEA SRS No.44

42

22

10 Sv/y

11

SRS No.44
IAEA

1Bq/g

U-234 U-235
U-238
1.2Bq/g
q g 0.53Bq/g
q g 1.1Bq/g
qg
1Bq/g

1Bq/g

7

DecDose

RI

DecDose

8
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㈨ᩱNo.Ᏻ◊ホጤ1䠉9

ᶵᵓእ⛎

䝸䝇䜽ホ౯䞉⟶⌮ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛◊✲
䡬ᖹᡂ22ᖺᗘホ౯䡬
ᖹᡂ23ᖺ2᭶17᪥
➨1ᅇᏳ◊✲䞉ホ౯ጤဨ
᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ
Ᏻ◊✲䝉䞁䝍䞊

ᮏ㈨ᩱ䛿䚸⌧Ⅼ䛷䛿⛎ᐦሗ䛜
ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛯䜑䛂⛎ᐦᩥ᭩䛃ᢅ䛔䛸
䛺䛳䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸ᖹᡂ23ᖺᗘ௨㝆
ᡤᐃ䛾ᡭ⥆䛝ᚋ䚸බ㛤䛔䛯䛧䜎䛩䚹

◊✲ィ⏬䛾ᯟ⤌䜏䛸ᐇ≧ἣ
ẔᄂᆮႸႎẕ

Ẕ22࠰ࡇᚘဒẕ

䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛾ᩚഛ䞉㧗ᗘཬ䜃䛭䛾㐺⏝䜢
㏻䛧䛶䚸䝸䝇䜽ሗ䜢ά⏝䛧䛯Ᏻつไ䛾ᯟ⤌䜏䛾
ᵓ⠏➼䛻㈉⊩䛩䜛䚹

䝸䝇䜽ሗ䜢ά⏝䛧䛯㔜せᗘホ౯ᣦᶆ䛾㛤Ⓨ䜢㐍䜑
䜛䛸䛸䜒䛻䚸㈝⏝౽┈ศᯒ䛾ᇶ♏䝕䞊䝍ᩚഛ䛻╔ᡭ
䛩䜛䚹䜎䛯䚸᰾✀⛣⾜ᣲືᐇ㦂䛾ᡂᯝ䜢䜒䛸䛻᰾⇞
ᩱタ䛾ᨾᙳ㡪ホ౯ᡭἲ䛾ᨵⰋ䜢㛤ጞ䛩䜛䛸䛸䜒
䛻䚸ฎ⌮⏝PSA䝟䝷䝯䞊䝍䜢ᩚഛ䛩䜛䚹䛥䜙䛻䚸
ᨾ䞉ᨾ㞀䛾ศᯒホ౯䜢ᐇ䛩䜛䚹

Ẕᇹ2ɶᚘဒẕ
䝸䝇䜽ሗ䜢ά⏝䛧䛯Ᏻつไ䛻㈨䛩䜛䛯䜑䚸䝸䝇䜽
ホ౯䞉⟶⌮ᡭἲ䛾㧗ᗘ䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸ཎᏊຊ㜵
⅏䛻䛚䛡䜛㜵ㆤᑐ⟇ᡓ␎䜢ᥦ䛩䜛䚹䛥䜙䛻䚸ཎᏊ
ຊᨾ䞉ᨾ㞀ሗ䛾㞟䚸ศᯒ䜢⾜䛖䚹

Ẕܱ˳Сẕ

䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛻䛴䛔䛶䛿䚸䝥䝻䝟䞊◊✲䛸䛧䛶
ᐇ䛧䚸୍㒊JNESཷク䛷㐍䜑䜛䚹䜎䛯䚸᰾⇞ᩱ䝃䜲
ẔࣖݣẴỦໜܤμᄂᆮᛢ᫆ẕ
䜽䝹タ䛻ᑐ䛩䜛PSAᡭἲ䛾㧗ᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸
I. つไ䝅䝇䝔䝮ศ㔝
JNES䚸⏘ᴗ⏺䛸ඹྠ䛧䚸୰❧ᛶ䚸㏱᫂ᛶ䛾☜ಖ䛻␃
䕿䝸䝇䜽ሗ䛾ά⏝
• ☜ᐇ䛥䡡ឤᗘゎᯒᡭἲ䜔㔜せᗘホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䚸 ព䛧䛶◊✲䜢㐍䜑䜛䚹ᨾ䞉ᨾ㞀ศᯒ䜒୍㒊JNESཷ
䝺䝧䝹2䞉3PSAᡭἲ䛾㧗ᗘ䚸䝸䝇䜽䜢⪃៖䛧䛯ព ク䛷㐍䜑䜛䚹䜎䛯䚸䝸䝇䜽ホ౯䞉⟶⌮ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛◊
✲ᡂᯝ䜢ά⏝䛩䜛䛯䜑䚸ཎᏊຊᏳጤဨ䚸JNES䚸
ᛮỴᐃᡭἲ䛻㛵䛩䜛◊✲
ᆅ᪉⮬య➼䛸㐃ᦠ䛧䛶ཎᏊຊ㜵⅏◊✲䜢᥎㐍䛩䜛䚹
• ᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹タ䛻ᑐ䛩䜛PSAᡭἲ䛾㧗ᗘ
䕿ᨾ䞉ᨾ㞀せᅉ➼䛾ゎᯒホ౯ᢏ⾡
Ẕٳᢿؾỉ҄٭ሁỆˤạᚘဒỉᙸႺẲẕ
• 䝖䝷䝤䝹䜔ᾏእ䛾つไ➼䛻ಀ䜛ሗ䛾㞟䞉ศᯒ
(1)せᅉ䠖≉䛻䛺䛧䚹
V. ཎᏊຊ㜵⅏ศ㔝
(2)ኚ᭦ෆᐜ䠖≉䛻䛺䛧䚹
䕿ཎᏊຊ㜵⅏ᢏ⾡
• 㜵⅏ᣦ㔪ぢ┤䛧䛾䛯䜑䛾ᢏ⾡ⓗᨭ◊✲
Ẕᡶཞඞẕ
• ᐇຠᛶྥୖ䛾䛯䜑䛾ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬⟇ᐃ䛾ᢏ⾡ⓗ
ィ⏬㏻䜚㐍ᤖ䛧䛶䛔䜛䚹
ᨭ◊✲
2
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◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ
Ẕᵏᵕ῍ᵐᵏ࠰ࡇỉಒᙲẕ
z MOX⇞ᩱຍᕤタ䛻ᑐ䛩䜛ෆⓗ㇟PSAᡭἲ䛾ᩚഛ䜢䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ฎ⌮タ䛾௦⾲ⓗᨾ
㇟䛻䛴䛔䛶ゎỴ䛩䜉䛝ㄢ㢟➼䜢᫂䜙䛛䛻䛧つไᨭᶵ㛵ཬ䜃ᴗ⪅䛸ඹྠ䛷ᨾᨺᑕᛶ≀㉁⛣⾜ᣲ
ື䛻㛵䛩䜛◊✲䜢㛤ጞ䛧䛯䚹
z 䝺䝧䝹3PSA䝁䞊䝗䜢⏝䛔䛯ศᯒ䛛䜙Ᏻ┠ᶆ䛻ᑐᛂ䛩䜛᱁⣡ᐜჾᶵ⬟႙ኻ㢖ᗘ䛾ᛶ⬟┠ᶆ್䜢ᥦ
䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ฎ⌮タ䛾௦⾲ⓗᨾ㇟ẖ䛾Ⓨ⏕㢖ᗘ䜢ᣦᶆ䛸䛩䜛ᛶ⬟┠ᶆ⟇ᐃᡭ㡰䜢ᥦ♧䛧䛯䚹
z OECD/NEA-IAEA䛾㇟ሗ࿌䝅䝇䝔䝮(IRS)ཬ䜃ᅜ㝿ཎᏊຊ㇟ホ౯ᑻᗘ(INES)䛻ሗ࿌䛥䜜䛯䜢
ศᯒ䛧䚸㛵ಀᶵ㛵➼䜈䛾ᥦ౪䛻䜘䜚▱ぢ䜔ᩍカ䛾ඹ᭷䜢ᅗ䛳䛯䚹
z 䝸䝇䜽ሗ䜢ά⏝䛧䚸ཎᏊ⅔ᨾ䛻䛚䛡䜛▷ᮇ㜵ㆤᑐ⟇䛾᭱㐺䛺㜵ㆤᣦᶆ䚸ᐇ⠊ᅖ䚸ᐇᮇ➼䛾
ᢏ⾡ⓗㄢ㢟䜢䜎䛸䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸ఫẸ䛾୍⛣㌿䛾ධ䝺䝧䝹䛻䛴䛔䛶㈝⏝౽┈䛾ほⅬ䛛䜙ศᯒ䛧䚸ᢏ⾡
ⓗㄢ㢟䜢ᢳฟ䛧㜵⅏ᣦ㔪ᨵゞ䛻㈉⊩䛧䛯䚹

Ẕᵐᵐ࠰ࡇỉܱϋܾẆᢋႸểௐẕ
ᐇෆᐜ
䐟㔜せᗘホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨ䛷䛿䚸ホ
౯⤖ᯝ䛾௦⾲್䜈䛾ධຊኚᩘ䛾
☜ᐇ䛥ᐤ䜢♧䛩ᣦᶆ䜢ᥦ䚹
䐠㈝⏝౽┈ศᯒ䛾ᇶ♏䝕䞊䝍ᩚഛ
䛷䛿䚸ேⓗ㈨ᮏἲ䛻䜘䜛㞟ᅋ⥺㔞
䛾㈌ᖯ౯್⟬ホ౯䜢ᐇ䚹
䐡䝺䝧䝹2PSAᡭἲ䛾㧗ᗘ䛷䛿䚸
䝋䞊䝇䝍䞊䝮ホ౯䝁䞊䝗䛻᭷ᶵ䝶䜴
⣲ᛂ䝰䝕䝹䛾⤌䜏㎸䜏䝋䞊䝇
䝍䞊䝮ホ౯䜢ᐇ䚹

㐩ᡂ┠ᶆ
䐟㔜せᗘホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨ䛷䛿䚸
☜ᐇ䛥ᅉᏊ䛾㔜せᗘ䜢ホ౯䛩
䜛ᡭἲ䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹
䐠㈝⏝౽┈ศᯒ䛾ᇶ♏䝕䞊䝍ᩚ
ഛ䛷䛿䚸 ㈝⏝౽┈ศᯒ䛻ᚲせ䛺
ᇶ♏ⓗ䝕䞊䝍䜢ᩚഛ䛩䜛䚹
䐡䝺䝧䝹2PSAᡭἲ䛾㧗ᗘ䛷
䛿䚸㍍Ỉ⅔䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛻
䛚䛡䜛䝋䞊䝇䝍䞊䝮ホ౯䛾⢭ᗘ䜢
ྥୖ䛩䜛䚹

ᡂᯝ
䐟㔜せᗘホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨ䛷䛿䚸
ホ౯ᣦᶆ䜢⿵ຓ⤥Ỉ䝅䝇䝔䝮䛾䝰
䝕䝹䛻㐺⏝䛧ᅜ㝿㆟䛷Ⓨ⾲䚹
䐠㈝⏝౽┈ศᯒ䛾ᇶ♏䝕䞊䝍ᩚ
ഛ䛷䛿䚸 つไᙳ㡪ศᯒ䛾ᅜ㝿ື
ྥ䜢ㄪᰝ䛧JNES䛻ሗ࿌䚹
䐡䝺䝧䝹2PSAᡭἲ䛾㧗ᗘ䛷䛿䚸
ホ౯⤖ᯝ䜢JAEAሗ࿌᭩ཬ䜃
JNESཷクሗ࿌᭩䛻䛸䜚䜎䛸䜑䛯䚹

3

◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ䠄䛴䛵䛝䠅
Ẕᵐᵐ࠰ࡇỉܱϋܾẆᢋႸểௐẕ ếỀẨ
ᐇෆᐜ
䐢᰾⇞ᩱタPSAᡭἲᩚഛ䛷䛿䚸
Ἓ㦐䞉ᅛ㇟䛷䛾ᗫᾮ≀ᛶ䝰䝕
䝹䚸ᗫᾮ䛛䜙Ẽ┦䜈䛾ᨺᑕᛶ≀㉁
⛣⾜䝰䝕䝹䜢సᡂ䚹ฎ⌮タ
PSA⏝䛻୍⯡ⓗᨾ㞀⋡䝕䞊䝍䛾
䝧䞊䝈ἲ䛻䜘䜛ᑟฟ䜢⤊䚹
䐣ᨾ䞉ᨾ㞀䛾ศᯒ䛷䛿䚸IRS(⣙
80௳)ཬ䜃INES(20௳)䛾䜢ศ
ᯒ䚹䜎䛯䚸USNRCつไሗ(30௳)䚸
㐣ཤ䛾IRS䛾Ᏻୖ㔜せ䛺㇟
(⣙60௳)䛾ෆᐜ䜢ศᯒ䚹

㐩ᡂ┠ᶆ
䐢᰾⇞ᩱタPSAᡭἲᩚഛ䛷䛿䚸
ᨺᑕᛶ≀㉁⛣⾜ᣲື䛻ᚲせ䛺䝰
䝕䝹䛾ᨵⰋⅬ䜢ᩚ⌮䛩䜛䚹䜎䛯䚸
ฎ⌮タPSA䛻⏝䛷䛝䜛ᶵ
ჾᨾ㞀⋡䝕䞊䝍䜢ᩚഛ䛩䜛䚹

ᡂᯝ
䐢᰾⇞ᩱタPSAᡭἲᩚഛ䛷䛿䚸
ᐇ㦂䝕䞊䝍䛸䛾ẚ㍑䛷䝰䝕䝹䛾
᭷ຠᛶ䜢☜ㄆ䚹䜎䛯䚸ฎ⌮
タPSA⏝䛾୍⯡ⓗᨾ㞀⋡䝕䞊䝍
䜢JNES䛻ሗ࿌䚹

䐣ᨾ䞉ᨾ㞀䛾ศᯒ䛷䛿䚸ศᯒ⤖
ᯝ䜢㛵ಀᶵ㛵䛻㓄ᕸ䛧䚸▱ぢ䜔ᩍ
カ䛾ඹ᭷䜢ᅗ䜛䚹

䐣ᨾ䞉ᨾ㞀䛾ศᯒ䛷䛿䚸 IRS(㠀
බ㛤)ศᯒ⤖ᯝ䜢㛵ಀᶵ㛵(ཎᏳ
ጤ䚸ಖᏳ㝔䚸JNES䚸㟁ຊ)䛻㓄ᕸ䚹
䜎䛯䚸INES䛿ヂሗ䛸䛧
䛶䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ୖ䛷බ㛤䚹

Ẕௐỉဇẕ
z 㔜せᗘホ౯ᣦᶆ䜔㈝⏝౽┈ศᯒ䛾ᇶ♏䝕䞊䝍䛿䚸䝸䝇䜽䜢⪃៖䛧䛯ពᛮỴᐃᡭἲ䛾䝧䞊䝇䛸䛺䜛䚹
z 䝶䜴⣲䛾䝋䞊䝇䝍䞊䝮ホ౯⤖ᯝ䛿䚸❧ᆅホ౯ᨾ䛾䝋䞊䝇䝍䞊䝮ᨵゞ䜔㜵⅏ィ⏬᳨ウ䛻᭷⏝䛺ሗ䜢ᥦ౪䚹
z ฎ⌮タ䛾㧗䝺䝧䝹⃰⦰ᗫᾮ㈓ᵴ䛾Ἓ㦐䞉ᅛ㇟䛾ᨺᑕᛶ≀㉁⛣⾜ホ౯䝰䝕䝹䛿ྠタ䛾ṧవ䛾䝸
䝇䜽ホ౯䛻ά⏝䛥䜜䜛ぢ㎸䜏䛷䛒䜛䚹䜎䛯ྠタ䛾୍⯡ᨾ㞀⋡䝕䞊䝍䛿䚸භ䜹ᡤฎ⌮タᅛ᭷䛾ᨾ㞀⋡
ᩚഛ䛾ᇶ䛻䛺䜛䚹
z ᨾ䞉ᨾ㞀䛾ศᯒ䛿㛵ಀᶵ㛵䛻⥅⥆ⓗ䛻㓄ᕸ䛧䚸つไ䜔タ䛾Ᏻᛶྥୖ䛾᳨ウ䛻᭷⏝䛺ሗ䜢ᥦ౪䚹

Ẕௐỉπẕ
z ㄽᩥ0௳䚸ᢏ⾡ሗ࿌9௳䚸ᅜ㝿㆟ሗ࿌3௳䚸ཱྀ㢌Ⓨ⾲5௳䚸ཷクሗ࿌᭩➼4௳䚹
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䛺ᡂᯝ䠄1/4䠅
䛆䛺ᡂᯝ䛇

9 ホ౯⤖ᯝ䛾௦⾲್䠄ᖹᆒ್䠅䜈䛾ධຊኚ
ᩘ䛾☜ᐇ䛥䛾ᐤ䜢ㄪ䜉䜛䛯䜑䚸᪂㔜せ
ᗘᣦᶆ䜢ᥦ䛧䛯䚹

㔜せᗘホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨ

➨㻝ᮇ୰ᮇィ⏬䛻䛚䛔䛶䜾䝻䞊䝞䝹ឤᗘゎᯒ䝁䞊
䝗㻳㻿㻭㻸㼍㼎㻌㻔㻳㼘㼛㼎㼍㼘㻌㻿㼑㼚㼟㼕㼠㼕㼢㼕㼠㼥㻌㻭㼚㼍㼘㼥㼟㼕㼟㻌㻸㼍㼎㻕䜢㛤Ⓨ
䛧䛯䚹
㻝㻚㻌ศᩓ䛻ᇶ䛵䛟㔜せᗘᣦᶆ

ᐃ⩏ᘧ:

㻔㻝㻕 㻿㼛㼎㼛㼘䇻㻔㻝㻥㻥㻜㻕䛜ᥦ䛧䛯㻝ḟᣦᶆ㻿㻝
㻔㻞㻕 㻴㼛㼙㼙㼍㻌㻒㻌㻿㼍㼘㼠㼑㼘㼘㼕㻔㻝㻥㻥㻢㻕䛜ᥦ䛧䛯⥲ᣦᶆ㻿㼀
䛣䜜䜙䛾ᣦᶆ䛿䚸䝰䝕䝹ฟຊኚᩘ䛾☜ᐇ䛥䠄ศ
ᩓ䠅䜈䛾ධຊኚᩘ䛾☜ᐇ䛥䛾ᐤ䛷㔜せᗘ䜢ホ
౯䛩䜛䚹
䠎㻚㻌ศᕸ䛻ᇶ䛵䛟㔜せᗘᣦᶆ
㻔㻝㻕
㻔㻞㻕
㻔㻟㻕
㻔㻠㻕

X1

½
…
… …
…°

Xi

¾
…
… …
…°

X1

Xi

E (Y )

Y

モデル

E(Y)

°¿

…
…
…
…

Xn

䛣䜜䜙䛾ᣦᶆ䛿䚸䝰䝕䝹ฟຊኚᩘ䛾☜ᐇ䛥䠄☜⋡
ศᕸ䠅䛾ኚ䜈䛾ධຊኚᩘ䛾☜ᐇ䛥䛾ᐤ䛷㔜
せᗘ䜢ホ౯䛩䜛䚹

E X i {| E X ~ i (Y | X i )  E (Y ) |}

°

Xn

㻮㼛㼞㼓㼛㼚㼛㼢㼛㻔㻞㻜㻜㻢㻕䛜ᥦ䛧䛯䃓ᣦᶆ
㻸㼕㼡㻌㻒㻌㻴㼛㼙㼙㼍㻔㻞㻜㻜㻣㻕䛜ᥦ䛧䛯㻿䠄㻯㻰㻲㻕ᣦᶆ
㻯㼔㼡㼚㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻔㻞㻜㻜㻜㻕䛜ᥦ䛧䛯㻹㻰㻔㼕㻦㼛㻕ᣦᶆ
㻼㼍㼞㼗㻌㻒㻌㻭㼔㼚㻌㻔㻝㻥㻥㻠㻕䛜ᥦ䛧䛯㻵㻔㼕㻦㼛㻕ᣦᶆ

IM

…½
…

°
°
…¾
…°
°¿

モデル

…
…
…
…

Y

E X ~i (Y | X i )

Y

E X ~i (Y | X i )
… …
… …
… …
… …

…
…
…
…

ᥦ䛧䛯㔜せᗘホ౯ᣦᶆ䜢䛒䜛⿵ຓ⤥Ỉ䝅
䝇䝔䝮䛻㐺⏝䛧䚸䛭䛾⤖ᯝ䜢ᅜ㝿㆟䛷ሗ࿌
䛧䛯䚹

5

䛺ᡂᯝ䠄2/4䠅
䛆䛺ᡂᯝ䛇

㈝⏝౽┈ศᯒ䛾ᇶ♏䝕䞊䝍ᩚഛ

9 ཎᏊຊศ㔝䛻䛚䛔䛶つไ䜔ᨺᑕ⥺㜵ㆤ䜢ᑟධ䛧䛯ሙྜ䛻䚸䛭䜜䜙䛾ຠᯝ䛿⿕䜀䛟⥺㔞䛾ప
ῶศ䛸䛧䛶ホ౯䛥䜜䜛䚹ᮏ◊✲䛷䛿䚸䛣䛾పῶศ䜢㈌ᖯ౯್䛻⟬䛧䚸つไ䜔㜵ㆤ䛻ᚲせ䛺
㈝⏝䛸ẚ㍑䛩䜛䛯䜑䛾ᇶ♏䝕䞊䝍䜢ᩚഛ䛧䛯䚹
9 ௦⾲ⓗ䛺ホ౯ᡭἲ䛷䛒䜛ேⓗ㈨ᮏἲ䜢⏝䛔䛶䚸᪥ᮏ䛾⤒῭≧ἣ➼䜢ᫎ䛧䚸ᡃ䛜ᅜ䛷⏝
ྍ⬟䛺್䜢ホ౯䚹
評価方法
人的資本法

支払意志額(W TP)アプローチ

円(2010年)

G DPに基づく評価方法

4.63×10 6円人‑1Sv ‑1

逸失利益等に基づく評価方法
早められた死亡で失われた収入
追加的な出費（医療費等）

4.05×10 6円人‑1Sv ‑1

人的損害＋精神的損害

平成23年度の成果となる予定

5.66×10 6円人‑1Sv ‑1（医療費含む）

9 ཎᏊຊ䛻㛵㐃䛩䜛ᨻ⟇䜔つไ䛾ຠᯝ䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂㈐௵䜢ᯝ䛯䛧䚸㏱᫂ᛶ䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛾ᇶ
♏䝕䞊䝍䛸䛧䛶䛾ά⏝䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹

6
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䛺ᡂᯝ䠄3/4䠅
䝺䝧䝹2PSAᡭἲ䛾㧗ᗘ

せ䛺ᨾ⤊ᜥ䝅䝘䝸䜸䛻ᑐ䛩䜛⤖ᯝ

9 䝋䞊䝇䝍䞊䝮ホ౯䝁䞊䝗THALES2䛾䝶䜴⣲䛻
㛵䜟䜛ホ౯ᡭἲ䛻䛚䛔䛶䚸䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖
ᬌᮇ䛾ㄢ㢟䛾1䛴䛷䛒䛳䛯Ⓨᛶ䝶䜴⣲(I2ཬ
䜃᭷ᶵ䝶䜴⣲)䛾ゎᯒᶵ⬟䛾㧗ᗘ䜢ᐇ䛧䚸
㐣ᑠホ౯䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䛳䛯䝶䜴⣲䛾䝋䞊䝇
䝍䞊䝮䜢ᨵၿ䛥䛫䛯䚹
9 䝰䝕䝹䝥䝷䞁䝖(BWR4/Mark-I䠅䜢ᑐ㇟䛻䝶䜴
⣲Ꮫᣲື䜢⪃៖䛧䛯䝋䞊䝇䝍䞊䝮ホ౯䜢ᐇ
䛧䚸᱁⣡ᐜჾ䛻ᾋ㐟䛩䜛䝶䜴⣲䛾䝋䞊䝇
䝍䞊䝮䜢ホ౯䛧䛯䚹
9 ᮏ⤖ᯝ䛿䚸⌧ᅾ䚸ཎᏊຊᏳጤဨ䛷᳨ウ
୰䛾❧ᆅホ౯ᨾ䛾䝋䞊䝇䝍䞊䝮ᨵゞ䜔㜵
⅏ィ⏬⟇ᐃ䛻᭷⏝䛺ሗ䛸䛧䛶ά⏝䛥䜜䜛ぢ
㎸䜏䛷䛒䜛䚹

᱁⣡ᐜჾෆ䝶䜴⣲ᾋ㐟ྜ㼇㻙㼉
㻔ᑐึᮇ⅔ෆෆⶶ㔞㻕

䛆䛺ᡂᯝ䛇

㻝㻜

㻮㼃㻾㻠㻛㻹㼍㼞㼗㻙㻵

㻜

㻿㻞㻱

㻭㻱 㼀㻽㼁㼂 㼀㻮

㻭㻱 㼀㻽㼁㼂 㼀㻮

㻿㻞㻱

㻌ᚑ᮶ホ౯
㻌㼜㻴㻩㻡
㻌㼜㻴㻩㻣
㻌㼜㻴㻩㻥

㻝㻜㻙㻞
㻝㻜

㻙㻠

㻝㻜

㻙㻢

ᚑ᮶
ホ౯ 㼜㻴㻩㻌㻡㻛㻣㻛㻥

㻝㻜㻙㻤

㻯㼟㻵

㻵㻞

9 CsI䛾䜏䜢ྲྀ䜚ᢅ䛳䛯ᚑ᮶ホ౯䛷䛾㐣ᑠホ౯䜢ᨵၿ
9 ᨾ㛤ጞᚋ50h䛷䛾᱁⣡ᐜჾෆ䛻ᾋ㐟䛩䜛䝶䜴⣲䛾
ྜ䛿䚸ᾮ┦䛻⛣⾜䛫䛪䝶䜴⣲Ꮫᛂ䛻㛵䜟䜙䛺䛔CsI
䛿10-7䡚10-6 [-]䛸ྠ⛬ᗘ䚸Ⓨᛶ䝶䜴⣲(I2)䛿10-5䡚10-2
[-] 䛸䛺䜚䚸⅔ᚰᦆയᨾ䝅䞊䜿䞁䝇䛾㐪䛔䜘䜚䜒䝥䞊䝹
pH䛾ᙳ㡪䜢䛝䛟ཷ䛡䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛸䛺䛳䛯䚹
9 ᭷ᶵ䝶䜴⣲䜢⪃៖䛧䛯ホ౯䛿⌧ᅾ䚸ᐇ୰䛷䛒䜛䚹
㻿㻞㻱䠖ᑠ◚᩿㻸㻻㻯㻭䚸㻭㻱䠖◚᩿㻸㻻㻯㻭䚸㼀㻽㼁㼂䠖⅔ᚰὀỈኻᩋ䚸
㼀㻮䠖ὶ㟁※႙ኻ

7

䛺ᡂᯝ䠄4/4䠅
㻺㼛㻝㻥㻌㻞ಸᕼ㔘㻝㻜㻜㼙㻸

㻝㻢㻜
㻌ᐇ㦂
㻌ィ⟬

㻝㻡㻜
ᗘ㼇䉝㼉

9 పẼὶ㏿䛷䛾Ẽᾮྠక⋡䛛䜙ᑟฟ䛧䛯⛣⾜ྜ䛾ᘧ䜢
ᐇ㦂䝕䞊䝍䛷᳨ド䚹
ARF v j g * Dc*

ᶍᨃ䝒䞊䝹ィ⟬⤖ᯝ䛸ᐇ㦂್䛾ẚ㍑

㻝㻠㻜

ヨᩱ

䛆䛺ᡂᯝ䛇 ᰾⇞ᩱタ䛾PSAᡭἲᩚഛ
9 Ἓ㦐䛾㧗䝺䝧䝹ᗫᾮ䛾≀ᛶ್ᶍᨃ䝒䞊䝹䜢ᩚഛ䛧䚸ᐇ
㦂䝕䞊䝍䛸䛾ẚ㍑䛷䛭䛾᭷ຠᛶ䜢☜ㄆ䚹

㻝㻞㻜

㻝㻟㻜

㻝㻝㻜
㻝㻜㻜

9 ฎ⌮タPSA⏝䛾୍⯡ⓗ䛺ᨾ㞀⋡䝕䞊䝍䜢䚸㢮ఝ䛾ᶵ
ჾᨾ㞀⋡䜘䜚䝧䞊䝈ᡭἲ䛻䜘䜚ᑟฟ䚹㐠㌿ᐇ⦼䜢ᫎ䛧䛯
タᅛ᭷䛾ᨾ㞀⋡䛾䝧䞊䝇䜢ᥦ౪

㻜

㻝㻜 㻞㻜 㻟㻜 㻠㻜 㻡㻜 㻢㻜
ヨ㦂㛤ጞ䛛䜙䛾⤒㐣㛫㼇ศ㼉

㻯㼟䛾Ẽᾮྠక䛻䜘䜛⛣⾜ྜ
㻝㻚㻜㻱㻙㻡

㻺㼛㻚㻞㻞
㻺㼛㻚㻞㻞㼍㼢㼑
㻺㼛㻚㻞㻟
㻺㼛㻚㻞㻟㼍㼢㼑
㻺㼛㻚㻞㻠
㻺㼛㻚㻞㻠㼍㼢㼑
㻺㼛㻚㻞㻡
㻺㼛㻚㻞㻡㼍㼢㼑
㻺㼛㻚㻞㻢
㻺㼛㻚㻞㻢㼍㼢㼑
㻺㼛㻚㻞㻣
㻺㼛㻚㻞㻣㼍㼢㼑
㻺㼛㻚㻞㻤
㻺㼛㻚㻞㻤㼍㼢㼑
㻺㼛㻚㻞㻥
㻺㼛㻚㻞㻥㼍㼢㼑
㻺㼛㻚㻟㻜
㻺㼛㻚㻟㻜㼍㼢㼑

䝧䞊䝈᥎ᐃ⤖ᯝ

ㄪᰝ䛧䛯ᨾ㞀⋡䠄䢈䡣䢙䚸䢈䢚䢗䡭䠅
㻝㻚㻜㻱㻙㻜㻝

㻝㻚㻜㻱㻙㻜㻝

㻝㻚㻜㻱㻙㻜㻟

⛣⾜ྜ㼇㻭㻾㻲㼉

㻝㻚㻜㻱㻙㻜㻞
㻝㻚㻜㻱㻙㻜㻞

㻝㻚㻜㻱㻙㻜㻠
㻝㻚㻜㻱㻙㻜㻡

㻝㻚㻜㻱㻙㻜㻟

㻝㻚㻜㻱㻙㻜㻢
㻝㻚㻜㻱㻙㻜㻣
㻝㻚㻜㻱㻙㻜㻠

㻝㻚㻜㻱㻙㻜㻤
㻝㻚㻜㻱㻙㻜㻥
㻝㻚㻜㻱㻙㻝㻜

㻝㻚㻜㻱㻙㻢

㻝㻚㻜㻱㻙㻜㻡

㻝㻚㻜㻱㻙㻝㻝
㼒㼍㼕㼘㼟㻌㼠㼛
㼟㼠㼍㼞㼠
㼒㼍㼚㻌
㼏㼛㼛㼘㼑㼞㻌
㼡㼚㼕㼠㼟
㻺㼁㻯㻸㻭㻭㻾

㼒㼍㼕㼘㻌㼠㼛
㼟㼠㼍㼞㼠

㼒㼍㼕㼘㼟㻌㼠㼛
㼟㼠㼍㼞㼠

㼒㼍㼕㼘㼟㻌㼠㼛
㼟㼠㼍㼞㼠

㼒㼍㼕㼘㻌㼠㼛
㼟㼠㼍㼞㼠

㉳ືኻᩋ ㉳ືኻᩋ
㻝㻚㻜㻱㻙㻜㻢

㼒㼍㼚
㻴㼂㻭㻯
㼙㼛㼠㼛㼞
㻔㼟㼠㼍㼚㼐㼎㼥㻕 㼒㼍㼚㻌㼏㼛㼛㼘㼑㼞 㻙㼐㼞㼕㼢㼑㼚㻙
㼡㼚㼕㼠
㼒㼍㼚
㻵㻭㻼

㻿㻾㻿

㻯㻯㻼㻿

䝤䝻䜰

㻻㻾㻱㻰㻭

㻺㼁㻯㻵㻭

㼎㼥㻕
㼠㼕㼚 㼓㻕
㻿㼠㼍㼚㼐
㼘㼠㼑㼞㼚㼍
㻵㻭㻼㻌㻔
㼕㼚㼓㻛㻭
㻾㼡㼚㼚
㻵㻭㻼㻌㻔

㼀 㻾㻼

ᕸ
ᚋศ
㼀 㻾㻼

㻝㻚㻜㻱㻙㻣
㻝㻚㻱㻙㻜㻢

㻝㻚㻱㻙㻜㻡
㻖

㻝㻚㻱㻙㻜㻠

㻖

㼖㼓 㽢㻰㼏 㼇㻙㼉
Jg*䠖つ᱁Ẽὶ᮰䚸Dc*䠖つ᱁⮫⏺⢏ᚄ

㼀㻾㻼
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8

Ᏻ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲
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ሗⓎಙࡘ࠸࡚ࡶὀຊ㡬ࡅࡿ
ࡲࡍࡲࡍⰋ࠸ᡂᯝࡀᚓࡽࢀ
ࡿࡢ࡛ࡣᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭ேဨࡢ☜ಖ࣭⫱ᡂࠋ≉ࠊⱝᖺ ࣭つไ⾜ᨻࡢᨭࡢࡳ࡛ࡣࠊ
ᒙࡀᑡ࡞ࡃࠊᨵၿࡀᚲせࠋ
ᇶ♏ᇶ┙ⓗ࡞ᢏ⾡ࡢฟࡸே
࣭ண⟬ࡢ☜ಖࠋ≉ࠊ㐣ᗘእ㒊
ᮦࡢ☜ಖࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋJAEA
㈨㔠౫Ꮡࡋ࡞࠸ண⟬ᥐ⨨ࡢ
యࡢ᪤タࡢタ➼ࡢ㈨⏘ࡢ
㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
᭷ຠά⏝ࢆᅗࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ࣇ⾲♧ࡉࢀࡿᜍࢁࡋࡉࡶឤ
ࡌࡿࠋᑗ᮶ࡇࡢࡲࡲ࡛ࡼ࠸ࠊ
せ᳨ウࠋ

ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇࢁࡣ⣲ᬕࡽࡋ ࣭ཷクࡢྜࡀከ࠸ࡇࡣ⤒Ⴀࢆ ࣭Ᏻ◊✲᥎㐍◊✲ࡣ᰿ࡗࡇ
ࡣྠࡌ㒊ศࡀከ࠸ࡑࡇ࡛ࡢ㐃
࠸ࠋ
ࡺࡀࡵ࡞࠸ࠋ
࣭୰ᮇ┠ᶆἢࡗ࡚╔ᐇᡂᯝࢆ ࣭4 ࡘࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥ 4 ࡘࡢᡓ␎
ᦠࢆ༑ศ㸽
ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡣ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡣࡎࠋ୧⪅ࡢࣜ ࣭Ᏻ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣࡑࡢ◊✲

◊✲ࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㧗࠸┠ᶆᡓ␎ᛶࢆࡶࡗ࡚Ᏻ
◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿᡤࡣ㧗ࡃホ౯
࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᅜ㝿㈉⊩ࡘ࠸࡚ࡶ✚ᴟⓗྲྀ

࣭6 ◊✲ศ㔝࠾࠸࡚ࠊ㐺ษㄢ
㢟タᐃࡀ࡞ࡉࢀࠊᚲせ᭱ᑠ㝈ࡢ

ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᾏእࡢᶵ㛵ࡢ༠ຊ㛵ಀࢆ⠏࠸ ࣭ᣦ㔪ࠊᇶ‽ࡢᐤࠊィ⏬ཬࡧ ࣭㈨ᩱ 1-3,p.12 ࡢࢭࣥࢱ࣮⤒Ⴀ
᪉㔪ࡣ㐺ษࠋᚋࡶࡇࡢ⤒
࡚࠸ࡿࠋ
እ㒊㈨㔠ࡢᐃ⩏ࡘ࠸࡚ࡢㄝ
Ⴀ᪉㔪ἢࡗ࡚άືࡀ㐍ࡴࡇ
࣭㛗ᮇⓗ࡞┠ᶆタᐃࢆࡋ࡚ィ⏬ⓗ
᫂ࢆ♧ࡋ࡚ḧࡋࡗࡓࠋ
ࢆᮇᚅࠋ
άືࡋࡼ࠺ࡍࡿពᅗࡀ᫂☜ ࣭㈨ᩱ 1-3,p8㸦Ᏻ◊✲ࢭࣥࢱ
࡛࠶ࡿ㸦࣑ࢵࢩࣙࣥࠊᡓ␎ࡢ᫂
࣮㛵㐃ண⟬㸧ࡣࠊෆᐜࡋ࡚ࡣ ࣭⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠࡣᙉຊ㐍ࡵ
☜㸧ࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡶ༑ศ⌮ゎࡋ࡚ࡁࡓ
࡚࠾ࡽࢀࡿࡼ࠺࡛ࡍࡀࠊᚋ
ࡣᏛࡢ㐃ᦠࡸ♫ࡢ
࣭ண⟬ேᮦ☜ಖ㛵ࡍࡿ༴ᶵព㆑
ࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺ࢢࣛ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ

ᖹᡂ 23 ᖺᗘ Ᏻ◊✲࣭ホ౯ࡢࡲࡵ
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ࡿࠋ
࣭Ᏻ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤒Ⴀ᪉㔪

ࡾࠊᑗ᮶ࡢᏳ◊✲ࢆᢸ࠺◊✲
⪅㊊ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ୰㛗ᮇࡢ

ࡀ㸪⤒Ⴀ᪉㔪ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࠕタ

ࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡣཝࡋ࠸ࡣᛮ࠺

ᇶ♏ࠊᆺタࢆྵࡴ᪤タࡢ
ࡢ⫋ဨࡀᏳつไࡢᑓ㛛ᐙࠊࣜ
Ᏻ◊✲ࡢ㔜せ࡞୍⩼ࢆᢸࡗ
タഛࢆຠᯝⓗά⏝ࡋ࡚άⓎ࡞
࣮ࢲ࣮ࡋ࡚ά㌍ࡍࡿேᮦ
࡚࠾ࡾࠊ㛗ᮇⓗᒎᮃࢆᣢࡗ࡚
◊✲ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡞ࡿࡼ࠺ࠊయ⣔ⓗ࡞᪉ἲࡀᚲせ
⥅⥆ࡋࡓᴗ㐙⾜ࢆᮇᚅࡋࡓ
࣭▷ᮇⓗࢽ࣮ࢬᑐᛂࡶ୰㛗
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠸ࠋ
ᮇⓗどⅬ࡛ࡢ◊✲ࡶ㐙⾜ࡋ࡚࠸ ࣭ேဨࡢపῶഴྥࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠾ ࣭ண⟬࣭ேဨ➼ࡢᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿ㸦ࡋࡿ♫ ࣭ᑓ㛛ᐙࡢ☜ಖ࣭⫱ᡂࢆᏳつไ
ࡕ࡛࠶ࡿࠋᏛ࡞ᮇ㝈
ࡽࡢㄆ▱ࡣࡑࢀ㧗ࡃ࡞࠸
ࡢᢏ⾡ⓗᨭࡢࡦࡘࡋ
ࡁ࡛ GL ࢡࣛࢫࡢேὶ࡞
ࡶࡋࢀ࡞࠸㸧ࠋ
࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࡑࡢᡓ
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
࣭㛗ᖺࡢᏳ◊✲ࡢᐇ⦼࣭⤒㦂ࢆ ␎ࠊ᪉⟇ࡀぢ࠼࡞࠸ࠋࢭࣥࢱ࣮ ࣭ᅜෆࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᅜ㝿ⓗࡶ

࣭4 ࡘࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥ 4 ࡘࡢᡓ␎
ࢆ᫂☜ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡣⰋ
࠸ࠋ
࣭Ᏻ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣᏳつไ⾜
ᨻᏛ⾡ᑐࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡁ
࡞㈉⊩ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ㧗ࡃホ౯ࡉ

ෆᐜࡣࡶࡕࢁࢇ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑ
ࡢᏑᅾࢆ࿘▱ࡋಙ㢗ࡋ࡚ࡶࡽ
࠺ ࡇ ࡇ ࡑ 㔜せ ࡞ព  ࡀ ࠶
ࡿࠋ᪥ᮏࡢཎᏊຊᏳࡣࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ᑓ㛛⤌⧊ࡀᨭ࠼࡚࠸ࡿ
㸦 ≌ ᘬ ࠸ ࠺ࡇ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸
ࡿ㸧ࡇࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼

ᅜ㝿༠ຊࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋఱ
ࠊ♫Ⓨಙࡍࡿࡇࡀ
ࢆ≺ࡗ࡚ࡑࡢ⤌⧊㐃ᦠࡍࡿ
ษࠋ
࠸࠺ࡇࢆ᫂♧ࡋ࡞࠸ࠊᙧ ࣭Ᏻ◊✲ࡣ㛗ᮇࢃࡓࡿෆᐜ
ᘧࡔࡅ⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕ
ࡀከࡃࠊࡑࢀࡀࡺ࠼༷ࡗ࡚
࡛࠶ࡿࠋ
⤌⧊ࢆ◳┤ࠊෆྥࡉࡏࡀ

ࣥࢡ㸦࠸ࡎࢀࡢᡓ␎ࢆ⏝࠸࡚࣑
ࢵࢩࣙࣥࢆ㐩ᡂࡍࡿ㸧ࢆ♧ࡍ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊタᇶ┙
⥔ᣢࡢࡓࡵࠊᅜ㝿ⓗᙺศᢸ
⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠᙉࢆᡓ␎
ࡍࡿ࡞ࠋ
࣭㐃ᦠࡋ࡚ᶵᵓෆ㐃ᦠࠊᏛ➼ࠊ

࣭⤒Ⴀ᪉㔪࠾࠸࡚ࠊ┠ᶆࠊ㸲ࡘ

ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࠊ4 ࡘࡢᡓ␎ࢆᥖ
ࡆຠ⋡ⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⤒Ⴀ᪉㔪┠ᶆࡀ᫂☜ࡘ㐺ษ
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊྛୗ㒊㒊
㛛⤌⧊ࡢᙺࡀ᫂☜࡞ࡿࠋ

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ
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ᴗ➼ᖜᗈࡃேᮦࢆὴ㐵ࡋࠊ

ᨻಀࡿᗈ⠊ࡘ㧗ᗘ࡞ᨭࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᅜෆጤဨࠊᾏእᶵ㛵ࠊᏛ㝔ࠊ

࣭ྛศ㔝࡚ࠊཎᏊຊᏳつไ⾜

ࡢᑟධࠊ⏘ᴗ⏺ࡢ༠ຊࠊᅜ㝿
άື➼ࡢ᥎㐍࡞ࠊእ㒊ໃ
ᑐᛂࡋࡓᡓ␎࣭࣑ࢵࢩࣙࣥࡢࡶ
࡛⤒Ⴀ᪉㔪ࢆ❧࡚࡚࠸ࡿࠋ

࡛ࡣጇᙜุ᩿ࡉࢀࡿࠋ
࣭ႚ⥭ࡢㄢ㢟ࡢᑐᛂࠊእ㒊㈨㔠

ࢀࡿࠋ

᪉㔪ࡢᡓ␎ࠕᇶ┙ⓗ࣭ඛ⾜ⓗ◊
✲ࡢᙉࠖ࠶ࡿࠕⱝᡭ◊✲⪅
ࡗ࡚㨩ຊ࠶ࡿᏳ◊✲ࠖ
ࡢ⪃࠼᪉ࡶྜ⮴ࡍࡿᛮࢃ

ࡢ⫱ᡂࠖࡢഃ㠃ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ேᮦ⫱ᡂࡢྛ✀ὴ㐵ά
ືຍ࠼࡚㸪ேᮦ⫱ᡂࡢどⅬ࡛
ጤク◊✲ࢆᙉࡍࡿࡇࡣ᳨
ウ್ࡍࡿᛮ࠺ࠋࡇࢀࡣ⤒Ⴀ

Ꮫࡢጤク◊✲ࡣࠕᏛ㝔⏕

ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ᭱᪂ࡢ⛉Ꮫ࣭
ᇶ┙ࡢ⥔ᣢࠖ࠶ࡿࡼ࠺㸪Ᏻ
ேᮦ☜ಖࠊ⫱ᡂ᭦࡞ࡿດຊࢆ
ᢏ⾡ⓗ▱ぢࢆྲྀᚓࡋ⛉Ꮫⓗ࣭ྜ
ồࡵࡓ࠸ࠋ
◊✲ྍḞ࡞ᆺ◊✲タ⩌ࡢ
⌮ⓗ࡞Ᏻつไ㈨ࡍࡿࠖ◊✲ ࣭Ꮫࡢጤク◊✲ࡀ 2 ௳ࡔࡅ
⥔ᣢຍ࠼࡚㸪ẁ㝵ⓗ࡞タ᭦᪂
ࡣᑡ࡞࠸༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋࡇࡢ
ィ⏬ࡢ᳨ウࡶど㔝࠸ࢀ࡚ḧࡋ
ࢆᢸ࠺࠸࠺┠ᶆࡣ㸪JAEA ࡢ
Ᏻ◊✲ࡋ࡚ࡩࡉࢃࡋ࠸┠ᶆ
ཎᅉࡣձᏳ◊✲ࡢᇶ┙◊✲
࠸ࠋ
࡛࠶ࡾ㸪ᙉࡃᨭᣢࡍࡿࠋ
ⓗ࡞ᛶ᱁ࡀᏛࡢ◊✲ྜ⮴ ࣭ ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉタࡸேᮦ
ᑐࡍࡿᢞ㈨ࢆ࣮࢜ࢯࣛࢬࡍ
ࡋ࡞࠸㸪ղᏛഃᏳ◊✲ࢭ
࣭ እ㒊㈨㔠ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᑟධ
ࡿせᮃࢆാࡁࡅ࡚ࡋ࠸ࠋ
࣭ᖺᗘᙜึಶே┠ᶆࢆᥦ♧ࡉ
ࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ࣞ࣋ࣝྜ⮴ࡍ
ࡏࠊ㐩ᡂᗘࢆホ౯ࡍࡿ⤌ࡳ
ࡿ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀ㊊ࡋ࡚࠸ ࣭ᅜෆ࣭ᅜ㝿༠ຊࡢⓎᒎࡣࠊ
タᇶ┙࣭ேᮦᇶ┙ࡢᐇࡶ
࣭ཎᏊຊつไ⾜ᨻᑐࡍࡿᢏ⾡ⓗ
ࡿ㸪ճண⟬ᇳ⾜ୖࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿ
㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ୍ᒙࡢ㐃
ᨭάືࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚ࠊ◊✲
➼ࠎ」ྜⓗ࡛࠶ࡾ㸪┤ࡕゎỴ
ᦠάᛶࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
ᐇయไࠊ◊✲ෆᐜࡶ⌧Ⅼ
ࡣᅔ㞴ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋࡇࢁ࡛

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ
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ࡗ୍࡚ᒙ㨩ຊⓗ࡞ࣅࢪࣙࣥࢆ
⟇ᐃࡉࢀࡓ࠸ࠋ

ᒙࡶ㧗ࡵࠋタᇶ┙ࡢ⥔ᣢࡶᅜ
㝿ⓗㄢ㢟ࠋᅜෆ࣭ᅜ㝿㐃ᦠࡢᙉ
ࢆᅗࡿඹࠊ᪂ᆺ⅔ࡢᏳ
◊✲࡞ࢆྵࡵࠊ≉ⱝᡭ

タഛᑟධࡼࡿ◊✲ࡢ᪂ࡓ࡞
ᒎ㛤࡞ࢆྵࡴࠊᑗ᮶ࢆࡽࢇ
ࡔ㛗ᮇⓗどⅬ❧ࡗࡓ◊✲ィ
⏬ࡢ⟇ᐃࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
࣭◊✲⪅ࡀῶഴྥ࡛࠶ࡾࠊᖺ㱋

ཎᏊຊࡢ◊✲ࠊ㛤Ⓨཬࡧ⏝ ࣭ እ㒊㈨㔠ᑟධࡶ࡛࠶ࡿࡀࠊ
㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠎࡋ࡚ᑗ᮶ᒎᮃࡓࡗࡓ
ேᮦ⫱ᡂࡀࡸࡾࡃ࠸⎔ቃ
㝗ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࡢ࡛␃ពࢆ㢪
࠸ࡓ࠸ࠋ
࣭ண⟬ࠊேဨࡶ㛗ᮇⓗࡣῶᑡ
ࡢഴྥ࠶ࡾࠊேᮦ⫱ᡂࡸ᪂つ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼
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ࡗࡾࡋࡓᡂᯝࡀฟ࡚࠸ࡿホ
౯ࡍࡿࠋ
࣭⌧ᅾᐇࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ෆᐜࡀ⇞

࡛ࡣࡢ◊✲ேဨࢆ㔜Ⅼ㓄⨨
ࡍࡿࡢ࡞ࠊ◊✲ෆᐜࡀࡑࡢ
యไ࡛࠶ࢀࡤ☜ᐇ࡛ࡁࡿ

࣭ᡂᯝࡢබ⾲ࡶ✚ᴟⓗ⾜࠸ࠊᅜ ࢆ┠ᣦࡍ࠸࠺ࡇࠋ
㝿ⓗ㧗࠸ホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
࣭2 ࣮࣌ࢪࡢᐇయไࡣࠊࡢࡼ
࣭⇞ᩱᏳࡣཎᏊຊ㛤Ⓨ࠾࠸࡚ ࠺࡞⤌⧊◊✲ࡢࡢ㒊ศࢆศ
ࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡞◊✲࡛࠶ࡿࠋࡋ ᢸࡍࡿࡢࠊࡲࡓࠊࢭࣥࢱ࣮ෆ

࣭ෆእࡢ⇞ᩱᏳ◊✲ィ⏬ࡢ
㐃ᦠࢆࡉࡽ῝ࡵࠊᅜ㝿ⓗ࡞
⇞ᩱᏳ◊✲ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵ

▱ ࡢ ᨭ㓄 せ ᅉࢆ ᫂ࡽ   ࡍ
ࡿ㸧
ࠊࡑࡢࡓࡵࠊ◚ᦆᙳ㡪
ࡍࡿせᅉࢆㄪࡘࡃࡍ࠸࠺
᪉㔪ࢆࡶࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ

࣭⇞ᩱࡢᏳ◊✲ࡢయീࢆ㋃ࡲ ࣭ᣦ㔪➼ࡢᡂᯝᫎィ⏬ࡘ࠸ ࣭ᚋࡶ᪂ࡋ࠸⇞ᮦᩱࡢᑐᛂࢆ
࠼࡚య⣔ⓗ࡞ࣉ࣮ࣟࢳࢆᚰᠱ ࡚ࡢグ㍕ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ᰂ㌾ᑐᛂࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ
ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㍍Ỉ⅔ࡢᏳ㛵ࡍࡿᢏ⾡ᇶ┙ ࣭ᆺタࡢᚋࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩ࡃࡽ
࣭RIAࠊLOCA ᇶ‽್ࡸᣦ㔪య⣔ ࡢຎࡀᚰ㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
ࡢᐤࡢᵝᏊࡀࡼࡃࢃࡗ ࢁࠊJMTR ࡢ⏝ィ⏬ࢆྵࡵࠊ
ࡈ᳨ウ㡬ࡃࡢࡀⰋ࠸ᛮ࠸
ࡓࠋ
タࡢ⏝⥔ᣢಀࡿ㛗ᮇࡢ
ࡲࡍࠋ
࣭ᮏ᮶ᴗົಖᏳ㝔ࡽࡢཷク◊ ィ⏬ࢆࡼࡾ᫂░♧ࡍࡇࡀᚲ ࣭⯡ⓗࠊࢹ࣮ࢱࢆ⿵ᙉࡍࡿ
✲ࢆ࠺ࡲࡃ⤖ࡧࡅ࡚ࠊయ せࠋ
ࡔࡅ࠸࠺◊✲ᡂᯝࡢࡼ࠺
ぢ࠼ࡿࠋࡇࢀࢆ▱ぢ࠸࠺ࣞ
ࡋ࡚ RIA,LOCA ࡢ⇞ᩱᣲ ࣭◊✲┠ⓗᇶ‽➼ࡢ㧗ᗘ࠶
ື㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⣔⤫ⓗᐇ ࡿࠋᇶ‽ࡣせồ㡯ࢆグ㍕ࡍࡿ
࣋ࣝᘬࡁୖࡆࡿࡓࡵࡣࠊ
㍍Ỉ⅔ࡢ㧗ᗘ⏝ᑐᛂ
ࡋࠊ▱ぢࡢᐇࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊఱࢆࡶࡗ࡚㧗ᗘ
᪂ࡋ࠸ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡧ
ࡋࡓ᪂ᆺ⇞ᩱࡢᏳᛶ
࣭බ㛤ᡂᯝࡶከ࠸ࠋ
ࢆ㐩ᡂࡍࡿࢆ♧ࡉ࡞࠸࠸
ࡋࡗࡾせᅉศᯒ❧ࡕ
㛵ࡍࡿ◊✲
࣭⇞ᩱࡢᏳᛶ◊✲ࡘ࠸࡚ᵝࠎ ࡅ࡞࠸ࠋᏳ◊✲ࡢព⩏ࡽゝ
ᡠࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ࠼
࡞ᅔ㞴ࡉࢆࡾ㉺࠼ດຊࢆ⥅⥆ ࠼ࡤࠊᇶ‽ࡢࡓࡵࡢᚲせ༑ศ࡞
ࡤࠊPCMI ࡛ࡣࠊ◚ᦆࢹ࣮ࢱ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁࡣኚ㧗ࡃホ ᢏ⾡ᇶ┙ࢆᥦ౪ࡍࡿࠊࡑࡢୖ࡛ࠊ 㠀◚ᦆࢹ࣮ࢱࡀΰᅾࡍࡿ㡿
౯࡛ࡁࡿࠋ
☜ࡉࢆࡉࡽపῶࡍࡿࡇ
ᇦࢆ⊃ࡵࡿࡇ㸦PCMI ࡢᮍ
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࡞◊✲ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
࣭㛗ᮇᒎᮃ❧ࡘಶูㄢ㢟ࡢྛ◊

ࡇࡢⅬ࡛ࠕᛂᗘᨾ(RIA)
ࡢ⇞ᩱᣲືࠖ◊✲ࡣᇶ┙ⓗࡘ
ṇ⤫ⓗ࡞◊✲࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪㔜せ

ࡿ▱ぢࢆ㸪ணࡵศ㞟࣭ᩚ
⌮ࡋ࡚࠾ࡃࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࣭ᨵⰋᆺཬࡧ᪂ᆺ⇞ᩱࡢᏳᑂᰝ
ࢆ㏿ࡸࡘཝ᱁ᐇࡍࡿ
ࡓࡵ㸪␗ᖖ㐣Ώ࠾ࡼࡧᨾ
ࡢ◚ᦆ㝈⏺ࡸ◚ᦆᣲື㛵ࡍ

࡚࠸ࡃࡇࢆᮇᚅࡍࡿࠋ

࡛ᣮᡓࡍࡿࡇࡶᚲせࠋ
࣭᪂ᆺ⇞ᩱࡢ␗ᖖ㐣Ώ࠾ࡼࡧ
ᨾࡢ◚ᦆ㝈⏺ࡸ◚ᦆᙳ㡪
࡞㛵ࡍࡿ▱ぢࢆᐇࡉࡏ

ࡍࡿᆺ◊✲タࢆά⏝ࡋࠊ㍍ ࣭ண㏻ࡾࡢ㐍ᤖࡀỴࡋ࡚ᝏ࠸ࡇ
ቯ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ◊✲ࢆ㐍ᒎࡉ
Ỉ⅔㧗ᗘ⏝ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂ ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㐩ᡂ┠ᶆࡀಖᏲ
ࡏࡿⅬ࡛ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡓᡤ࡛ࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ࢹ࣮ ⓗ࡞タᐃ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࣭እ㒊㈨㔠ᑐࡋ࡚ࢳࣕࣞࣥࢪ
ࢱࠊ▱ぢࡢ㞟ࠊᩚഛࢆᐇࡋ ࣭
ࣥࢢ࡞ㄢ㢟タᐃࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊ
࡚࠸ࡿࠋ
ῶⅬἲ࡛ࡣ࡞ࡃຍⅬἲࡢព㆑

ᩱᏳᛶࢆㄒࡿᚲせ༑ศ࡛࠶ ࠸࠺ࡇࢆ♧ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
ࣉࢆྲྀࡾ⥆ࡅࡿࡇࢆᮇᚅࡍ
ࡿࡇࢆ♧ࡍᕤኵࡀ࡞ࡉࢀࢀࡤ ࡞࠸ࠋ
ࡿࠋࡲࡓࠊேᮦ⫱ᡂ㠃࡛ࡢᙉ
࡞࠾Ⰻ࠸ࠋ࠼ࡤࠊᨾ᮲௳ࡈ ࣭ಶูㄢ㢟㸦㍍Ỉ⅔⇞ᮦᩱヲ⣽
ࡶᮇᚅࡍࡿࠋ
⇞ᩱ◚ᦆ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆิᣲ ᛶㄪᰝ㸧ࡣ◊✲ᐇᮇ㛫ࡀ 11 ࣭ከ㍈ᛂຊࢆᶍᨃ࡛ࡁࡿ⿕そ⟶
ࡋࡑࢀᑐᛂࡉࡏ࡚ࣔࢹࣝࢹ ᖺࡶཬࡪࡢ࡛㸪㐺ᐅ‽ഛ≧ἣ
ከ ㍈ ᛂຊ ㈇ Ⲵヨ 㦂ᶵ ࢆ స ᡂ
࣮ࢱࡢ㊊ᗘࢆ♧ࡍ࡞ࠋ
ࢆぢ┤ࡋ㸪◊✲ࡢຍ㏿␃ពࡋ
ࡋ㸪⿕そ⟶ࡢᶵᲔ≉ᛶࢹ࣮ࢱ
ࢆྲྀᚓࡍࡿࡇࡣ㸪⿕そ⟶◚
࣭NSRR,RFEF ➼ JAEA ࡀᡤ᭷ ࡚ࡋ࠸ࠋ
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ࢹ࣮ࢱࢆᣑࡋࡓࠋ
࣭㧗⇞↝ᗘ⇞ᩱᣲື㛵ࡍࡿᇶ┙

㸦NSRRࠊRFEF㸧࣭ホ౯ࢶ࣮ࣝ
㸦FEMAXI㸧࡞ࢆຠᯝⓗά
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㹐㹇㸿ࡢ◚ᦆ࣓࢝ࢽࢬ࣒ゎ᫂
ࡸᏳᑂᰝ࣭ᇶ‽⟇ᐃࡢࡓࡵࡢ

࣭≉ࠊRIA ࡢヨ㦂ࡽྛ✀
⇞ᩱࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࠊᏳᇶ‽
⟇ᐃࡢ࣮࣋ࢫ࡞ࡿ᭷⏝࡞▱ぢ
ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ ᶵ ᵓ ࡀ ᡤ ᭷ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ タ

࣭◊✲ࡣᴫࡡィ⏬㏻ࡾ㐍ᤖࡋࠊᡤ
ᐃࡢᡂᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᡂ
ᯝࡢබ⾲ࠊእ㒊Ⓨ⾲ດࡵ࡚࠸
ࡿࠋ

࣭JAEA ᮇᚅࡉࢀࡿ◊✲୍⮴
ࡋࡓάື

✲┠ᶆࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶᚋࡢᏳ
ᑂᰝࡗ࡚㈗㔜࡞▱ぢࡢ⋓ᚓ
࡛࠶ࡿࠋ
࣭᪂ᆺ⇞ᩱࡢᑐᛂ࠸࠺᫂☜࡞
┠ᶆᑐࡍࡿ╔ᐇ࡞ᡂᯝ
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ࢺࣜࢡࢫᙧᘧ࡛ࢃࡾࡸࡍࡃ⾲
⌧࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࠼ࡤࠊࢽ࣮ࢬ
ࡢࣞ࣋ࣝࡣࠊᑑᘏ㛗ࠊࣜࢫࢡ
ሗά⏝ࠊ⪏㟈Ᏻ࡞ࠊᡭἲ

✲ᐇෆᐜࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ
ࡼ࠺࡞ศ㢮࣭ᩚ⌮ࢆ㋃ࡲ࠼࡚
ᡂᯝࡢᫎඛࢆ♧ࡋ࡚ࡶࡽ࠼
ࡿⰋ࠸ࠋ

࠸ࡿࡇࢁࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ ࡣ↷ᑕヨ㦂ࠊPFMࠊࡩࡆࢇࢹ࣮
࣭᪥ᮏ࠾࠸࡚ࠊ㧗⤒ᖺࡢᑐ ࢱࡢά⏝࡞ࠋࡑ࠺ࡍࡿ◊✲ ࣭☜⋡ㄽⓗ◚ቯຊᏛᡭἲࡢᑟධ
ᛂࡀ╔ᐇ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ యࡀ┦㛵㐃ࡋ࡚࠾ࡾࠊయ
ࡶྵࡵࠊᡂᯝࡢά⏝ྥࡅ࡚

࡚ࡢ㉁ࡢ㧗ࡉࡶ♧ࡋࡓࡶࡢࡋ
࡚ዲឤࠋ
࣭ᮦᩱຎ࡞ࡘ࠸࡚㠀ᖖከ
ࡃࡢ㈗㔜࡞◊✲ᡂᯝࢆᚓࡽࢀ࡚

ࢸ࣮࣐ࡶࠊᇶ┙◊✲ࡋ࡚ᐇ
ࡍࡿࡶࡢࠊඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ◊✲ࡋ࡚ᐇࡍࡿࡶࡢࠊ
つไࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᐇࡍ
ࡿࡶࡢᩚ⌮࡛ࡁ࡞࠸ࠋ◊

࣭┠ⓗࠊ୰ᮇィ⏬ࠊ㔜ⅬᏳ◊✲ ࣭PFM ࡢά⏝ィ⏬ࡘ࠸࡚ࡣᥦ ࣭JAEA ෆࡢ㒊㛛ࠊᏛ࡞
ࡢ◊✲⪅ࡢࡼࡾᐦ࡞㐃ᦠࢆ
ㄢ㢟ᇶ࡙࠸ࡓィ⏬࡞ࡗ࡚࠸ ♧ࡲࡽࡎ᭱⤊┠ᶆࡶ♧ࡋ
࡚ḧࡋ࠸ࠋ
ᮇᚅࡋࡲࡍࠋ
ࡿࠋ
࣭ᐇయไࡣ㛵ಀ⟠ᡤࡼࡃ㐃ᦠ ࣭IASCC 㛵ࡍࡿᚋࡢ◊✲ ࣭ᐇయไࡣࠊࣉࣟࣃ࣮◊✲ࠊ
ࡋࡓࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭱㏆ࡢ≧ἣࢆࡼࡃᢕ
እ㒊◊✲ᣐⅬࡢ༠ຊࠊNISA
ཷクᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋྛ◊✲
࣭JEAG ➼つ᱁⟇ᐃᐤࡋࡓࠋ ᥱࡋ࡚ࠊ◊✲ࡢᚲせᛶࠊᏳୖ

ⓗ◊✲ࡶࠊ✚ᴟⓗᐇࡋ࡚࠸
ࡿࠋ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ

࣭㈨ᩱ 1-5,p.3 ࠊಖᏳ㝔ࡽࡢ ࡢ㔜せᛶ࡞ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓィ⏬
ཷクᴗࡢᡂᯝ࡛ཎᏊຊᏛᢏ ࡍࡿࡇࡀᚲせࠋ
ᮦᩱຎ࣭㧗⤒ᖺᑐ⟇ᢏ
⾡㈹ཷ㈹࠶ࡿࠋዎ⣙ᴗົࢆᡂ ࣭ᮦᩱ◊✲ࡣࢽ࣮ࢬࠊᡭἲࠊ⌧㇟
⾡㛵ࡍࡿ◊✲
ࡋ㐙ࡆࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ◊✲ࡋ ࡀከᵝ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆ࠼ࡤ࣐
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ᚅࡍࡿࠋ

ࡅࠊᴗ⪅ࡢࡼࡾ⥭ᐦ࡞
ὶࢆせᮃࡋࡓ࠸ࠋ
࣭ᚋࡶᢏ⾡ⓗ▱ぢࡢᐇࢆᅗ
ࡿඹࠊつ᱁ᇶ‽ࡢᫎ
ࢆ╔ᐇ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࢆᮇ

⪏㣗ᛶຎࡢ࣐ࢡࣟ࡞┦㛵㛵
ಀࢆ㸪࣑ࢡࣟ࡞⤌⧊ኚࡽ᫂
ࡽࡋࡼ࠺ࡍࡿ◊✲࡛࠶
ࡾ㸪⌧㇟ࡢᮏ㉁ⓗ࡞⌮ゎࢆ┠ᣦ
ࡍⅬ࡛ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭JAEA せồࡉࢀࡿ᫂☜࡞ࢱࢫ
ࢡᑐࡋ࡚㐍ᒎࡣ╔ᐇ
࣭≉ᚩ࠶ࡿ⨨ࢆ⏝࠸ࡓ㈗㔜࡞ᡂ

࣭ᮏ◊✲ᡂᯝࡣࠊ⤒ᖺ⅔ࢆከࡃ
ᢪ࠼ࡓᴗ⪅ࡢႚ⥭ࡢ㧗⤒ᖺ
 ᑐ ⟇ ࡶ ῝ࡃ 㛵㐃 ࡍ ࡿ ࡓ
ࡵࠊᡂᯝࡢຠᯝⓗ࡞ά⏝ࡴ

⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
࣭ࠕࢫࢸࣥࣞࢫ࣮࢜ࣂ࣮ࣞࢡࣛ
ࢵࢻ㗰ࡢ୰ᛶᏊ↷ᑕࡼࡿ࣑ࢡ
ࣟ⤌⧊ኚࠖࡣ㸪୰ᛶᏊ↷ᑕ㔞

ࡢດຊࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
JAEA ࡢᐤᛮ࠺ࠋ୍᪉ࠊ ⣔ⓗᐇࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿ
ᮦᩱ◊✲ࡣࠊࢽ࣮ࢬ࣮࣋ࢫ࠶ࡿ ࠸࠺ࡇࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞ ࣭ಶูㄢ㢟ࠕ↷ᑕ῭ࢫࢸࣥࣞࢫ
࠸ࡣ༢Ⓨⓗ࡞◊✲࡞ࡾࡀࡕ࡛ ࠸ࠋ
㗰ࡢ↷ᑕ୰ IASCC ࡁ㐍ᒎヨ
య⣔ࡀぢ࠼ࡃ࠸ࠋ◊✲┠ⓗ ࣭㐍ᤖࡋ࡚タഛࡢᩚഛࡀᣲࡆࡽ
㦂࠾ࡼࡧ↷ᑕ୰ỈᏛヨ㦂ࠖ
ࡋ࡚ࠊタഛ⏝⋡ྥୖࡸ㛗ᮇ ࢀࡿࡢࡣ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡀࠊ㐩ᡂ┠
࡛ࡣ㸪ᖹᡂ 25 ᖺᗘࡢヨ㦂㛤ጞ
ࢧࢡࣝ㐠㌿࡞ࢆ᫂♧ࡋ࡚ࡶ ᶆࡀࠕᩚഛࠖ࠸࠺ࡢࡣወ␗࡞
ྥࡅ࡚ᮦᩱ↷ᑕヨ㦂⨨ࡢ
Ⰻ࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ឤࡀ࠶ࡿࠋᩚഛᑐࡍࡿ┠ᶆࢆ
‽ഛࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰ᛶ
࣭㧗⤒ᖺᑐ⟇࡛㔜せㄢ㢟࡛࠶ࡿ ලయⓗ♧ࡍࠊᑦࡼ࠸ࠋ
Ꮚ ↷ ᑕ୰ ࡢ ᮦᩱ ほᐹ  ࡼ ࡗ
ཎᏊຊᅽຊᐜჾᛶホ౯ࡢࢽ ࣭
࡚㸪ࡁ㐍ᒎ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀື
࣮ࢬᑐᛂࡋࠊᡭἲ㛤Ⓨ࣭ᨵⰋ
ⓗゎ᫂ࡉࢀࡿࡇࢆᮇᚅࡍ
ᐇドࢹ࣮ࢱ㞟ࡢ୧㠃࡛ྲྀࡾ
ࡿࠋ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ
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࣭JMTR ࡢタഛࡢᩚഛ࠾ࡼࡧᢏ
⾡㛤Ⓨࢆ╔ᐇ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

࣭㧗⤒ᖺ㛵ࢃࡿᮦᩱࡢ↷ᑕ⬤
࡞ࠊ㛗ᮇ㛫ࢆせࡍࡿヨ㦂◊
✲ࢆ╔ᐇ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ࢇ)࣭ホ౯ࢶ࣮ࣝ(PASCAL)࡞
ࢆຠᯝⓗά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᶵᵓෆ㒊ࠊእ㒊ᶵ㛵࡞ࡢ㐃
ᦠ࡞ࠊຠ⋡ⓗ࡞◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᶵᵓࡀᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿタ(ࡩࡆ

࣭≉ࠊᅽຊᐜჾ HAZ ࡢ↷ᑕ⬤
╔┠ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᢏ⾡ⓗ▱ぢ
ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ

ᯝ㸦Cr ࡢࢫࣆࣀ࣮ࢲࣝศゎ㸧ࡢ
ྲྀᚓ
࣭◊✲ࡣᴫࡡィ⏬㏻ࡾ㐍ᤖࡋࠊᡤ
ᐃࡢᡂᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᡂ
ᯝࡢබ⾲ࠊእ㒊Ⓨ⾲ດࡵ࡚࠸
ࡿࠋ
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࣭OECD/ROSA ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࣭ᣦ㔪せồࡢ⫼ᬒࡶព㆑ࡋࡓ᳨ウ ࣭ࢯ࣮ࢫࢱ࣮࣒◊✲ࡘ࠸࡚ࡶ
๎ࡾࠊࢸ࣮࣐ࡋ࡚ࡶ㔜せ࡞ࡶ ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
㔜せ࡞ᡂᯝࢆฟࡋ࡚㡬࠸࡚ࡲ
ࡢࢆ㐺ษ㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍࡀࠊࡶ࠺ᑡࡋ㛗࠸┠࡛ぢࡓ
࣭ࡓ࠼ࡤ SA ࡢศ㔝࡛ࡣࢇࡢ
࣭᭱㐺ᡭἲࠊ㸱ḟඖ⇕ὶື࡞ࢱ ഹࡢ◊✲ࡋ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞
◊✲ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡳࡿᮇ
࣒࣮ࣜ࡞ㄢ㢟㑅ᐃࡀ࡞ࡉࢀ࡚ ࠸ࠋJAEA ࡼࡾࡶ JNES ࡀ⪃࠼
 ᮶ ࡚࠸ ࡿ ࡼ࠺ ࡞Ẽ ࡀ ࡋ ࡲ
࠸ࡿࠋ
ࡿࡁၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊศ㔝ࡈ
ࡍࠋ
࣭┦⮫⏺ὶᐇ㦂ࡸ᭷ᶵࣚ࢘⣲⏕ ୰㛗ᮇࡢໟᣓⓗ◊✲ィ⏬ࡀᚲ ࣭ᑗ᮶ࡢᏳホ౯ࢆど㔝ධࢀ
ᡂᐇ㦂࡞⌧⾜つไᐤ࡛ࡁ せࠋ
ࡓ㸱ḟඖ㠀ᐃᖖࡢ CFD ࢥ࣮ࢻ
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ฟ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᅜ㝿ⓗ࡞༠ຊ㛵ಀࢆ᭷ຠά⏝

ᯝࡢᫎ➼ࠊᡂᯝࡢලయⓗ࡞ά
⏝᭦␃ពࡋィ⏬ࢆ㐍ࡵࡿ

ࡣཎᏊ⅔ࡣṆࡍࡿࡣࡎ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ◊✲ࡢ≺࠸ࡣఱ

✲ࡁࡃ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ ࡢ㔜せ࡞୍㒊ࡳ࡞ࡍࡁ࡛࠶
㛤Ⓨࡸ᳨ド࡞࡛༠ຊࡋ࡚ࡣ
ࡽᚓࡿࠋࡲࡓࠊᅜ㝿ⓗぢ࡚ࡶ ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢෆ㒊㈨㔠ࢆ☜ಖ
࠺ࠋࣜࢯ࣮ࢫࡢ᭷ຠά⏝
㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡍࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࣭୰ᮇ┠ᶆἢࡗ࡚╔ᐇᡂᯝࡀ ࣭᭱㐺ホ౯ᡭἲࡢᑟධྥࡅࡓᡂ ࣭ᆅ㟈ᙳ㡪ホ౯ࡘ࠸࡚㸸ᆅ㟈

ࡿᡂᯝࡀᩓぢ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ ᖹ ᡂ 㸰 㸱 ᖺᗘ  ⤊  ࡍ ࡿ
ࡢ V 㸤V ⏝࡛ࡁࡿヲ⣽ࢹ
࣭ᨾὶືࠊ᰾⇕⤖ྜࠊࢩࣅ OECD㸭NEA ࡢ ROSA ࣉࣟࢢ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚ࡺࡃ
㍍Ỉ⅔ࡢ㧗ᗘ⏝ཬࡧ
ࢡࢩࢹࣥࢺࠊᆅ㟈⅔ᚰᏳᐃ ࣒ࣛࡢᚋࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ᳨
ࡇࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
᪂ᆺࡢ㍍Ỉ⅔➼
ᛶࠊ➼ࠎࠊᵝࠎ࡞ཷクᴗࢆά ウࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᚋࠊCFD ࢥ࣮ࢻࡢά⏝
㛵ࡍࡿ⇕ỈຊᏳ◊✲
⏝ࡋ࡚ᖜᗈ࠸ศ㔝࡛◊✲ࢆᒎ㛤 ࣭◊✲ࡢከࡃࡀእ㒊㈨㔠ᣐࡗ࡚
V&V ࡞ࡀ㔜せᛶࢆቑࡍ
ࡋࠊᢏ⾡ࡢ㐍ᒎ㺃⥔ᣢࡘ࡞ࡆ࡚ ࠸ࡿࠋゎᯒࢥ࣮ࢻࡸᐇ㦂タࡣ
ᐃࡉࢀࡿࠋ୍᪉ࠊၟ⏝ࢥ࣮ࢻ
࠸ࡿࠋ
ᡂᯝ▱ぢࡀල⌧ࡉࢀࡓࡶࡢ
ࡀ ⏘ ᴗ⏺  ᗈࡃ ᬑཬ ࡋ ࡚ ࠸
ࡿࠋၟ⏝ࢥ࣮ࢻࢆ㛤Ⓨ࣭⟶⌮
࣭ROSA ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ╔ᐇ࡞ ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㐠ႠࠊಖᏲ࣭
㐙⾜ࡣࠊ㍍Ỉ⅔ࡢ⇕ỈຊᏳ◊ ⟶⌮ࠊရ㉁ಖド࡞ࡶᏳ◊✲
ࡍࡿᴗ JAEA ࡀࠊࣔࢹࣝ
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᩿ LOCA ࡢ᭱㧗⿕そ⟶

ᗘ

⪃៖ࡍࡿࡇࡼࡾ㸪୰ཱྀᚄ◚

✲ࢆ㐙⾜ࠊ᭷⏝࡞▱ぢࢆෆእ
ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࠕ⇕Ỉຊ᭱㐺ホ౯ᡭἲࡢጇᙜᛶ
ホ౯࡛ࠖࡣ㸪ձ⅔ᚰฟཱྀ࡛ࡢẼ
ᾮᑐྥὶไ㝈⅔ᚰ┦㛫ᦶ᧿ࢆ

࣮ࢱ㞟ࠊḟୡ௦ LWR Ᏻᶵ
ჾᛶ⬟☜ㄆ࡞༟㉺ࡋࡓヨ㦂◊

࣭LSTF ࡼࡿᆺᐇドヨ㦂ࢆ୰
ᚰࠊ᭱㐺ホ౯ࢥ࣮ࢻࡢᐇドࢹ

⤌⧊࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢᏛ⾡࣭ᢏ⾡
Ỉ‽ࢆ⥔ᣢࠊⓎᒎࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ
࣭ᐇ㦂ゎᯒᢏ⾡ࢆຠᯝⓗ⤌ࡳ
ྜࢃࡏ࡚ࠊ▱ぢࡢ㞟⣙ࡀຠᯝ
ⓗ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᩘࡢฟຊኚືࡢᙳ㡪ࡀ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⪏㟈Ᏻᛶホ౯ࡢ

࣭BWR ࡢ⇕Ỉຊᣲືཬࡰࡍᆅ
㟈ືࡢᙳ㡪㛵ࡋࠊື࿘Ἴ

ᚅࡍࡿࠋ
࣭ᡂᯝࡢබ㛤ࠊࡼࡾ௨ୖࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳࢆᮇᚅ

࣭ROSA/LSTF ➼ࢆά⏝ࡋࡓᐇ
㦂ࢹ࣮ࢱࡢ㞟㸪࠾ࡼࡧࡑࢀ
ᇶ࡙ࡃゎᯒࢥ࣮ࢻࡢண ᛶ
⬟࣭ಙ㢗ᛶྥୖ◊✲ࢆ㸪ᚋ
ࡶ⥅⥆ࡋ࡚ᐇࡍࡿࡇࢆᮇ

ࡢィ⏬ࡢᐇేࡏࠊࡼࡾ㛗
࠸ࢫࣃ࡛ࣥࡣᅜෆࢽ࣮ࢬࡶྲྀ
ࡾ ධ ࢀࡓ ィ ⏬㐙 ⾜ࡀ ᮃ ࡲ ࢀ
ࡿࠋ

ࡋ࡚ࢥ࣮ࢻࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 㸦 ࢫࢡ ࣛ ࣒タ ᐃ್ ࡢ ኚ ᭦
ࡇࡣホ౯ࡉࢀࡿࠋ
࣭ᚲせ࡞ᐇ㦂ࢆணᐃ㏻ࡾ㐍ࡵ࡚
㸧
ࠋ
࣭ಶูᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊゎᯒࣔ ࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡀయ ࣭Ᏻ◊✲ࡣᅜ㝿༠ຊ㐺ࡋࡓ
ࢹࣝࡢᵓ⠏ࡽィ⟬ࢥ࣮ࢻࡢ ࡢ㐩ᡂ┠ᶆᑐࡋ࡚ࡢ⛬ᗘࡢ
ࢸ ࣮ ࣐ࠋ  ࢪ ࡢᏳ  ◊ ✲
ᫎࡲ࡛ࠊ୍㐃ࡢὶࢀ๎ࡗ࡚ 㐍ᤖ࡞ࡢࡀุࡾࡃ࠸ࠋ
COE ࢆ┠ᶆࡋ࡚ᥖࡆࡿࡁ
◊✲ࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭
ᛮ࠺ࠋ
࣭ୡ⏺࡛ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ࠶ࡿ◊✲
࣭ᅜ㝿◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡋ࡚
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࣭≉ࠊOECD ROSA-2 ࣉࣟࢪ

ࡿࠋ

࣭ᅜ㝿ⓗ࡞άື㸦ROSA㸧ࡶ✚
ᴟཧຍ
࣭◊✲ࡣᴫࡡィ⏬㏻ࡾ㐍ᤖࡋࠊᡤ
ᐃࡢᡂᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᡂ
ᯝࡢබ⾲ࠊእ㒊Ⓨ⾲ດࡵ࡚࠸

ࢆᢕᥱࡍࡿୖ࡛⯆῝࠸◊✲࡛
࠶ࡿࠋ
࣭⏘ᴗ⏺ࡽࡢせᮃࢆྲྀࡾධࢀ╔
ᐇ㐍ᒎ

࣭ࠕᆅ㟈ᙳ㡪ゎᯒ࡛ࠖࡣ㸪㸱ḟ
ඖ᰾㸫⇕Ỉຊ㐃ᡂゎᯒࢥ࣮ࢻ
෭༷Ỉാࡃኚືຍ㏿ᗘࢆ⤌ࡳ
㎸ࢇࡔ◊✲ࡣ㸪ᆅ㟈Ἴࡀ⅔ᚰฟ
ຊᛂ⟅ཬࡰࡍᙳ㡪ࡑࡢឤᗘ

ࡢ㛫ᣲືண ࢆ㧗ࡵࡓ◊✲㸪
࠾ࡼࡧղࢧࣈࢡ࣮ࣝỈ୰࠾ࡅ
ࡿᛴ㏿ຍ⇕ୗࡢఏ⇕㠃ࡽࡢ࣎
ࢻ㞳⬺ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋ࡚㸪㐣
Ώ࣎ࢻヨ㦂ゎᯒࡢண ⢭ᗘࢆ
ᨵၿࡋࡓ◊✲ࡀ㸪ண ⢭ᗘྥୖ
ࡢⅬ࡛ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
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ᚅࡍࡿࠋ

ほⅬࡽࡶ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᚋࠊ
ྲྀࡾ⤌ࡳ⠊ᅖࠊᡂᯝࡢά⏝᪉
㔪࡞ࡘ࠸࡚᫂☜ࡍࡿࡇ
ࢆᕼᮃࡋࡓ࠸ࠋ
࣭㸱ḟඖ⇕ὶືゎᯒᡭἲࡢ㛤Ⓨ
࠾ࡼࡧ᭱㐺ホ౯ᡭἲࡢ㧗ᗘ
ࢆ╔ᐇ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࢆᮇ
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(LSTFࠊTHYNC ࡞)ࢆຠᯝⓗ
ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᶵᵓෆ
㒊ࠊᅜෆእᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࡞ࠊ
ຠ⋡ⓗ࡞◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࢙ࢡࢺ࠾࠸࡚ LSTF ᐇ㦂ࢆண
ᐃ㏻ࡾ㐍ࡵࠊSG ఏ⇕⟶◚᩿
ᨾࡢ㛵ಀࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࠊࢥ
࣮ࢻ᳨ド᭷⏝࡞▱ぢࢆᚓ࡚࠸
ࡿࠋ
࣭ ᶵ ᵓ ࡀ ᡤ ᭷ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ タ
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ࡣࠊつไഃᴗ⪅ࡀࡶ

ࡿࠋ

㠀ᖖ㈗㔜࡞ࢹ࣮ࢱࢆከᩘฟ

࣭LSTF ヨ㦂ࡼࡾࠊ᭱㐺ホ౯ࢥ
࣮ࢻࡢ᳨ド࡞᭷⏝࡞ࢹ࣮ࢱ
ࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ
࣭㸱ḟඖ᰾⇕㐃ᡂゎᯒᡭἲࢆᐇ
ྍ⬟࡞ࣔࢹࣝࢆᩚഛࡋࡓࠋ
࣭ᐇయไࡋ࡚᪥ᮏཎ⇞ࡽ ࣭㈨ᩱ 1-7,p.5 ᅗ 1㸦ᶍᨃᨺᑕᛶ ࣭
ࠕࣜࢫࢡホ౯ୖ㔜せ࡞㇟ࡘ
Ꮫࡲ࡛ᖜᗈ࠸⤌⧊㐃ᦠࡋ࡚࠸ ≀㉁Ẽ┦⛣⾜⋡ࡢ⤒ኚ㸧࡛ࠊ ࠸࡚◊✲ࠖ࠸࠺ࢫࢺ࣮࣮ࣜ
ࡿࠋ
ࡣࡑࢀ࡛࠸࠸ࡀࠊ༢࡞ࡿ⬟᭩
Cs ࡢ⛣⾜ྜ㛵ࡍࡿ┦㛵ᘧ
᰾⇞ᩱࢧࢡࣝタࡢᏳ ࣭FP ⛣⾜ࠊ⮫⏺ᨾࠊⅆ⅏࢚ ࡣࣜࢫࢡ◊✲ࡢ᪉࡛సࡽࢀ࡚࠸
ࡁࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊࣜࢫࢡホ
ࣟࢰࣝ࡞ฎ⌮㐣⛬ࡢၥ㢟Ⅼ ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ┦㛵ᘧࡣᐇ㦂⪅
ホ౯㛵ࡍࡿ◊✲
౯ࡑࡢࡶࡢࡘ࠸࡚ࡼࡾ⌮ゎ
ࢆ⯡ⓗ⥙⨶ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡀసࡽ࡞࠸ᢏ⾡ࡢ㐍ᒎࡘ࡞
ࡀ῝ࡲࡿࡇࢆᮇᚅࠋ
࣭ฎ⌮ᗫᾮἛ㦐ᅛ㇟ࡢ◊✲ ࡀࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᠱᛕࡍ ࣭ฎ⌮㛵㐃ࡢᏳᛶࡘ࠸࡚
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ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡀ᩿∦ⓗ࡞◊✲ ࣭᪂ᆺ⇞ᩱᑟධࡿ◊✲ࡀ
࠸࠺༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋホ౯ᡭἲࡢ
㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣ㐺ษ࡛
య⣔ࢆᛕ㢌࠾࠸ࡓࣉ࣮ࣟ
࠶ࡾࠊᚋᚲせ࡞◊✲ࡀ╔ᐇ
ࢳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ◊✲
⾜ࢃࢀࡿࡇࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
┠ⓗࡀ㡯┠ࡢ⨶ิ࡛࠶ࡿࡇ ࣭⮫⏺ᨾホ౯ࡘ࠸࡚ࡣᵝࠎ

ᒱࢃࡓࡿࡢ࡛ࠊ㠀ࠊJAEA
ෆࡢ㒊㛛ࡢ㐃ᦠࠊ⤫ྜࢆ
࠾⪃࠼㡬ࡁࠊࡼࡾᐦᗘࡢ㧗࠸
ෆᐜࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࢆᮇ
ᚅࡋࡲࡍࠋ

ࡋ ࡚ 㡬࠸ ࡚ ࠸ࡿ ࡣ ᛮ ࠸ ࡲ
ࡍࠋ⇞ᩱࢧࢡࣝࡢ◊✲ࡣከ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼

ࢼࣜࢩࢫࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ
ࢃࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ

࠸ࡿࠋ
࣭ࠕ᭷ᶵ⁐፹ⅆ⅏ࡢᨺᑕᛶ≀㉁

ᖺᗘ㝈ࡾࡢ༊ูࡀศࡾ㞴
࠸ࠋ㛗ᮇⓗ࡛ࡘ✚ᒙⓗ࡞ᒎᮃ

❧ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿᛮ࠺ࠋࣜࢫ
ࢡホ౯ࡶྵࡵࠊᏳホ౯ࡍ
ࡁෆᐜホ౯ᡭἲࡢ⌧≧ࢆศ
ᯒࡋࠊḞࡅ࡚࠸ࡿⅬࢆ᫂ࡽ
ࡍࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿࢠࣕࢵࣉ

ࡣࡁ࠸ࠋ
ࡳࡓ࠸ࠋ
࣭ฎ⌮タࣜࢫࢡホ౯ୖࡢ㔜せ ࣭➨ 2 ᮇ୰ᮇィ⏬࠾ࡅࡿಶࠎ
㇟࡛࠶ࡿ⮫⏺ᨾࡸⅆ⅏ࡘ ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡢ⨨࡙ࡅࡀ᫂☜࡛
࠸࡚ᐇドࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࠊホ౯⢭ ࡞࠸ࠋྛ◊✲ㄢ㢟ࡀᖺḟィ⏬ⓗ
ᗘྥୖ᭷⏝࡞▱ぢࢆᥦ౪ࡋ࡚ ⥅⥆ࡉࢀࡿࡢ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ༢

ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࡼࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
࡞ࢣ࣮ࢫࢆணࡋࡓᩚ⌮ࡀ࡛
࣭ḟୡ௦⅔⇞ᩱ࡞ࢆඛྲྀࡾࡋࡓ ࣭ヨ㦂◊✲ᡂᯝࡢయ⣔❧ࡗࡓᩚ⌮
ࡁ࡞࠸ࠋ
◊✲ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ⇞ᩱ ࢆ㐍ࡵࡿ࡞ࠊࡉࡽ୍⯡ⓗ࡞ ࣭ࢧࢡࣝタ࡛ࡣࠊඛࡎࠊ᭱
ࡘ࠸࡚ࡣ㧗ᗘࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ ά⏝㈨ࡍࡿ᪉ྥ࡛ࡢດຊࢆᮃ
ప㝈ᚲせ࡞Ᏻホ౯ᡭἲࡢ☜

࣭ᇶ♏ⓗࢹ࣮ࢱࡀ╔ᐇ㞟✚ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇࡀศࡿࠋ
࣭⮫⏺Ᏻࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏࡀ⋡ඛ
ࡋ࡚ࣁࣥࢻࣈࢵࢡࡸࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫࢆᥦ♧ࡍࡿࡁດࡵ࡚࠸ࡿࡇ

㔜せ⪃࠼࡚࣐ࢵࢳࣥࢢࣇࣥ ࣭ฎ⌮タ➼ࡢࣜࢫࢡホ౯ࠊᙳ
ࢻ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࠋࡇ࠺ࡋ 㡪ホ౯࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࢹ࣮ࢱࡢ
ࡓ᪂ࡋ࠸ᯟ⤌ࡳࡢ◊✲࡛ᡂᯝࡀ ྲྀᚓࠊࣔࢹࣝ㛤Ⓨ࡞ࡀ㐍ᒎࡋ
ฟጞࡵࡓࡇࢆḼ㏄ࠋ
࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡿࡢ࡛ࠊᴗ⪅
࣭ฎ⌮᭷ᶵⅆ⅏ᨾࡢᨺᑕᛶ ࡛࠶ࡿ᪥ᮏཎ⇞ࡢ༠ຊయไࢆ
≀㉁ࡢ㛢ࡌ㎸ࡵ㛵ࡍࡿ◊✲࡞ ᙉࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࡛ࡢᡂᯝࡀホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࣭◊✲㡯┠┦ࡢ㛵㐃ࡀぢ࠼ࡃ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ
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࣭ฎ⌮タࡢ㔜せ㇟㛵ࡍࡿ
ᐇࢹ࣮ࢱ㸦⮫⏺ᨾࡢฟຊ㏆ఝ

ࡍ ICP-MS ⨨ࢆ⏝࠸ࡓ FP ᰾
✀ྠయ⤌ᡂࡢ⢭ᐦ ᐃࡣ㸪⇞
↝ゎᯒࢥ࣮ࢻࡢண ⢭ᗘࢆ᳨ド
ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱᩚഛࡢព
࡛㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ࣝᇶ࡙ࡃᏳホ౯ࢆྍ⬟ࡍ
ࡿⅬ࡛㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ࠕ⇞↝ゎᯒࢥ࣮ࢻ᳨ド⏝⏝῭
⇞ᩱ⤌ᡂࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ࡛ࠖ┠ᣦ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼

JAEA ࡽࡢᐤ࡛࠶ࡗࡓ
ᖹᡂ 17㹼21 ᖺᗘࡢᐇ⦼ࡢㄝ᫂
ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᅜ㝿ⓗ࡞ホ౯

ࡀ㸪ప⃰⦰ࢹ࣮ࢱࡢ⣙ 70%ࡀ

࣭OECD/N EA ᅜ㝿⮫⏺Ᏻ࣋ࣥ
ࢳ࣐࣮ࢡホ౯ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ
㏻ࡋ࡚㸪⮫⏺Ᏻ࣋ࣥࢳ࣐࣮
ࢡ ࢹ ࣮ࢱ ࢆ ୡ⏺ ᥦ ౪ ࡋ ࡓ

ࡢ୍㐃ࡢ◊✲ࡢ➃⥴࡞ࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᚋࡢ◊✲ࡢ㐍ᒎ
ᮇᚅࡍࡿࠋ

ࡵࡿࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ5%㉸
⃰⦰ᗘ࢘ࣛࣥࢆ⏝࠸ࡓ⮫⏺ᐇ
㦂ࡢ☜ࡉࡢホ౯ࠖࡣᚋ

ᐃࡉࢀࡿᏳᑂᰝୖࡢㄢ㢟
ࡘ࠸࡚㸪ලయⓗ࡞᳨ウࢆጞ

ࡢୗ࡛㸪ẖᖺᗘࡢྛ◊✲ㄢ㢟ࡢ ࣭ฎ⌮タ➼ࡢࣜࢫࢡホ౯
⨨࡙ࡅࢆ㋃ࡲ࠼࡚◊✲ࢆ᥎㐍
ᡭἲࡢຠᯝⓗ࡞㐺⏝ྥࡅࠊ
ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ࠼ࡤ㸪
᭷⏝࡞ᐇドࢹ࣮ࢱࡢᥦ౪ᡭ
⏝῭⇞ᩱ⤌ᡂࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ
ἲᩚഛࡢ㈉⊩ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
ࡣ㸪⇞↝ゎᯒࢥ࣮ࢻࡢ᳨ド㸪ࡉ ࣭5%㉸⃰⦰ᗘ࢘ࣛࣥ⇞ᩱࡢᑟධ
ࡽࡑࡢゎᯒࢥ࣮ࢻᇶ࡙ࡃ⇞
ࡣ㏆࠸ᑗ᮶⌧ᐇⓗ࡞ㄢ㢟࡞
↝ᗘࢡࣞࢪࢵࢺᑟධ㸪ࡢࡼ
ࡿࠋ⇞ᩱ〇㐀ࡽฎ⌮ࡲ࡛㸪

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

࠺࣭ᫎά⏝ࡉࢀࡿࡢࡀศ
ࡿࡼ࠺ᥦ♧ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ
ࢆᶍᨃࡋࡓ᮲௳ୗ࡛ HEPA ࣭యᑐࡍࡿ㐩ᡂᗘࢆ♧ࡍᑦ
ࣇࣝࢱ࣮ᛶ⬟ࢆᐃ㔞ⓗホ౯ ࡼ࠸ࠋ
ࡍࡿࡇࡣ㸪ࡼࡾ⌧ᐇⓗ࡞ࣔࢹ ࣭

ࡘࠋࡇࡢ㛢ࡌ㎸ࡵᛶ⬟ࡣ HEPA
ࣇࣝࢱ࣮ࡢ㛢ࡌ㎸ࡵᛶ⬟ᙉ
ࡃ౫Ꮡࡍࡿࠋࡑࡇ࡛⇿Ⓨ࣭ⅆ⅏

㛢ࡌ㎸ࡵᛶ⬟ホ౯ࢹ࣮ࢱࡢྲྀ
ᚓ࡛ࠖྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ⇿
Ⓨ࣭ⅆ⅏ࡢᨺᑕᛶ≀㉁㛢ࡌ㎸
ࡵᶵ⬟ࡢホ౯ࡣ㸪᰾⇞ᩱࢧࢡ
ࣝタࡢᏳホ౯࠾࠸࡚㸪⮫
⏺ᨾホ౯ྠิࡢ㔜せࡉࢆᣢ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ
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ࣟࢪ࢙ࢡࢺ⮫⏺Ᏻ࣋ࣥࢳ
࣐࣮ࢡࢹ࣮ࢱࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᥦ౪
࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ண⟬ⓗ㸪ேⓗ
࡙ࡅࢆㅮࡌࡿࡇࡀᮃࡲࡋ

࣭ฎ⌮タࡢࣜࢫࢡホ౯ୖ㔜せ
࡞㇟ࡘ࠸࡚ࠊᙳ㡪ホ౯ࡢ⢭
ᗘࢆྥୖࡉࡏࡓࠋ

࠸ࠋ
࣭᰾⇞ᩱࢧࢡࣝタᑐࡍࡿ
Ᏻホ౯ᡭἲࡘ࠸࡚ࠊᐇ
ࢆ ᅗ ࡗ࡚ ࠸ ࡃࡇ ࢆ ᮇ ᚅ ࡍ
ࡿࠋ

ࡓ⮫⏺Ᏻࢹ࣮ࢱࡀ᥇⏝࣭Ⓩ
㘓ࡉࢀࡓࡇࡣ㸪ࢹ࣮ࢱᥦ౪
◊✲ᶵ㛵ࡢᐇ㦂࣭ゎᯒ࣏ࢸࣥ
ࢩࣕࣝࡢ㧗ࡉࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡼࡗ࡚ᚋࡶࡇࡢホ౯ࣉ

ᨾᙳ㡪ホ౯㛵ࡍࡿ᭷⏝࡞▱ぢ
ࢆᚓࡓࠋ
࣭ᶵᵓෆ㒊ࠊእ㒊ᶵ㛵࡞ࡢ㐃
ᦠࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㉁ⓗ㧗࠸ホ
౯ࣞ࣋ࣝࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ
≉㛗࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀ᥇⏝࣭Ⓩ
㘓ࡉࢀࡓ⮫⏺Ᏻࢹ࣮ࢱࡣ㸪
⢭ᗘࡢ᫂☜࡞ᐇ㦂ࢹ࣮ࢱಙ
㢗ᛶࡢ㧗࠸ゎᯒࢹ࣮ࢱࡽ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚㸪ᥦࡋ

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

ᘧ࡞㸧ᥦ♧
࣭◊✲ࡣᴫࡡィ⏬㏻ࡾ㐍ᤖࡋࠊᡤ
ᐃࡢᡂᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᡂ
ᯝࡢබ⾲ࠊእ㒊Ⓨ⾲ດࡵ࡚࠸
ࡿࠋ
࣭≉ࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡢẼ┦ᨺฟࢹ
࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࠊฎ⌮タࡢ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ
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ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼

࣭㛫ࢫࢣ࣮ࣝ╔┠ࡍࡿ࡞㐺 ࣭ࠕࣜࢫࢡㄽࡣつไࡢྜ⌮ࡢࡓ ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡣࣜࢫࢡㄽࡘ࠸࡚
ษㄢ㢟ࡀᢕᥱࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡵࡢࡶࡢࠖࠊࠕつไࡣタィ⟶⌮
ࡶ༑ศ࡞ᑓ㛛▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿࡣ
࣭ᏛࠊẸ㛫ᶵ㛵࡞ᡤእࡢᮇ㛫 ࢆᑐ㇟ࡋ࡚Ᏻ☜ಖࢆ࣮࢜ࣂ
ࡎࠋᶓࡢ༠ຊࢆᙉࡋ࡚ࠊつ
ࡶࡼࡃ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣮ࢧࢺࡍࡿࡶࡢࠖ࠸࠺ཎ๎
ไࡗ࡚ࡼࡾ᭷⏝࡞◊✲ィ
࣭㧗ࣞ࣋ࣝᗫᲠ≀ᆅᒙฎศ㛵 ࠊ
ࠕつไ㈨ࡍࡿ◊✲ࠖࡢ㛵ಀ
⏬ ࢆ ⪃࠼ ࡚ ࡃࢀ ࡿࡇ  ࢆ ᮇ
ࡋࠊ
ࠕ㛢㙐ᚋᏳホ౯ࠖࠊ
ࠕᏳホ ࡀ༑ศࡣᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᚅࠋ
౯ࢩࢼࣜ࢜ࡢタᐃࠖࠊࠕ㛫ࢫࢣ ࣭ᗫṆᥐ⨨ࡘ࠸࡚ࡣࠊつ᱁࣭ᣦ ࣭ᆅᒙฎศࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᏳ
࣮ࣝࢆ⪃៖ࠖ➼ࠊ࡞ㄢ㢟 㔪㢮ࡢ㈉⊩࠸࠺⨨ࡅࢆ
ᛶࡀ♫ࡢࡼ࠺ཷࡅ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ
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⾡㛤Ⓨࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊ⌮ゎಁ㐍ά
ືࡢᐇࢆᮃࡳࡓ࠸ࠋ

ぢฟࡍࡢࠊ㐪࠸ࢆࡼࡾ᫂☜
ᡴࡕฟࡋࡓ࠺ࡀᑦࡼ࠸ࠋ

ලయⓗ࡞ࡿ࡞⎔ቃኚ
㐺ษᑐᛂࡋࠊ᭷⏝࡞ᡂᯝࢆ

࣭㔜せ࡛࠶ࡾࡘᗈ⠊ᅖࢃࡓࡿ ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ⌧ᅾࡢ◊✲ෆᐜ
ࡢᢏ⾡ⓗᇶ┙ࡣࡇࡢ◊✲ࡼ
◊✲ࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ ࡣ⯡ᡭἲ㛤Ⓨ㞟୰ࡋ࡚࠸
ࡗ࡚ᥦ౪ࡉࢀ࠺ࡿࡢ࡛ࠊࡁࢃ
ᗫṆᥐ⨨ᆅᒙฎศࡘ࠸࡚ ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡵ࡚㔜せ࡞⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡿࠋ
ࡣ❧ᆅၥ㢟ࡶ㛵ಀࡍࡿࡢ࡛ᢏ ࣭᥎㐍ഃࡢ◊✲ࡢ┦㐪Ⅼࢆࡇ ࣭ᚋࠊᆅᒙฎศࡢ❧ᆅ᳨ウࡀ

㛵ᚰࡀྥࡅࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿࡇࢆ ࡶࡗᙉㄪࡍࡁ࡛࠶ࡿᛮ
ධࢀࡽࢀࡿࡀኚ㔜せ࡛࠶
Ḽ㏄ࠋ
࠺ࠋ
ࡾࠊᏳᛶ◊✲ᡂᯝࡢୖᡭ࡞
࣭ᆅᒙฎศࡢᏳホ౯ࡘ࠸࡚ࡢ ࣭ᆅᒙฎศࡢศ㔝ࡣࠊ㛵ಀࡍࡿእ
♫ࡢⓎಙࢆᮇᚅࡍࡿ
ᨺᑕᛶᗫᲠ≀㛵ࡍࡿᏳ
◊✲ࢆ✚ᴟⓗ㐍ࡵ࡚㡬࠸࡚࠸ 㒊ᶵ㛵ࡢᩘࡀከࡃ࡞ࡿࠋࡍࡿࠊ ࡶ࠸ࠊࡇࡢศ㔝࡛ࡢࣜࢫࢡ
ホ౯◊✲
ࡿⅬࡣࠊ㧗ࡃホ౯ࡋࡲࡍࠋ
㐩ᡂ┠ᶆࢆ᫂☜ࡋ࡚࠾࡞࠸
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㈉⊩
࣭◊✲ᐇయไ࡛ከࡃࡢᕤኵࡀࡳ 㛵ಀ⪅㛫ࡢ┠ᶆࡢඹ᭷ࡀ࡛ࡁ
ࡶᮇᚅ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࡽࢀࡿࠋ
࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
࣭ENTRY, QUALITY ࡢά⏝ࡶ
࣭◊✲ᡂᯝࡶ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࠊᡂᯝ ࣭ࢧࢺࡀ㑅ᐃᶵᩄᑐᛂ࡛ࡁ
⪃࠼࡚ࡋ࠸ࠋ
ࡢά⏝ࡶࡁ࠸ࠋ
ࡿࡇࢆ◊✲ィ⏬ࡋ࡚♧ࡋ࡚ ࣭ࡇࡢศ㔝࡛ࡣᏳつไࡢࡓࡵ

ศ㔝
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ࡿࠋ
࣭つไഃࡢ◊✲ࡋ࡚ࠊࢡࣜࣛ

ᕤࣂࣜ୰ࡢ Mg ⃰ᗘ࢞ࣛࢫ
⁐ゎࡢ┦㛵ᛶࢆぢฟࡋࡓಶู
ㄢ㢟ࠕேᕤࣂࣜᶵ⬟ホ౯ࣔࢹ
ࣝࡢ᳨ウࠖࡣ㸪ேᕤࣂࣜᶵ⬟
ホ౯ࡢண ⢭ᗘྥୖ᭷ຠ࡛࠶

࣮ࣝࡢಙ㢗ᛶྥୖ㈨ࡍࡿ◊✲
࡛࠶ࡾ㸪㔜せ࡞◊✲ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᆅୗỈ⎔ቃࢆ⪃៖ࡋࡓ⁐ゎ࣭⭉
㣗ヨ㦂ࡼࡾ㸪ᆅୗỈ࠾ࡼࡧே

ゎᯒࢥ࣮ࢻࡢጇᙜᛶࢆ᳨ウࡍࡿ
ࠕᆅୗỈὶືホ౯ᡭἲ㛵ࡍࡿ
◊✲ࠖࡣ㸪ᑗ᮶㑅ᐃࡉࢀࡿᴫせ
ㄪᰝᆅ༊ࡢᏳホ౯࠾࠸࡚㸪
㔜せ࡞ุ᩿ᇶ‽ࢆ࠼ࡿゎᯒࢶ

࣭ᇶᮏᣦ㔪➼ࡢᩚഛࡀ㐍ࡴ୰ࠊᅜ ࣭
ࡸᏛࠊ⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾ
ࡘࡘホ౯ᡭἲࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࠊ᭷
⏝࡞ᡂᯝࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᗈᇦᆅୗỈὶືゎᯒࢥ࣮ࢻࡼ
ࡿゎᯒ⤖ᯝࢆ࣮࣎ࣜࣥࢢㄪᰝ
ࡼࡿཎ⨨ࢹ࣮ࢱẚ㍑ࡋ࡚㸪

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

౯ᣦ㔪➼ࡢ⟇ᐃ㈨ࡍࡿࡓࡵ
ࡢホ౯ᡭἲ࡞ࡘ࠸࡚ࠊᩚ
ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࢆᮇᚅࡍ
ࡿࠋ

ືゎᯒࢥ࣮ࢻ 3D-SEEP ࡢᐇ
ド ◊ ✲ࢆ ࡉ ࡽ 㐍ࡵ ࡚ ḧ ࡋ
࠸ࠋ
࣭Ꮫ➼ࡢ㔜Ⅼ㐃ᦠ◊✲ไᗘ
ࢆࡼࡾά⏝ࡍࢀࡤ᭷ព⩏
࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊᆅᒙฎศࡢᏳホ

ฟࡋ࡚⾜ࡃࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
࣭࣮࣎ࣜࣥࢢㄪᰝࡼࡿᆅୗỈ
ࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࡣ㛫࣭ேᡭ࣭
ண⟬ࡢⅬ࡛ᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ᛮ
࠺ࡀ㸪ᗈࡃከᵝ࡞ᆅⅬࡢࢹ࣮
ࢱ㞟ດࡵ㸪ᗈᇦᆅୗỈὶ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼
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ࡅ࡚ࠊࢡࣜࣛࣥࢫࣞ࣋ࣝࢆゎ
ᯒࡋࠊไᗘࡢᑂ㆟㈉⊩ࡋࡓࠋ

࣭ᶵᵓෆ㒊ࠊእ㒊ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࡞
ࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
࣭࢘ࣛࣥࢡࣜࣛࣥࢫไᗘྥ

ಖᏳ㝔࣭JNES ࡽࡢཷクᴗ
࡛ࡣࠊᆅᒙฎศࡢᏳᑂᰝ㛵
ࢃࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆᩚഛࡍࡿ
࡞ࡢ᭷⏝࡞ᡂᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢᢏ⾡ⓗᨭࢆᐇࠋࡲࡓࠊ

ࣥࢫࣞ࣋ࣝࡢタᐃᑐࡍࡿᐤ
࣭◊✲ࡣᴫࡡィ⏬㏻ࡾ㐍ᤖࡋࠊᡤ
ᐃࡢᡂᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᡂ
ᯝࡢබ⾲ࠊእ㒊Ⓨ⾲ດࡵ࡚࠸
ࡿࠋ
࣭≉ࠊ࢘ࣛࣥᗫᲠ≀ࡢࢡࣜࣛ
ࣥࢫࣞ࣋ࣝホ౯➼࡛ࡣࠊつไഃ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼

JAEA-Evaluation 2013-003

ࣜࢫࢡホ౯࣭⟶⌮ᢏ⾡
㛵ࡍࡿ◊✲

ศ㔝

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ
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⥆ⓗᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࢆศᯒࡍࡿࡵࡎࠊᚓࡽ
ࢀࡓ▱ぢࢆᏳつไࡸᏳホ౯
ᫎࡋ࡚࠸ࡃయไࢆᵓ⠏ࡍ

ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
࣭ᚋࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࠊ
ࣜࢫࢡሗά⏝ࠊࢯ࣮ࢫࢱ࣮
࣒ࡢ◊✲ࡀࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡞

ᑡ࡞࠸≧ἣ࡛╔ᐇᡂᯝࢆୖࡆ
࡚࠸ࡿࠋ

ኚᩘࡢ☜ᐇࡉࡢᐤࢆㄪࡿ
┠ⓗ࡛㸪᪂ࡋ࠸㔜せᗘᣦᶆࢆᥦ

ഛࠖࡀᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢຠᯝホ౯
 ࠾ ࠸࡚ ᗈ ࡃά ⏝ࡉ ࢀ ࡿ 

ࢫࢱ࣮࣒㛵ࡍࡿ◊✲࡛ࡣᏳ ⪅ࡢ☜ಖࡣ⥭ᛴࡢㄢ㢟࡞ࡗ࡚
ࡁࢽ࣮ࢬࡢ㧗࠸◊✲ศ㔝࡛࠶
つไࡗ࡚㔜せ࡞◊✲ᡂᯝࡀ ࠸ࡿࠋ
ࡾࠊ⥅⥆ࡋࡓ◊✲άືࡢ㐙⾜
ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭
ࠕ㔜せᗘホ౯ᡭἲࡢ㛤Ⓨ࡛ࠖࡣ㸪 ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ࠕ㈝⏝౽┈ศᯒࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱᩚ
࣭᰾⇞ᩱタ PSA ࡛ࡣࢹ࣮ࢱࡀ ホ౯⤖ᯝࡢᖹᆒ್ᑐࡍࡿධຊ ࣭

Ᏻつไࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛㔜せ ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡘ
ࡿࠋ
Ᏻ◊ホጤ 1-9 ࡢ㈨ᩱࡣࡑࢀ
࡞㈉⊩ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠸࡚ࡣࠊཎᢏ༠ࡸᴗ⪅ࡢ༠
ࡽࡢ㔜せᛶࡀࣆ࣮࡛ࣝࡁ࡚
࣭㔜せᗘホ౯ゎᯒᡭἲࢆᵓ⠏ࡋࡓ ຊయไࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࠸࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠺ࠋ
ࡇࡣホ౯ࡉࢀࡿࠋ
࣭ᮏศ㔝ࢆᢸᙜࡍࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࣭ ࣭ࣜࢫࢡホ౯࣭⟶⌮ᡭἲࡢ㧗ᗘ
࣭ࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺ୪ࡧࢯ࣮ ☜ಖࠊ≉ᨾ࣭ᨾ㞀ศᯒᢸᙜ
ࡸᨾᨾ㞀ศᯒࡣࠊᘬࡁ⥆

ྥᛶࠊໟᣓᛶࠊෆᐜࠊᡂᯝࡶ
㧗ࡃホ౯ࠋ
࣭ࣞ࣋ࣝ㸰㹎㹑㸿ࡢ㧗ᗘྲྀࡾ
⤌ࡴ࡞ࣜࢫࢡሗࢆά⏝ࡋࡓ

࣭Ⓨ㟁⅔ࡽฎ⌮ࡲ࡛ᗈ࠸ᑐ㇟ ࣭ᅇሗ࿌ࡉࢀࡓࡶࡢࡣࡍ࡚ ࣭እ㒊Ⓨ⾲ࡀᑡࡋᑡ࡞࠸ࡼ࠺
⠊ᅖ࡛ࣜࢫࢡά⏝ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ ࠕᡭἲࡢ㛤Ⓨࠖࠋᐇ㝿ࡢつไࡢ
ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ◊✲⪅ࡢேᩘࡢ
ࡿࠋ
ᛂ⏝◊✲ࢆ㔜どࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ
㛵ಀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᚋࡣࡼࡾ
࣭㈝⏝౽┈ศᯒ࡞ࢳࣕࣞࣥࢪࣥ ࣭㈨ᩱ 1-9,p.8,Cs ⛣⾜ྜࡢᐇ
✚ᴟⓗ㐍ࡵ࡚㡬ࡅࡿࡶࡢ
ࢢ࡞ㄢ㢟ᣮᡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㦂⤖ᯝࡽࠊ
ࠕẚ㛵ಀࠖࡀゝ࠼
⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࣭ᅇሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᏳ ࡿࡣᛮ࠼࡞࠸ࡢࡔࡀࠋ
࣭㔜せᗘホ౯ゎᯒᡭἲࡘ࠸࡚
◊✲ࢭࣥࢱ࣮ሗ࿌࡛⤂ࡉࢀ ࣭ᨾ࣭ᨾ㞀ࡢศᯒホ౯ࡣከࡃࡢ
ࡣࠊ⇕Ỉຊศ㔝࠾ࡅࡿ☜
ࡓ㜵⅏ᨭࡢࡓࡵࡢ◊✲ࡣࠊ᪉ ほⅬࡽ㔜せ࡞ᢏ⾡࡛࠶ࡾࠊ⥅
ࡉゎᯒࡶᫎࡉࢀࡿࡇ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ
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ศ㔝
ࡋࡓࠋᚑ᮶ࡢศᩓࡸศᕸᇶ
࡙ࡃᣦᶆᑐࡋ࡚㸪ᖹᆒ್ᇶ
࡙ࡃᣦᶆࡢᑟධࡀఱᨾᚲせ࡞ࡢ
㸪ศࡾࡸࡍ࠸ㄝ᫂ࢆᕤኵࡋ
࡚ࡋ࠸ࠋࡇࢀࡼࡾ㸪᪂ࡋ࠸
ᥦࡢ⌮ゎࡀቑࡋ㸪ά⏝ࡀ㐍
ࡴᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

࣭ࣜࢫࢡホ౯ࡢά⏝ྥࡅ࡚ࠊ㔜
せᗘホ౯ᡭἲࡸ㈝⏝౽┈ศᯒ➼
ࡢඛ⾜ⓗ࡞◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ཎᏊຊᨾ࣭ᨾ㞀ศᯒ࡛ࡣࠊ
ሗศᯒ㸪ᥦ౪ࢆᆅ㐨⥅⥆ࡋࠊ
Ᏻᛶྥୖ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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࣭㔜せᗘホ౯ᑐࡍࡿ᪂ᣦᶆࡢᥦ
♧

࣭
ࠕ᰾⇞ᩱタࡢ PSA ᩚഛࠖࡢ࠺
ࡕ㸪పẼὶ㏿࡛ࡢẼᾮྠక⋡
ࡽᑟ࠸ࡓ⛣⾜ྜࡢホ౯ᘧ
ࢆ㸪ᐇ㦂ࢹ࣮ࢱ᳨࡛ドࡋࡓ◊✲
ࡣ㸪ᐇド◊✲࡛࠶ࡿⅬࢆホ౯ࡍ
ࡿࠋ

ࡿࠋᚋࡣ㸪᭷ᶵࣚ࢘⣲ࡶྵࡵ
⥲ྜⓗ࡞ࣚ࢘⣲ࢯ࣮ࢫࢱ࣮࣒
ホ౯ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ

࣭ࠕࣞ࣋ࣝ 2PSA ᡭἲࡢ㧗ᗘࠖ
ࡣ㸪Ⓨᛶࣚ࢘⣲ࡢ᱁⣡ᐜჾෆ ࣭✚ᴟⓗᡂᯝࢆබ㛤ࡍࡿࡇ
ᾋ㐟ྜࡀࣉ࣮ࣝỈࡢ p㹆್ ࣭ᨾ࣭ᨾ㞀ࡢศᯒᚑࡍࡿே
ⴭࡋࡃ౫Ꮡࡍࡿࡇࢆ♧ࡋ㸪ࣚ ᮦ☜ಖࡘ࠸࡚ࠊ␃ពࡍࡿࡇ
࢘⣲ࡢࢯ࣮ࢫࢱ࣮࣒ホ౯᪂ࡋ ࡀ㐺ษࠋ
࠸▱ぢࢆ࠼ࡓⅬ࡛㧗ࡃホ౯ࡍ

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ

ࡿ㧗ᗘࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࢆ
ᮇᚅࡍࡿࠋ

ࡣ㸪⿕ࡤࡃ⥺㔞పῶຠᯝ㈌
ᖯ౯್ࢆ⧚ࡄ⟬ಀᩘࡢ㑅
ᢥࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᮏᡭἲࡀᗈ
ࡃά⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺㸪⟬ಀ
ᩘ㛵ࡍࡿㄪᰝࢆࡉࡽ㐍ࡵ
ࡿࡇࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
࣭ࣜࢫࢡホ౯࣭⟶⌮ᡭἲࡢ᭦࡞
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ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼

ࡋࡎࡘຎࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡶぢ࠼ጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ㍍Ỉ⅔Ᏻಀࡿᇶ┙ࡢ࠶ࡾࡓࡘ࠸࡚ࠊJAEA ࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊಖᏳ㝔ࠊJNESࠊᩥ⛉┬ࠊཎᏊຊᏛ➼࡛ᗈࡃ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせࠋ
࣭ཎᏊຊࡢᏳᛶྥୖࠊつไࡢ㧗ᗘࡢࡓࡵࡢᏳᛶ◊✲✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡳࠊᅜ㝿༠ຊࡸேᮦ⫱ᡂ
ࡘ࠸࡚ࡶࡁ࡞㈉⊩ࢆࡋ࡚࠾ࡽࢀࡿ⪃࠼ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡶ✚ᴟⓗㄽᩥࡸᏛ࡛බ⾲
ࡋࠊࡑࡢᡂᯝࡣᅜ㝿ⓗࡶ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡲࡍࠋᚋࡶᡃࡀᅜࡢཎᏊຊࡢᏳᛶྥୖࡢ
ࡓࡵࠊ◊✲㛤Ⓨࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺⢭ຊⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛㡬ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

࣭࠾࠾ࡴࡡጇᙜ࡞◊✲ィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊィ⏬㏻ࡾ㐙⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿホ౯ࡍࡿࠋ
࣭Ᏻ◊✲యࡋ࡚ࡣࠊ㐺ษ࡞ィ⏬ἢࡗ࡚㡰ㄪ㐍ᒎホ౯ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊேဨཬࡧᇶ┙ࡀᑡ

࣭ཎᏊຊᨾ࣭ᨾ㞀ࡢศᯒ⤖ᯝ࡞
ࡢ᭷⏝࡞ሗࢆࠊ㛗ᖺரࡗ
࡚ᥦ౪ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

࣭እ㒊ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࡞ࡼࡾຠ
⋡ⓗ࡞◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㍍Ỉ⅔ࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᬌᮇ
ࡢࣚ࢘⣲ࢯ࣮ࢫࢱ࣮࣒ホ౯ࢆᨵ
ၿࡋࡓࠋ

࣭◊✲ࡣᴫࡡィ⏬㏻ࡾ㐍ᤖࡋࠊᡤ
ᐃࡢᡂᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
࣭≉ࠊࣜࢫࢡホ౯ࡢᇶ┙ᢏ⾡
ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞㔜せᗘᣦᶆࡢᥦࠊ
㈝⏝౽┈ศᯒࡢࢹ࣮ࢱᩚഛ࡞
᪂ࡓ࡞◊✲ࡢᣮᡓ࣭ᒎ㛤ࢆᅗ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ
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ศ㔝

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼
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࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢ◊✲┠ⓗ࣭┠ᶆ㸪ィ⏬❧㛵ࡋ࡚ࡣᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲⪅ࡢ⊂⮬ᛶᇶ࡙ࡃࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾ㸪༢࡞ࡿࢹ࣮ࢱ㞟࣭ᥦ౪ࡢసᴗ⤊ࢃࡽ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

࡞どⅬ࡛ࡢேᮦࡢ☜ಖ࣭⫱ᡂࡢດຊࡸࠊᏛࠊ◊✲ᶵ㛵ࠊ⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠࢆ㏻ࡋࡓேᮦά⏝ࢆࡇࢀ
ࡲ࡛௨ୖຊࢆධࢀ࡚㐍ࡵࡿࢆᕼᮃࡋࡓ࠸ࠋ
࣭⛉Ꮫⓗ࣭ྜ⌮ⓗ࡞Ᏻつไࢆᨭ࠼ࡿᏳ◊✲ࡢ᪨๎ࡾ㸪㐺ษ࡞እ㒊㈨㔠ࢆ☜ಖࡋ࡚㸪୰㛗ᮇⓗ
どⅬ࡛✀ࠎࡢഃ㠃ࡽ◊✲ㄢ㢟ࢆ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᚋࡣண⟬⋓ᚓࡢⅬࡽ㸪እ㒊ጤク◊✲ࡀቑ࠼ࡿഴྥ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢሙྜࡣጤク◊✲࡛

ࡢண⟬ᥐ⨨ࡀᚲせ࡞ࡿ NSRRࠊLSTF ➼ࡼࡿ◊✲ィ⏬ࢆ NISAࠊOECD/NEA ➼ࡢཷクࡼࡿࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡋ࡚㐍ࡵࠊᆺタࡢ✚ᴟⓗ࡞⏝ࢆ⥔ᣢࡋࠊᅜ㝿ⓗࡶホ౯ࡉࢀࡿᐇ⦼ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ
ࡣ㧗ࡃホ౯ࡍࡿࠋ୍᪉ࠊィ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ࡛ࡣ⤒㦂ࢆ✚ࢇࡔேᮦࡢ☜ಖࡀྍḞ࡛࠶ࡾࠊ୰㛗ᮇⓗ

࣭యࡋ࡚Ᏻつไࢽ࣮ࢬ㐺ษᑐᛂࡋ┠ᶆࡋࡓᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ≉⥔ᣢ⟶⌮ࢆྵࡵᆺ

ࡋࠊࡑࢀᑐࡍࡿᡭἲࠊࢹ࣮ࢱࠊ⏬ᣦ㔪ࡢ㊊ᗘࢆ㏙ࠊࡑࡢ࠺࠼࡛◊✲ㄢ㢟ࢆิᣲࡋ࡚ᡂᯝࢆ㏙
ࡿ࠸࠺ࢫࢱࣝࡀⰋ࠸ᛮ࠺ࠋ
࣭Ᏻ◊✲ࡢ㔜せ࡞ᙺࡣࠊཎᏊຊࡢᏳᛶࡘ࠸࡚♫ࡽಙ㢗ࢆᚓࡿࡇࠋࡑࡢࡓࡵࠊᏳ◊
✲ࢭࣥࢱ࣮࠸࠺ᑓ㛛ᐙ㞟ᅋࡢᏑᅾࢆࡶࡗࣆ࣮ࣝࡋࠋ᪥ᮏࡢཎᏊຊᏳ◊✲ࡢᇶ┙ࡢሀᅛࡉࢆ♫
Ⓨಙࡍࡿດຊࢆࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿᛮ࠺ࠋ

࣭⥲ྜⓗぢ࡚ࠊ୰ᮇ┠ᶆἢࡗ࡚ࠊ╔ᐇᡂᯝࡀฟ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ேᮦࡢ㧗㱋ࡸண⟬ᵓ㐀ࡢእ㒊㈨㔠ࡢ㐣ᗘ࡞౫Ꮡ࡞ࡘ࠸࡚ࡣࠊᨵၿࡢᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭᪤タࡢタࡢ⏝ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡼࡾලయⓗ࡞ᒎᮃࡢᥦ♧ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
࣭࠸ࡎࢀࡢ㡿ᇦ࠾࠸࡚ࡶ◊✲ᡂᯝࡣⰋዲࠊ㐩ᡂᗘࡣ㧗࠸ホ౯ࡍࡿࠋ
࣭Ᏻ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲┠ᶆࠊ࣑ࢵࢩࣙࣥࠊᡓ␎ࢆ᫂☜ᐃ⩏ࡋ࡚࠾ࡾࠊኚ⤖ᵓ࡞ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
࣭Ᏻ◊✲ࡢᙺࡣᏳつไ᭱ప㝈ᚲせ࡞ᡭἲࠊࢹ࣮ࢱࠊつ᱁ᣦ㔪ࢆࡍ࡚ࡢศ㔝ࢃࡓࡾࡶࢀ࡞
ࡃ⏝ពࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊಶࠎࡢ◊✲ᡂᯝࢆࣆ࣮ࣝࡍࡿࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊᏳ◊✲ࡢయീࢆ♧
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࣭ィ⏬㏻ࡾࡢ㐍ᤖ࠸࠺ࡢࡀಖᏲⓗ࡞┠ᶆタᐃࡢࡏ࠸࡛࠶ࡿࡇࡀ↓࠸ࡼ࠺ࠊ◊✲⪅ࡢࢳࣕࣞࣥࢪ⢭

≉ࠊ᭱㏆ࡢཎᏊຊⓎ㟁ࡢࣈ࣮࣒ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣࢪᆅᇦ࡛ࡢᏳ◊✲ࡢ COE
࡞ࡿ࠸࠺┠ⓗࢆᥖࡆࠊᐇ⌧ྥࡅືࡁฟࡍࡇࡀ㔜せࠋࡑࢀࡼࡾࠊேᮦࡸࣜࢯ࣮ࢫࡢၥ㢟
ࡶࣉࣛࢫࡢຠᯝࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

࣭Ᏻ◊✲ࡣࠊᅜ㝿༠ຊࢆࡸࡾࡸࡍ࠸ศ㔝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊཎᏊຊ⏝ᅜࡣ▱ぢࢆඹ᭷ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

࣭
ࠕつไࡢࡓࡵࡢᏳ◊✲ࠖࠊ
ࠕࣜࢫࢡࢆព㆑ࡋ࡚ࡢ◊✲ࠖ࠸ࡗࡓព㆑ࡢᾐ㏱ࡣぢࡽࢀࠊࡑࡢࡇ⮬య
ࡣḼ㏄ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡀ⬟᭩ࡁࡲࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊつไࡢ࠶ࡾ᪉ࠊࣜࢫࢡሗࡢつไࡢ
ᫎࡢࡓࡵࡢලయⓗᥦࡣ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸࡞࠸≧ἣࡶ࠶ࡿࠋᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡋ࡚ࡼࡾ⥲ྜⓗㄢ
㢟ྲྀࡾ⤌ࡴࡣ࠺ࡍࡿࠊ᳨ウࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ

࣭◊✲ࡣ࠸ࡎࢀࡶィ⏬㏻ࡾ㐍ᤖࡋ࡚࠾ࡾࠊᮇᚅࡉࢀࡓᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋࡶ╔ᐇ⥅⥆ࡋ࡚
࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࣭◊✲ࡣᴫࡡィ⏬㏻ࡾ㐍ᤖࡋࠊᡤᐃࡢᡂᯝࢆᚓ࡚࠾ࡾࠊᡂᯝࡢබ⾲ࠊእ㒊Ⓨ⾲ࡶດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᶵᵓࡀᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿタ࣭ホ౯ࢶ࣮ࣝ࡞ࢆຠᯝⓗά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᶵᵓෆ㒊ࠊእ㒊ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࡞ࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ேᮦ⫱ᡂࡸ᪂つタഛᑟධࡼࡿ◊✲ࡢ᪂ࡓ࡞ᒎ㛤࡞ࢆྵࡴࠊ㛗ᮇⓗᒎᮃᇶ࡙࠸ࡓᏳ◊✲ࡢ᥎
㐍ࢆせᮃࡋࡓ࠸ࠋ

࣭ᰝㄞࡁㄽᩥࡼࡿᡂᯝබ⾲ᩘࡣࠊᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮యࡋ࡚ࡣᖹᆒࣞ࣋ࣝ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪◊
✲ศ㔝೫ࡾࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓᏳつไά⏝ࡉࢀࡿ㝿㸪ࢹ࣮ࢱࡋ࡚౯್ࡀ㧗࠸ࡢࡣࣆ࣮ࣞࣅ࣮ࣗ
ࢆཷࡅ࡚බหࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱ㢮࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡛㸪ᰝㄞࡁㄽᩥࡼࡿᡂᯝබ⾲ᩘࢆࡉࡽቑࡸࡋ࡚ḧ
ࡋ࠸ࠋ
࣭ᖹᡂ㸰㸰ᖺᗘࡣィ⏬㏻ࡾࡢ㐍ᤖࡀ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭Ᏻᑂᰝ࣭ᇶ‽ࡢᢏ⾡ⓗᨭ࡞つไ┤⤖ࡋࡓ◊✲┠ᶆ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊつไࢽ࣮ࢬࡽぢ࡚
㔜せᛶࡢ㧗࠸ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ
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⚄ࡶࡁࡕࢇホ౯ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒
࣭ᚋࡶ╔ᐇ◊✲ᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᇶ┙ࡢᩚഛࡘ࠸࡚ࠊ୰㛗ᮇⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡇ
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
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㘓 3-2 ➨㸰ᅇᏳ◊✲࣭ホ౯ጤဨ㈨ᩱ

➨ 2 ᅇᏳ◊✲࣭ホ౯ጤဨ㆟ḟ➨
᪥㸸ᖹᡂ 24 ᖺ 2 ᭶ 15 ᪥㸦Ỉ㸧13:30㹼17:30
ሙᡤ㸸ᐩᅜ⏕ࣅࣝ ➨ 5 ㆟ᐊ
   ᮾி㒔༓௦⏣༊ෆᖾ⏫ 2 ┠ 2 ␒ 2 ྕ ᐩᅜ⏕ࣅࣝ 28 㝵

㆟㸸
㸯㸬Ᏻ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᖹᡂ22ᖺᗘ◊✲άືࡢホ౯
㸰㸬せ࡞ᡂᯝ
 ࣭ࣜࢫࢡホ౯࣭⟶⌮ᢏ⾡㛵ࡍࡿ◊✲
 ࣭㍍Ỉ⅔ࡢ㧗ᗘ⏝ཬࡧ᪂ᆺࡢ㍍Ỉ⅔➼㛵ࡍࡿ⇕ỈຊᏳ◊✲
 ࣭ᨺᑕᛶᗫᲠ≀㛵ࡍࡿᏳホ౯◊✲
 ࣭ಶูㄢ㢟ࡢᡂᯝ
㸱㸬ࡑࡢ




㓄㈨ᩱࣜࢫࢺ
㈨ᩱ No.
㆟ḟ➨ ㆟ḟ➨ཬࡧ㈨ᩱࣜࢫࢺ
㈨ᩱ No. Ᏻ◊ホጤ 2-1 Ᏻ◊✲࣭ホ౯ጤဨጤဨྡ⡙
㈨ᩱ No. Ᏻ◊ホጤ 2-2 Ᏻ◊✲࣭ホ౯ጤဨࡢ㐍ࡵ᪉ࡘ࠸࡚
㈨ᩱ No. Ᏻ◊ホጤ 2-3 Ᏻ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᖹᡂ 23 ᖺᗘࡢ◊✲άືཬࡧᚋࡢ◊✲ィ⏬ࡘ
࠸࡚
㈨ᩱ No. Ᏻ◊ホጤ 2-4 ࣜࢫࢡホ౯࣭⟶⌮ᢏ⾡㛵ࡍࡿ◊✲
㈨ᩱ No. Ᏻ◊ホጤ 2-5 ㍍Ỉ⅔ࡢ㧗ᗘ⏝ཬࡧ᪂ᆺࡢ㍍Ỉ⅔➼㛵ࡍࡿ⇕ỈຊᏳ◊✲
㈨ᩱ No. Ᏻ◊ホጤ 2-6 ᨺᑕᛶᗫᲠ≀㛵ࡍࡿᏳホ౯◊✲
㈨ᩱ No. Ᏻ◊ホጤ 2-7 ㍍Ỉ⅔ࡢ㧗ᗘ⏝ᑐᛂࡋࡓ᪂ᆺ⇞ᩱࡢᏳᛶ㛵ࡍࡿ◊✲
㈨ᩱ No. Ᏻ◊ホጤ 2-8 ᮦᩱຎ࣭㧗⤒ᖺᑐ⟇ᢏ⾡㛵ࡍࡿ◊✲
㈨ᩱ No. Ᏻ◊ホጤ 2-9 ᰾⇞ᩱࢧࢡࣝタࡢᏳホ౯㛵ࡍࡿ◊✲
㈨ᩱ No. Ᏻ◊ホጤ 2-10 ᖹᡂ 23 ᖺᗘᡂᯝㄪᰝ⚊
㈨ᩱ No. Ᏻ◊ホጤ 2-11 Ᏻ◊✲࣭ホ౯ࢩ࣮ࢺ
㈨ᩱ No. Ᏻ◊ホጤ 2-12 ಶูㄢ㢟࣭ホ౯ࢩ࣮ࢺ㸦4ㄢ㢟㸧
㸺ཧ⪃㈨ᩱ㸼
㈨ᩱ No. Ᏻ◊ホጤཧ 2-1  ◊✲㛤Ⓨ࣭ホ౯ጤဨタ⨨㐩
㈨ᩱ No. Ᏻ◊ホጤཧ 2-2  Ᏻ◊✲࣭ホ౯ሗ࿌᭩ 㸫ᖹᡂ 22 ᖺᗘ㸫㸦㸧
㈨ᩱ No. Ᏻ◊ホጤཧ 2-3  ᖹᡂ 22 ᖺᗘᏳ◊✲࣭ホ౯ጤဨ㆟㘓㸦㸧
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資料N o.安研評委2‑1
安全研究・評価委員会名簿 （
50音順、敬称略）

氏名

所属・
役職

委員

阿部 清治

(独)原子力安全基盤機構 技術参与

委員

浦田 茂

関西電力(株) 原子力事業本部安全技術グループ
チーフマネジャー

委員

鹿島 光一

(財)電力中央研究所
軽水炉高経年化研究総括プロジェクトリーダー・
首席研究員

委員

関村 直人

東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻 教授

委員

田中 知

東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻 教授

藤城 俊夫

(財)高度情報科学技術研究機構 参与

委員

山口 彰

大阪大学大学院工学研究科工学研究科
環境・
エネルギー工学専攻 教授

委員

山中 伸介

大阪大学大学院工学研究科工学研究科
環境・
エネルギー工学専攻 教授

委員

山中 康慎

東京電力株式会社 原子力設備管理部
原子炉安全技術グループマネージャ

委員

山根 義宏

名古屋大学 名誉教授

委員長
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No.

24

2

2

2

0

15

1

22
JAEA
(

)

(

)

(

)

(

(

(

)

)

(

)
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(
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2

3

6
/JNES
1

3
/
2-3/

1

2-4/

2

2-5/
2-6/

3

+

4

2-7/

5

2-8/

6

2-8
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6
( )-

(+1)

4

(-1)

(

)

+10
+5

+9

0

+4
-1

(

5

)

JNES

(1 5)
(1 5)
(1 5)
(1 5)
(1 5)
(1 5)
(1 5)
(1 5)

2/23 JNES
2/24 JNES
2/27 JNES

- 142 -

2/20
2/20
2/20
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6

(
6

)

4

(

)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(

7

)

(1)
(2)
(3)
(4)

7
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3.

(
2/20

)

8

23

24

3/2

24

22
11

12

1

2

3

4-6

7-9

10-12

1-3
3

2

1
23

22

22

JAEA

23

JNES
H24
2
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No.

2 3

23

24

2

15

2

23
24
(

1

)

40%

4
(1)
1)
2)
NSRR
JMTR
3)
3
4)
5)
6)
7)

1
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1
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24 3
(

)
23

2011

3 11

40
24
(

2012

)

(

1
(1)
(2)
2

)

1

(

2

)

23
4
(1)
1)
(

)CsI

(
(

)
)NSRR

(
(

)
)3

(

)

(

)

(

)

2)
JMTR

3)

4)
5)
6)
7)
(
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)

3
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/

FP
1 3
(

2

)

4

5
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(

)

3PSA

2PSA

AM
SA
SA
AM
SA

(LSTF/

V&V)

6

(1/2)

3

7
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(2/2)

8

(1/2)

354
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㈨ᩱNo
Ᏻ◊ホጤ2 4
㈨ᩱNo.Ᏻ◊ホጤ2䠉4
㈨ᩱNo.Ᏻ◊ホጤ2

ᶵᵓእ⛎

䝸䝇䜽ホ౯䞉⟶⌮ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛◊✲
䝸䝇䜽ホ౯
⟶
⟶⌮ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛◊✲
ᢏ⾡
䛩
✲
䡬ᖹᡂ23ᖺᗘホ౯䡬
ᖹᡂ
ᖹᡂ23ᖺᗘホ౯
ᡂ ᖺᗘホ౯
ᖺᗘ
ᖹᡂ24ᖺ2᭶15᪥
➨2ᅇᏳ◊✲ ホ౯ጤဨ
➨2ᅇᏳ◊✲䞉ホ౯ጤဨ
᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ
ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ
ᮏཎ
◊✲㛤Ⓨᶵᵓ
Ᏻ◊✲䝉䞁䝍䞊
Ᏻ◊✲䝉䞁䝍

ᮏ㈨ᩱ䛿 ⌧Ⅼ䛷䛿⛎ᐦሗ䛜
ᮏ㈨ᩱ䛿䚸⌧Ⅼ䛷䛿⛎ᐦሗ䛜
ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛯䜑䛂⛎ᐦᩥ᭩
ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛯䜑䛂⛎ᐦᩥ᭩䛃ᢅ䛔䛸
ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛯䜑
⛎ᐦᩥ᭩䛃ᢅ䛔䛸
ᢅ䛔䛸
䛺 䛶䛚䜚䜎䛩䛜 ᖹᡂ24ᖺᗘ௨㝆
䛺䛳䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸ᖹᡂ24ᖺᗘ௨㝆
ᡤᐃ䛾ᡭ⥆䛝ᚋ
ᡤᐃ䛾ᡭ⥆䛝ᚋ䚸බ㛤䛔䛯䛧䜎䛩䚹
ᐃ
⥆䛝ᚋ බ㛤䛔䛯䛧䜎䛩
䛩

◊✲ィ⏬䛾ᯟ⤌䜏䛸ᐇ≧ἣ
ẔᄂᆮႸႎẕ

Ẕ ࠰ࡇᚘဒẕ
Ẕ23࠰ࡇᚘဒẕ

䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛾ᩚഛ 㧗ᗘཬ䜃䛭䛾㐺⏝䜢
䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛾ᩚഛ䞉㧗ᗘཬ䜃䛭䛾㐺⏝䜢
㏻䛧䛶 䝸䝇䜽ሗ䜢ά⏝䛧䛯Ᏻつไ䛾ᯟ⤌䜏䛾
㏻䛧䛶㻘
ᵓ⠏➼䛻㈉⊩䛩䜛
ᵓ⠏➼䛻㈉⊩䛩䜛䚹

㔜 ᗘ ౯ᣦᶆ 㐺
㔜せᗘホ౯ᣦᶆ䛾㐺⏝◊✲䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻
㔜せᗘホ౯ᣦᶆ䛾㐺⏝◊✲䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻㻘
✲䜢㐍
䜒
䝸䝇䜽
䝸
䜽
䜢⪃៖䛧䛯ពᛮỴᐃᨭᢏ⾡䛻ᚲせ䛺ᇶ♏䝕䞊䝍䜢
䜢⪃៖
䛯ពᛮỴᐃᨭᢏ⾡
ពᛮỴᐃᨭᢏ⾡ ᚲせ䛺ᇶ♏䝕
ᚲ 䛺ᇶ♏䝕 䝍䜢
ᩚഛ䛩䜛 䜎䛯㻘 ᰾✀⛣⾜ᣲືᐇ㦂䛾ᡂᯝ䜢ᇶ䛻᰾
ᩚഛ䛩䜛䚹䜎䛯㻘
᰾✀⛣⾜ᣲືᐇ㦂
✀
ືᐇ
ᡂᯝ䜢ᇶ䛻᰾
ᯝ
⇞ᩱタ䛾ᨾᙳ㡪ホ౯ᡭἲ䜢ᨵⰋ䛩䜛 㜵⅏ᣦ
⇞ᩱタ䛾ᨾᙳ㡪ホ౯ᡭἲ䜢ᨵⰋ䛩䜛䚹㜵⅏ᣦ
㔪ぢ┤䛧䛻㈨䛩䜛䛯䜑 㜵ㆤᑐ⟇䛾䛯䜑䛾ᣦᶆ䛾᳨
㔪ぢ┤䛧䛻㈨䛩䜛䛯䜑㻘
ウ䜢㛤ጞ䛩䜛 䛥䜙䛻 ᨾ
ウ䜢㛤ጞ䛩䜛䚹䛥䜙䛻㻘
ᨾ䞉ᨾ㞀ཬ䜃㛵㐃ሗ䛾
ᨾ㞀ཬ䜃㛵㐃ሗ䛾
㞟䞉ศᯒ䜢⾜䛖䚹
㞟
ศᯒ䜢⾜䛖
ศᯒ䜢⾜䛖䚹

Ẕᇹ2ɶᚘဒẕ
Ẕᇹ
ɶᚘဒẕ
䝸䝇䜽ሗ䜢ά⏝䛧䛯Ᏻつไ䛻㈨䛩䜛䛯䜑, 䝸䝇䜽
䝸䝇䜽ሗ䜢ά⏝䛧䛯Ᏻつไ䛻㈨䛩䜛䛯䜑
ホ౯䞉⟶⌮ᡭἲ䛾㧗ᗘ䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻
ホ౯
⟶⌮ᡭἲ䛾㧗ᗘ䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻 ཎᏊຊ㜵
⟶⌮ᡭἲ䛾㧗ᗘ䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻㻘
⅏䛻䛚䛡䜛㜵ㆤᑐ⟇ᡓ␎䜢ᥦ䛩䜛 䛥䜙䛻 ཎᏊ
⅏䛻䛚䛡䜛㜵ㆤᑐ⟇ᡓ␎䜢ᥦ䛩䜛䚹䛥䜙䛻,
ຊᨾ䞉ᨾ㞀ሗ䛾㞟㻘
ຊᨾ
ᨾ㞀ሗ䛾㞟 ศᯒ䜢⾜䛖䚹
ᨾ㞀ሗ䛾㞟㻘
ศᯒ䜢⾜䛖

ẔࣖݣẴỦໜܤμᄂᆮᛢ᫆ẕ
II. つไ
つไ䝅
つไ䝅䝇䝔䝮ศ㔝
䝮ศ㔝
ศ㔝
䕿䝸 䜽ሗ ά⏝
䕿䝸䝇䜽ሗ䛾ά⏝
• ☜ᐇ䛥䡡ឤᗘゎᯒᡭἲ䜔㔜せᗘホ౯ᡭἲ䛾ᩚ
☜ᐇ䛥
ᐇ ឤᗘゎᯒᡭἲ䜔㔜せᗘホ౯ᡭἲ
ᗘゎ
ἲ
せᗘ
ἲ ᩚ
ഛ 䝺䝧䝹2
ഛ㻘
䝺䝧䝹2䞉3
3 PSAᡭἲ䛾㧗ᗘ㻘
PSAᡭἲ䛾㧗ᗘ 䝸䝇䜽䜢⪃៖䛧
䛯ពᛮỴᐃᡭἲ䛻㛵䛩䜛◊✲
• ᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹タ䛻ᑐ䛩䜛PSAᡭἲ䛾㧗ᗘ
䕿ᨾ䞉ᨾ㞀せᅉ➼䛾ゎᯒホ౯ᢏ⾡
䕿ᨾ
ᨾ㞀せᅉ➼䛾ゎᯒホ౯ᢏ⾡
• 䝖䝷䝤䝹䜔ᾏእ䛾つไ➼䛻ಀ䜛ሗ䛾㞟
䝖䝷䝤䝹䜔ᾏእ䛾つไ➼䛻ಀ䜛ሗ䛾㞟䞉ศᯒ
ศᯒ
V ཎᏊຊ㜵⅏ศ㔝
V.
䕿ཎᏊຊ㜵⅏ᢏ⾡
• 㜵⅏ᣦ㔪ぢ┤䛧䛾䛯䜑䛾ᢏ⾡ⓗᨭ◊✲
• ᐇຠᛶྥୖ䛾䛯䜑䛾ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬⟇ᐃ䛾ᢏ⾡ⓗ
ᨭ ✲
ᨭ◊✲

Ẕܱ˳Сẕ
㔜せᗘホ౯ᣦᶆ䛺䛹䛾䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛻 䛔䛶
㔜せᗘホ౯ᣦᶆ䛺䛹䛾䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛻䛴䛔䛶
䛿 䝥䝻䝟
䛿㻘
䝥䝻䝟䞊◊✲䛸䛧䛶ᐇ䛧
◊✲䛸䛧䛶ᐇ䛧 ୍㒊JNESཷク䛷㐍
◊✲䛸䛧䛶ᐇ䛧㻘
㒊JNESཷク䛷㐍
䜑䜛 ᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹タ䛻ᑐ䛩䜛PSAᡭἲ䛻䛴䛔
䜑䜛䚹᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹タ䛻ᑐ䛩䜛PSAᡭἲ䛻䛴䛔
䛶䛿 JNES㻘
䛶䛿㻘
JNES ⏘ᴗ⏺䛸ඹྠ䛧㻘
⏘ᴗ⏺䛸ඹྠ䛧 ୰❧ᛶ㻘
୰❧ᛶ ㏱᫂ᛶ䛾☜
ಖ䛻␃ព䛧䛶◊✲䜢㐍䜑䜛 ᨾ ᨾ㞀ศᯒ䜒 㒊
ಖ䛻␃ព䛧䛶◊✲䜢㐍䜑䜛䚹ᨾ䞉ᨾ㞀ศᯒ䜒୍㒊
ಖ䛻␃ព䛧䛶◊✲䜢㐍䜑䜛䚹ᨾ
JNESཷク䛷㐍䜑䜛 㜵ㆤᑐ⟇䛾䛯䜑䛾ᣦᶆ䛻䛴䛔
JNESཷク䛷㐍䜑䜛䚹㜵ㆤᑐ⟇䛾䛯䜑䛾ᣦᶆ䛻䛴䛔
䛶䛿 ཎᏊຊᏳጤဨ㻘
䛶䛿㻘
ཎᏊຊᏳጤဨ JNES㻘
JNES ᆅ᪉⮬య➼䛸
㐃ᦠ
㐃ᦠ䛧䛶᳨ウ䜢⾜䛖
㐃ᦠ䛧䛶᳨ウ䜢⾜䛖䚹
᳨

Ẕٳᢿ ҄٭ ؾሁỆˤ ᚘ
Ẕٳᢿؾỉ҄٭ሁỆˤạᚘဒỉᙸႺẲẕ
ႺẲẕ
(1)せᅉ ≉䛻䛺䛧
(1)せᅉ䠖≉䛻䛺䛧䚹
(2)ኚ᭦ෆᐜ䠖≉䛻䛺䛧
(2)ኚ᭦ෆᐜ䠖≉䛻䛺䛧䚹

Ẕᡶཞඞẕ
⚟ᓥ➨1ཎⓎᨾ䜈䛾㐺ᑐᛂ䛸䛧䛶㻘 䝅䝡䜰䜰䜽䝅
⚟ᓥ➨1ཎⓎᨾ䜈䛾㐺ᑐᛂ䛸䛧䛶
䝕䞁䝖ゎᯒ ⿕䜀䛟⥺㔞ホ౯䛻㔜Ⅼ䜢䝅䝣䝖䛧䛯䛜㻘
䝕䞁䝖ゎᯒ㻘
⿕䜀䛟⥺㔞ホ౯䛻㔜Ⅼ䜢䝅䝣䝖䛧䛯䛜
1
䜋䜌ィ⏬䛹䛚䜚㐍ᤖ䛧䛶䛔䜛
䜋䜌ィ⏬䛹䛚䜚㐍ᤖ䛧䛶䛔䜛䚹
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◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ
Ẕ ࠰ࡇ
Ẕ22࠰ࡇộỂỉಒᙲẕ
ಒᙲẕ
z Ⓨ㟁⏝㍍Ỉ⅔䛻ᑐ䛩䜛PSAᢏ⾡䛻䛴䛔䛶㻘
Ⓨ㟁⏝㍍Ỉ⅔䛻ᑐ䛩䜛 S ᢏ⾡䛻
Ⓨ㟁⏝㍍Ỉ⅔䛻ᑐ䛩䜛PSAᢏ⾡䛻䛴䛔䛶
䝺䝧䝹2
䝧
PSAཬ䜃䝺䝧䝹3
S ཬ䜃 䝧
PSA䛾☜ᐇ䛥ホ౯ᡭ㡰䜢ᩚഛ
S
☜ᐇ䛥ホ౯ᡭ㡰䜢ᩚഛ
䛩䜛䛸䛸䜒䛻 䝺䝧䝹2 PSA(䝋
䛩䜛䛸䛸䜒䛻㻘
PSA((
PSA(䝋䞊䝇䝍䞊䝮ホ౯)䝁䞊䝗THALES2䛻䝶䜴⣲Ꮫゎᯒ䝁䞊䝗䜢⤌䜏㎸䜏䝶䜴⣲
䝇䝍 䝮ホ౯)䝁
䝮ホ౯))
䝗THALES2䛻䝶䜴⣲Ꮫゎᯒ
䝗THALES2䛻䝶䜴⣲Ꮫゎᯒ䝁 䝗䜢⤌䜏㎸䜏䝶䜴⣲
Ꮫᣲື䜢⪃៖䛧䛯
Ꮫᣲື䜢⪃៖䛧䛯䝋䞊䝇䝍䞊䝮ホ౯䜢ᐇ䛧䛯
Ꮫᣲື䜢⪃៖䛧䛯䝋
䝇䝍
䝍 䝮ホ౯䜢ᐇ䛧䛯
䝮ホ౯䜢ᐇ䛧䛯䚹䜎䛯㻘
䜎䛯 䝸䝇䜽ホ౯⤖ᯝ䛾௦⾲್䜈䛾䝰䝕䝹ධຊኚᩘ䛾
䝸 䜽ホ౯⤖ᯝ䛾௦⾲್
⾲
䛾 䝕 ධຊኚᩘ䛾
ᙳ㡪䜢ㄪ䜉䜛䛯䜑䛾㔜せᗘホ౯ᣦᶆ䜢ᥦ䛩䜛䛸䛸䜒䛻 ᨺᑕ⥺㜵ㆤศ㔝䛷䛾㈝⏝౽┈ศᯒ䛻䛚䛡䜛༢
ᙳ㡪䜢ㄪ䜉䜛䛯䜑䛾㔜せᗘホ౯ᣦᶆ䜢ᥦ䛩䜛䛸䛸䜒䛻㻘
㞟ᅋ⥺㔞䛾㈌ᖯ౯್䛻䛴䛔䛶ᶆ‽ⓗ䛺ᡭἲ䛷䛒䜛ேⓗ㈨ᮏἲཬ䜃ᨭᡶពᛮ㢠ἲ䛻䜘䜛ホ౯䜢⾜ 䛯
㞟ᅋ⥺㔞䛾㈌ᖯ౯್䛻䛴䛔䛶ᶆ‽ⓗ䛺ᡭἲ䛷䛒䜛ேⓗ㈨ᮏἲཬ䜃ᨭᡶពᛮ㢠ἲ䛻䜘䜛ホ౯䜢⾜䛳䛯䚹
z ᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹タ䛻ᑐ䛩䜛PSAᡭἲ䛻䛴䛔䛶㻘
᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹タ䛻ᑐ䛩䜛PSAᡭἲ䛻䛴䛔䛶 ฎ⌮タ䛷䛾௦⾲ⓗ䛺ᨾ㇟䛻㛵㐃䛩䜛ᐇ㦂
䝕䞊䝍䛾ㄪᰝ䛛䜙ゎỴ䛩䜉䛝ㄢ㢟➼䜢᫂䜙䛛䛻䛧
䝕
䝍䛾ㄪᰝ䛛䜙ゎỴ䛩䜉䛝ㄢ㢟➼䜢᫂䜙䛛䛻䛧 ᡃ䛜ᅜ䛷ึ䜑䛶つไᨭᶵ㛵䛸ᴗ⪅䛻䜘䜛ඹྠ◊
䝍䛾ㄪᰝ䛛䜙ゎỴ䛩䜉䛝ㄢ㢟➼䜢᫂䜙䛛䛻䛧㻘
✲䛾ᯟ⤌䜏䜢ᵓ⠏䛧䛶ᨾᨺᑕᛶ≀㉁⛣⾜ᣲື䛻㛵䛩䜛◊✲䜢㐍䜑䛯 ≉䛻 㧗䝺
✲䛾ᯟ⤌䜏䜢ᵓ⠏䛧䛶ᨾᨺᑕᛶ≀㉁⛣⾜ᣲື䛻㛵䛩䜛◊✲䜢㐍䜑䛯䚹≉䛻
✲䛾ᯟ⤌䜏䜢ᵓ⠏䛧䛶ᨾᨺᑕᛶ≀㉁⛣⾜ᣲື䛻㛵䛩䜛◊✲䜢㐍䜑䛯䚹≉䛻㻘
㧗䝺䝧䝹⃰⦰ᗫᾮ㈓
䝹⃰⦰ᗫᾮ㈓
ᵴ䛾Ἓ㦐䞉ᅛ㇟䛷䛾Ἓ㦐ึᮇ䛾ᗫᾮ䛾≀ᛶ䜢ᶍᨃ䛩䜛䝰䝕䝹䛸㻘
ᵴ䛾Ἓ㦐
ᅛ㇟䛷䛾Ἓ㦐ึᮇ䛾ᗫᾮ䛾≀ᛶ䜢ᶍᨃ䛩䜛䝰䝕䝹䛸 ᨺᑕᛶ≀㉁䛾ᗫᾮ䛛䜙Ẽ┦
ᅛ㇟䛷䛾Ἓ㦐ึᮇ䛾ᗫᾮ䛾≀ᛶ䜢ᶍᨃ䛩䜛䝰䝕䝹䛸㻘
ᨺᑕᛶ≀㉁䛾ᗫᾮ䛛䜙Ẽ┦䜈䛾
䛾
⛣⾜ᣲື䜢ᶍᨃ䛩䜛ᶵᵓㄽⓗ䝰䝕䝹䜢ᩚഛ䛧䛯
⛣⾜ᣲື䜢ᶍᨃ䛩䜛ᶵᵓㄽⓗ䝰䝕䝹䜢ᩚഛ䛧䛯䚹䜎䛯㻘
⛣⾜ᣲື䜢ᶍᨃ䛩䜛ᶵᵓㄽⓗ
ᶍ
ᵓㄽ
䝕䝹䜢ᩚഛ䛧䛯䚹䜎䛯㻘
䝕
ᩚ
䜎䛯 ฎ⌮タ
ฎ⌮タPSA⏝ᨾ㞀⋡䝕䞊䝍䛾䝧䞊䝈ᡭἲ䛻

S ⏝ᨾ㞀⋡䝕
㞀 䝕 䝍䛾
䝈
䝈ᡭἲ䛻
䜘䜛ᑟฟ䜢⤊䛧䛯䚹
䜘䜛ᑟฟ䜢⤊䛧䛯
䜛ᑟฟ䜢⤊
䛯
z OECD/NEA-IAEA䛾㇟ሗ࿌䝅䝇䝔䝮(IRS)ཬ䜃ᅜ㝿ཎᏊຊ㇟ホ౯ᑻᗘ(INES)䛻ሗ࿌䛥䜜䛯䜢
OECD/NEA IAEA ㇟ሗ࿌䝅
䝅 䝔䝮(IRS)ཬ䜃ᅜ㝿ཎᏊຊ㇟ホ౯ᑻᗘ(INES)䛻ሗ࿌䛥䜜䛯䜢
(
)
(
)
ศᯒ䛧 㛵ಀᶵ㛵➼䜈䛾ᥦ౪䛻䜘䜚▱ぢ䜔ᩍカ䛾ඹ᭷䜢ᅗ䛳䛯
ศᯒ䛧㻘㻌㛵ಀᶵ㛵➼䜈䛾ᥦ౪䛻䜘䜚▱ぢ䜔ᩍカ䛾ඹ᭷䜢ᅗ䛳䛯䚹
㛵ಀᶵ㛵➼ 䛾ᥦ౪䛻䜘䜚▱ぢ䜔ᩍカ䛾ඹ᭷䜢ᅗ 䛯
z ཎᏊຊ㜵⅏䛻㛵䛩䜛㐺⏝◊✲䛷䛿㻘
ཎᏊຊ㜵⅏䛻㛵䛩䜛㐺⏝◊✲䛷䛿 䝺䝧䝹3 PSAᡭἲ䜢⏝䛔䛶㻘
PSAᡭἲ䜢⏝䛔䛶 ▷ᮇ㜵ㆤᑐ⟇䠄ᒇෆ㏥㑊㻘
▷ᮇ㜵ㆤᑐ⟇䠄ᒇෆ㏥㑊 㑊㞴㻘
㑊㞴 Ᏻᐃ䝶
䜴⣲ண㜵᭹⏝䠅䛾」ྜⓗᐇᡓ␎䜢ᑐ㇟䛻 ᭱㐺䛺㜵ㆤᣦᶆ㻘
䜴⣲ண㜵᭹⏝䠅䛾」ྜⓗᐇᡓ␎䜢ᑐ㇟䛻㻘
᭱㐺䛺㜵ㆤᣦᶆ ᐇ⠊ᅖ㻘
ᐇ⠊ᅖ ᐇᮇ➼䜢ศᯒ䛧ᢏ⾡ⓗ
ㄢ㢟䜢䜎䛸䜑䛯 ⅏ᐖᪧᮇ䛻䛚䛡䜛୍⛣㌿䛾ᑟධཬ䜃ゎ㝖䝺䝧䝹䛻䛴䛔䛶㈝⏝౽┈䛾ほⅬ䛛䜙ศ
ㄢ㢟䜢䜎䛸䜑䛯䚹⅏ᐖᪧᮇ䛻䛚䛡䜛
⅏ᐖᪧᮇ䛻䛚䛡䜛 ⛣㌿䛾ᑟධཬ䜃ゎ㝖䝺䝧䝹䛻䛴䛔䛶㈝⏝౽┈䛾ほⅬ䛛䜙ศ
ᯒ䛧 ᢏ⾡ⓗㄢ㢟䜢ᢳฟ䛧䛯䚹㑊㞴䛻ᙳ㡪䜢䛘䜛せᅉ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛯䜑䛻㻘
ᯒ䛧㻘
ᢏ⾡ⓗㄢ㢟䜢ᢳฟ䛧䛯 㑊㞴䛻ᙳ㡪䜢䛘䜛せᅉ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛯䜑䛻 ⮬↛⅏ᐖሗ䛾ㄪᰝ
ᢏ⾡ⓗㄢ㢟䜢ᢳฟ䛧䛯䚹㑊㞴䛻ᙳ㡪䜢䛘䜛せᅉ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛯䜑䛻
⮬↛⅏ᐖሗ䛾ㄪᰝ䞉ศ
ศ
ᯒ 㑊㞴㊥㞳ศᕸ᥎ᐃ㻘
ᯒ㻘
㑊㞴㊥㞳ศᕸ᥎ᐃ 㜵ㆤᑐ⟇䛻㛵䛩䜛ఫẸ䛾ព㆑ㄪᰝ䜢ᐇ䛧䛯䚹䜎䛯㻘
㜵ㆤᑐ⟇䛻㛵䛩䜛ఫẸ䛾ព㆑ㄪᰝ䜢ᐇ䛧䛯 䜎䛯 ⥭ᛴᑓ㛛ᐙᨭ䛾䛯䜑
㜵ㆤᑐ⟇䛻㛵䛩䜛ఫẸ䛾ព㆑ㄪᰝ䜢ᐇ䛧䛯䚹䜎䛯
䛾䝒 䝹䛾ᨵⰋ䜢⾜䛳䛯䚹
䛾䝒䞊䝹䛾ᨵⰋ䜢⾜䛳䛯䚹
䝹䛾ᨵⰋ䜢⾜䛳䛯

2

◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ䠄 䛵䛝䠅
◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ䠄䛴䛵䛝䠅
䛝䠅
Ẕ23࠰ࡇỉܱϋܾ ᢋႸểௐẕ
Ẕ23࠰ࡇỉܱϋܾᵊ
Ẕ23࠰ࡇỉܱϋܾᵊᴾᢋႸểௐẕ
ᐇෆᐜ
䐟䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛾ᩚഛ䛷䛿 䝺
䐟䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛾ᩚഛ䛷䛿㻘
䝧䝹2
䝹2 PSA
PSA䝁 䝗䛻
PSA䝁䞊䝗䛻䛴䛔䛶⚟ᓥᨾ
䝗䛻䛴䛔䛶⚟ᓥᨾ
䛔䛶⚟ᓥᨾ
ホ౯⏝ධຊ䝕䞊䝍䛾సᡂ䚹䝁䞊䝗
ホ౯⏝ධຊ䝕
䝍䛾సᡂ 䝁 䝗
䝍䛾సᡂ䚹
䛸䛾ẚ㍑᳨ウཬ䜃ㄢ㢟ᢳฟ
䛸䛾ẚ㍑᳨ウཬ䜃ㄢ㢟ᢳฟ䚹䝺䝧䝹
䛸䛾ẚ㍑᳨ウཬ䜃ㄢ㢟ᢳฟ䚹䝺
㍑᳨
䜃
䝺䝧䝹
䝹
3 PSA䝁
PSA䝁䞊䝗䛻䜘䜛᭱᪂䛾Ẽ㇟䝕䞊
䝗䛻䜘䜛᭱᪂
䝗䛻䜘䜛᭱᪂䛾Ẽ㇟䝕
Ẽ㇟
Ẽ㇟䝕
䝍䜢⏝䛔䛯⎔ቃᙳ㡪ホ౯䛾ᐇ
䝍䜢⏝䛔䛯⎔ቃᙳ㡪ホ౯䛾ᐇ䚹
䐠㔜せᗘホ౯ᡭἲ 㐺⏝◊✲ 䛿
䐠㔜せᗘホ౯ᡭἲ䛾㐺⏝◊✲䛷䛿
䐠㔜せᗘホ౯ᡭἲ䛾㐺⏝◊✲䛷䛿㻘
䐠
ᥦ䛧䛯㔜せᗘᣦᶆ䜢PSA䝰䝕䝹䛻
㐺⏝
㐺⏝䚹
䐡㈝⏝౽┈ศᯒ䛾ᇶ♏䝕䞊䝍ᩚഛ䛷
䐡㈝⏝౽┈ศᯒ䛾ᇶ♏䝕
䝍ᩚഛ䛷
䛿 ♫ㄪᰝ䜢ᐇ䛧ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
䛿㻘
䛾ᨾ䛜ཎᏊຊ䛻㛵䛩䜛♫ⓗព
ᛮỴᐃ䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䜢ศᯒ
ᛮỴᐃ䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䜢ศᯒ䚹
䐢᰾⇞ᩱタ䛾PSAᡭἲᩚഛ䛷䛿
䐢᰾⇞ᩱタ䛾PSAᡭἲᩚഛ䛷䛿㻘
ฎ⌮タ䛾㧗䝺䝧䝹⃰⦰ᗫᾮ㈓
ฎ⌮タ䛾㧗䝺
䝹⃰⦰ᗫᾮ㈓
ᵴ䛾Ἓ㦐䞉ᅛ䛾Ἓ㦐ᬌᮇ䛻䛚䛡
ᵴ䛾Ἓ㦐
ᅛ䛾Ἓ㦐ᬌᮇ䛻䛚䛡
䜛Ru䛾⛣⾜㔞ホ౯䝰䝕䝹䛾సᡂ
䜛Ru䛾⛣⾜㔞ホ౯䝰䝕䝹䛾సᡂ䚹
䜛
⛣⾜㔞ホ౯ 䝕
సᡂ
సᡂ䚹
䐣ᨾ ᨾ㞀 ศᯒ 䛿 IRS(83௳)
䐣ᨾ䞉ᨾ㞀䛾ศᯒ䛷䛿
䐣ᨾ䞉ᨾ㞀䛾ศᯒ䛷䛿㻘
䐣
S(( ௳))
ཬ䜃INES(22௳)䛾䜢ศᯒ
ཬ䜃INES(22௳)䛾䜢ศᯒ䚹⡿ᅜ
(
)
⡿ᅜ
つไሗ(35௳)
つไሗ(35௳)㻘
(
) 㐣ཤ䛾IRS䛾
(85௳)䛾ෆᐜ䜢ศᯒ
((85௳)䛾ෆᐜ䜢ศᯒ䚹
)

㐩ᡂ┠ᶆ
䐟䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛾ᩚഛ䛷
䛿 䝺
䛿㻘
䝺䝧䝹2
䝹2 PSA䝁
PSA䝁䞊䝗䛾⢭ᗘྥ
䝗䛾⢭ᗘྥ
ୖ䜢ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻 䝺
ୖ䜢ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻㻘
䝺䝧䝹3
䝹3 PSA
䝁䞊䝗䛾ゎᯒ䛻ᚲせ䛺Ẽ㇟䝕䞊
䝁
䝗䛾ゎᯒ䛻ᚲせ䛺Ẽ㇟䝕
䝍䛺䛹䛾䝟䝷䝯
䝍䛺䛹䛾䝟䝷䝯䞊䝍䜢ᣑᙇᩚഛ䛩
䝍䛺䛹䛾
䝷䝯 䝍䜢ᣑᙇᩚഛ䛩
䜛䚹
䜛䚹
䐠㔜せᗘホ౯ᡭἲ
䐠㔜せᗘホ౯ᡭἲ䛾㐺⏝◊✲䛷
䐠
せᗘホ౯ᡭἲ 㐺
㐺⏝◊✲
✲
䛿 㻘 ᥦ䛧䛯ᡭἲ䛾᭷ຠᛶ䜢☜
䛿㻘
ᥦ䛧䛯ᡭἲ
ἲ ᭷ຠᛶ䜢☜
ㄆ䛩䜛
ㄆ䛩䜛䚹
䐡㈝⏝౽┈ศᯒ䛾ᇶ♏䝕䞊䝍ᩚ
䐡㈝⏝౽┈ศᯒ䛾ᇶ♏䝕
䝍ᩚ
ഛ䛷䛿 ㈝⏝౽┈ศᯒᡭἲ䛾㐺
ഛ䛷䛿㻘
⏝ᛶ᳨ウ䛸ศᯒ䛻ᚲせ䛺ᇶ♏
䝕䞊䝍䜢ᩚഛ䛩䜛䚹
䝕
䝍䜢ᩚഛ䛩䜛
䝍䜢ᩚഛ䛩䜛䚹
䐢᰾⇞ᩱタ䛾PSAᡭἲᩚഛ䛷
䛿 ฎ⌮タ䛾㐣㓞ᨾ䛷䛾
䛿㻘
ᨺᑕᛶ≀㉁⛣⾜ᣲື䛾ゎᯒ䛻
ᚲせ䛺䝰䝕䝹䜢ᩚഛ䛩䜛
ᚲせ䛺䝰䝕䝹䜢ᩚഛ䛩䜛䚹
ᚲせ䛺
䛺 䝕
䝕䝹䜢ᩚഛ䛩䜛䚹
䜢ᩚഛ䛩
䐣
䐣ᨾ䞉ᨾ㞀䛾ศᯒ䛷䛿
䐣ᨾ䞉ᨾ㞀䛾ศᯒ䛷䛿㻘
䐣ᨾ
ᨾ㞀䛾ศᯒ䛷䛿㻘 ศᯒ⤖
ᯝ䜢㛵ಀᶵ㛵䛻㓄ᕸ䛧
ᯝ䜢㛵ಀᶵ㛵䛻㓄ᕸ䛧㻘
ᯝ䜢㛵ಀᶵ㛵
䜢 ಀᶵ
㓄ᕸ䛧㻘
ᕸ
▱
▱ぢ䜔
ᩍカ䛾ඹ᭷䜢ᅗ䜛
ᩍカ䛾ඹ᭷䜢ᅗ䜛䚹

ᡂᯝ
䐟䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛾ᩚഛ䛷䛿
䐟䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛾ᩚഛ䛷䛿㻘
䝺䝧䝹2
䝺
䝹2 PSA䝁
PSA䝁䞊䝗䛻䜘䜛⚟ᓥ
䝗䛻䜘䜛⚟ᓥ
ᨾ䛾ゎᯒ ጇᙜᛶ᳨ウཬ䜃ㄢ㢟
ᨾ䛾ゎᯒ㻘
ᢳฟ䛻╔ᡭ 䝺䝧䝹3
ᢳฟ䛻╔ᡭ䚹䝺䝧䝹3
ᢳฟ䛻╔ᡭ䚹䝺
䝹3 PSA䝁
PSA䝁䞊䝗
䝗
OSCAAR䛻䜘䜛ホ౯⤖ᯝ䛻䛴䛔
OSCAAR䛻䜘䜛ホ౯⤖ᯝ䛻
䛔
䛶ᅜෆ㆟䛷Ⓨ⾲
䛶ᅜෆ㆟䛷Ⓨ⾲䚹
㆟
⾲
䐠
䐠㔜せᗘホ౯ᡭἲ䛾㐺⏝◊✲䛷
㐺
䛿㻘 ཷື
䛿㻘
ཷືⓗᔂቯ⇕㝖ཤ⣔
ཷືⓗᔂቯ⇕㝖ཤ⣔䛾PSA
ᔂቯ⇕㝖 ⣔
䝰䝕䝹䛻㐺⏝䛧ㄽᩥ䛸䛧䛶Ⓨ⾲
䝰䝕䝹䛻㐺⏝䛧ㄽᩥ䛸䛧䛶Ⓨ⾲䚹
䝕 䛻㐺⏝䛧ㄽᩥ䛸䛧 Ⓨ⾲
⾲
䐡㈝⏝౽┈ศᯒ ᇶ♏䝕 䝍ᩚ
䐡㈝⏝౽┈ศᯒ䛾ᇶ♏䝕䞊䝍ᩚ
䐡㈝⏝౽┈ศᯒ䛾ᇶ♏䝕
䐡㈝
ഛ䛷䛿 ♫ㄪᰝ䜢ᐇ䛧䛶㈝
ഛ䛷䛿㻘
⏝౽┈ศᯒ䜢㐺⏝䛩䜛㝿䛾ㄢ㢟
䜢ᢳฟ䛧JNES䛻ሗ࿌
䜢ᢳฟ䛧JNES䛻ሗ࿌䚹
䐢᰾⇞ᩱタ䛾PSAᡭἲᩚഛᐇ
㦂䝕䞊䝍䛸䛾ẚ㍑䛛䜙సᡂ䛧䛯䝰
㦂䝕
䝍䛸䛾ẚ㍑䛛䜙సᡂ䛧䛯䝰
䝕䝹䛾᭷ຠᛶ䜢☜ㄆ ᐇᶵ䛷䛾
䝕䝹䛾᭷ຠᛶ䜢☜ㄆ䚹ᐇᶵ䛷䛾
⛣⾜㔞䜢᥎ᐃ
⛣⾜㔞䜢᥎ᐃ䚹
䐣
䐣ᨾ䞉ᨾ㞀䛾ศᯒ䛷䛿
䐣ᨾ䞉ᨾ㞀䛾ศᯒ䛷䛿㻘
䐣ᨾ
ᨾ㞀䛾ศᯒ䛷䛿㻘 IRS(㠀
බ㛤)ศᯒ⤖ᯝ䜢ཎᏳጤ
බ㛤)ศᯒ⤖ᯝ䜢ཎᏳጤ㻘
ᯒ⤖ 䜢 Ᏻጤ ಖᏳ㝔㻘
ಖᏳ㝔
JNES㻘 㟁ຊ
JNES㻘
㟁ຊ䛻㓄ᕸ
㟁ຊ䛻㓄ᕸ䚹INESヂ
㓄ᕸ䚹
ᕸ INESヂ
ヂ
ሗ䜢䜲 䝍 䝛 䝖ୖ බ㛤
ሗ䜢䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ୖ䛷බ㛤
ሗ䜢䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ୖ䛷බ㛤䚹
ሗ
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◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ䠄 䛵䛝䠅
◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ䠄䛴䛵䛝䠅
䛝䠅
Ẕ23࠰ࡇỉܱϋܾ ᢋႸểௐẕ ếỀẨ
Ẕ23࠰ࡇỉܱϋܾᵊᴾᢋႸểௐẕ
ᐇෆᐜ
䐤ཎᏊຊ㜵⅏䛻ಀ䜟䜛◊✲䛷䛿
䐤ཎᏊຊ㜵⅏䛻ಀ䜟䜛◊✲䛷䛿㻘
䝺䝧䝹3 PSAᡭἲ䛻䜘䜛㜵ㆤᥐ
⨨⠊ᅖ➼䛾᳨ウ ᭱᪂䛾⥺㔞ホ
⨨⠊ᅖ➼䛾᳨ウ㻘
౯ᡭἲ䜢⏝䛔䛯බ⾗䛾ෆ㒊⿕䜀
䛟⥺㔞ホ౯䛻ᚲせ䛺ẚ྾ྜ
䛾ヨ⟬
䛾ヨ⟬䚹
䐥
䐥⚟ᓥ➨1ཎⓎᨾᑐᛂ䛷䛿
䐥⚟ᓥ➨1ཎⓎᨾᑐᛂ䛷䛿㻘
䐥⚟ᓥ➨
ཎⓎᨾᑐᛂ䛷䛿㻘

ཎᏊ
⅔ᐜ
⅔ᐜჾෆ䛷䛾Cs䛾ᨺฟ㔞䛾᥎
⅔ᐜჾෆ
ᨺฟ㔞
ᨺฟ㔞 ᥎
ᐃ䜢 䛖
ᐃ䜢⾜䛖䛯䜑䛾⡆᫆䝰䝕䝹ᵓ⠏
ᐃ䜢⾜䛖䛯䜑䛾⡆᫆䝰䝕䝹ᵓ⠏䚹
ᐃ䜢⾜䛖䛯䜑䛾⡆᫆
⡆
䝕
䝕䝹ᵓ⠏䚹
ᵓ⠏
ಶே⥺㔞
ಶே⥺㔞ཬ䜃㞟ᅋ䛸䛧䛶䛾ᅇ㑊
ಶ
ே⥺㔞ཬ䜃㞟ᅋ
䜃㞟 䛸
ᅇ㑊
㑊
⥺㔞➼䛾᳨ウ බ⾗(ᡂே)䛾ಶ
⥺㔞➼䛾᳨ウ䚹බ⾗(ᡂே)䛾ಶ
(
)
ே⥺㔞 ᐃ䜢ᐇ䚹
ᐃ䜢ᐇ

㐩ᡂ┠ᶆ
䐤ཎᏊຊ㜵⅏䛻ಀ䜟䜛◊✲䛷䛿
䐤ཎᏊຊ㜵⅏䛻ಀ䜟䜛◊✲䛷䛿㻘
䝺䝧䝹3
䝺
䝹3 PSAᡭἲ䛻䜘䜛ゎᯒ䛸ᡭ
ἲ䛾䜰䝑䝥䝕䞊䝖䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻
ἲ䛾䜰䝑䝥䝕
䝖䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻
䝖䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻㻘
ホ౯⤖ᯝ䜢㛵ಀᶵ㛵䛻♧䛧 ▱ぢ
ホ౯⤖ᯝ䜢㛵ಀᶵ㛵䛻♧䛧㻘
䜔ᩍカ䛾ඹ᭷䜢ᅗ䜛
䜔ᩍカ䛾ඹ᭷䜢ᅗ䜛䚹
ᩍ
᭷
䐥⚟ᓥ➨ ཎⓎ
䐥⚟ᓥ➨1ཎⓎᨾᑐᛂ䛷䛿
䐥⚟ᓥ➨1ཎⓎᨾᑐᛂ䛷䛿㻘
ཎⓎᨾᑐᛂ 䛿㻘 ⅔
ෆ≧ែᢕᥱ
ෆ≧ែᢕᥱ䛾᥎ᐃ䛻ᙺ❧䛴ሗ
≧ែᢕᥱ ᥎ᐃ ᙺ❧
ᙺ
ሗ
䜢ᥦ౪䛩䜛 ᚋ䛾⥲ྜⓗ䛺⥭ᛴ
䜢ᥦ౪䛩䜛䚹ᚋ䛾⥲ྜⓗ䛺⥭ᛴ
ᚋ ⥲ྜⓗ䛺⥭ᛴ
㜵ㆤᡓ␎䜢᳨ウ䛩䜛ୖ䛷⪃៖䛩
䜉䛝ᇶ‽➼䜢ᩚഛ䛩䜛 ⌧Ꮡ⿕䜀
䜉䛝ᇶ‽➼䜢ᩚഛ䛩䜛䚹⌧Ꮡ⿕䜀
䛟≧ἣ䛻⨨䛛䜜䛯බ⾗䛾⿕䜀䛟⥺
㔞䜢ホ౯ ⟶⌮䛩䜛䚹
㔞䜢ホ౯㻘
⟶⌮䛩䜛

ᡂᯝ
䐤ཎᏊຊ㜵⅏䛻ಀ䜟䜛◊✲䛷䛿
䐤ཎᏊຊ㜵⅏䛻ಀ䜟䜛◊✲䛷䛿㻘
䝺䝧䝹3
䝺
䝹3 PSA ᡭἲ䛻䜘䜛ホ౯⤖
ᯝ䜢ཎᏳጤ䛻ᥦ౪ ᭱᪂䛾ICRP
ᯝ䜢ཎᏳጤ䛻ᥦ౪䚹᭱᪂䛾ICRP
ேయ䝰䝕䝹➼䜢⏝䛔䛯⏥≧⭢䛻
ᑐ䛩䜛ගᏊ䞉㟁Ꮚ䛾ẚ྾ྜ
ᑐ䛩䜛ගᏊ
㟁Ꮚ䛾ẚ྾ྜ
䜢ホ౯䛧ㄽᩥⓎ⾲
䜢ホ౯䛧ㄽᩥⓎ⾲䚹
䜢ホ౯
ㄽᩥⓎ⾲
ㄽᩥⓎ⾲䚹
䐥ᵓ⠏
䐥ᵓ⠏䛧䛯䝰䝕䝹䜢ಖᏳ㝔
䐥ᵓ⠏䛧䛯䝰䝕䝹䜢ಖᏳ㝔㻘
䐥ᵓ⠏䛧䛯
䝕䝹䜢ಖᏳ㝔㻘
䝕 䜢ಖᏳ㝔 ᮾ㟁
ᮾ
䛻ᥦ౪䛧ㄽᩥ䛸䛧䛶Ⓨ⾲
䛻ᥦ౪䛧ㄽᩥ䛸䛧䛶Ⓨ⾲䚹Ỉ㐨Ỉ
ᥦ౪ ㄽᩥ
ㄽᩥ䛸
Ⓨ⾲䚹Ỉ㐨Ỉ
Ⓨ⾲ Ỉ㐨Ỉ
ᦤྲྀไ㝈䛻
ᦤྲྀไ㝈䛻䛴䛔䛶බ⾗䛾ᅇ㑊⥺
ᦤ
㝈
බ⾗ ᅇ㑊⥺
⥺
㔞ホ౯⤖ᯝ䜢ㄽᩥ䛸䛧䛶Ⓨ⾲
㔞ホ౯⤖ᯝ䜢ㄽᩥ䛸䛧䛶Ⓨ⾲䚹
ఫẸ䛾ಶே⥺㔞䜢 ᐃ㻘
ᐃ ศᯒ䛧
ෆ㛶ᗓཬ䜃JNES䛻ሗ࿌
ෆ㛶ᗓཬ䜃JNES䛻ሗ࿌䚹

Ẕௐỉဇẕ
z 䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛿㻘
䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛿
ᢏ
㻘 䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛾つไせ௳䜔㜵⅏ᣦ㔪䛾ᨵゞ➼䛻᭷⏝䛺ሗ䜢ᥦ౪䚹
䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛾つไせ௳䜔㜵⅏ᣦ㔪䛾ᨵゞ➼䛻᭷⏝䛺ሗ䜢ᥦ౪
つ せ
㜵
㔪 ᨵ
ሗ
z 㔜せᗘホ౯ᣦᶆ䜔㈝⏝౽┈ศᯒ䛾ᇶ♏䝕
㔜せᗘホ౯ᣦᶆ䜔㈝⏝౽┈ศᯒ䛾ᇶ♏䝕䞊䝍䛿
䝍䛿 䝸䝇䜽䜢⪃៖䛧䛯ពᛮỴᐃᡭἲ䛾䝧䞊䝇䛸䛺䜛䚹
䝍䛿㻘㻌䝸䝇䜽䜢⪃៖䛧䛯ពᛮỴᐃᡭἲ䛾䝧
䝸䝇䜽䜢⪃៖䛧䛯ពᛮỴᐃᡭἲ䛾䝧 䝇䛸䛺䜛䚹
䝇䛸䛺䜛
z ฎ⌮タ䛾㐣㓞ᨾ䛾ᨺᑕᛶ≀㉁⛣⾜ᣲືホ౯䝰䝕䝹䛿㻘㻌ṧవ䛾䝸䝇䜽ホ౯䛻ά⏝䛥䜜䜛ぢ㎸䜏䚹
ฎ⌮タ䛾㐣㓞ᨾ䛾ᨺᑕᛶ≀㉁⛣⾜ᣲືホ౯䝰䝕䝹䛿
ฎ⌮タ䛾㐣㓞ᨾ䛾ᨺᑕᛶ≀㉁⛣⾜ᣲືホ౯
䝕䝹䛿㻘 ṧవ䛾䝸
ṧవ䛾䝸䝇䜽ホ౯䛻ά⏝䛥䜜䜛ぢ㎸䜏
䜽ホ౯ ά⏝䛥䜜䜛ぢ㎸䜏䚹
z ᨾ
ᨾ䞉ᨾ㞀䛾ศᯒ䛿
ᨾ㞀䛾ศᯒ䛿 㛵ಀᶵ㛵䛻⥅⥆ⓗ䛻㓄ᕸ䛧 つไ䜔タ䛾Ᏻᛶྥୖ䛾᳨ウ䛻᭷⏝䛺ሗ䜢ᥦ౪
ᨾ㞀䛾ศᯒ䛿㻘㻌㛵ಀᶵ㛵䛻⥅⥆ⓗ䛻㓄ᕸ䛧㻘㻌つไ䜔タ䛾Ᏻᛶྥୖ䛾᳨ウ䛻᭷⏝䛺ሗ䜢ᥦ౪䚹
z 䝪䜽䝉䝹䝰䝕䝹䜢⏝䛔䛯ෆ㒊⿕䜀䛟⥺㔞ホ౯ᡭἲ䛿㻘
䝪䜽䝉䝹䝰䝕䝹䜢⏝䛔䛯ෆ㒊⿕䜀䛟⥺㔞ホ౯ᡭἲ䛿 ⚟ᓥཎⓎᨾ䛾⥺㔞ᵓ⠏䛻ά⏝䛥䜜䜛ぢ㎸䜏䚹
⚟ᓥཎⓎᨾ䛾⥺㔞ᵓ⠏䛻ά⏝䛥䜜䜛ぢ㎸䜏
z ⚟ᓥ➨1ཎⓎᨾᑐᛂ䛸䛧䛶ᵓ⠏䛧䛯Csᨺฟ䝰䝕䝹䛿㻘
⚟ᓥ➨1ཎⓎᨾᑐᛂ䛸䛧䛶ᵓ⠏䛧䛯C ᨺฟ 䝕 䛿 ᮾ㟁䛜୰ᮇⓗᏳ☜ಖ䛾᳨ウ䜔⅔ᚰ≧ἣ䛾᥎ᐃ䛻ᛂ⏝䛧ሗ࿌᭩
⚟ᓥ➨1ཎⓎᨾᑐᛂ䛸䛧䛶ᵓ⠏䛧䛯Csᨺฟ䝰䝕䝹䛿
䛸䛧䛶බ⾲䚹
䛸䛧䛶බ⾲
Ẕௐ πẕ
Ẕௐỉπẕ
z ㄽᩥ7௳㻘㻌ᢏ⾡ሗ࿌3௳㻘㻌ᅜ㝿㆟ሗ࿌5௳㻘㻌ཱྀ㢌Ⓨ⾲13௳㻘㻌ཷクሗ࿌᭩➼2௳䚹
ㄽᩥ7௳ ᢏ⾡ሗ࿌3௳ ᅜ㝿㆟ሗ࿌5௳ ཱྀ㢌Ⓨ⾲13௳ ཷクሗ࿌᭩➼2௳
4

( )
䛺ᡂᯝ (1/4)
z ⏥≧⭢➼౯⥺㔞䠄131I 㻘㻘㻌ᑠඣ䠅䛾ホ౯⤖ᯝ
ᑠඣ䠅䛾ホ౯⤖ᯝ

྾ධᦤྲྀ䛻䜘䜛බ⾗䛾ෆ㒊⿕䜀䛟⥺㔞ホ౯

*ᒇእ䛻ᅾ䛧⥆䛡䛯䛸௬ᐃ
ᒇእ䛻ᅾ䛧⥆䛡䛯䛸௬ᐃ

㻨ෆᐜ㻪
z 131I䛾྾ධᦤྲྀ䛻䜘䜛⏥≧⭢⿕䜀䛟⥺㔞
ᦤ
⭢⿕䜀 ⥺
䛾྾ධᦤྲྀ䛻䜘䜛⏥≧⭢⿕䜀䛟⥺㔞
⎔ቃ䝰䝙䝍䝸䞁䜾䝕
䝍ཬ䜃ᩘᏛ䝰䝕䝹䜢⏝䛔䛶㻘䝥
⎔ቃ
⎔ቃ䝰䝙䝍䝸䞁䜾䝕䞊䝍ཬ䜃ᩘᏛ䝰䝕䝹䜢⏝䛔䛶
䝍䝸 䜾䝕 䝍ཬ䜃ᩘᏛ
䝕 䜢⏝䛔 䝥
䝹 䝮㏻㐣䛾┤᥋྾ධཬ䜃㏻㐣ᚋ䛾ᾋ㐟䛻క
䝹䞊䝮㏻㐣䛾┤᥋྾ධཬ䜃㏻㐣ᚋ䛾ᾋ㐟䛻క
䛖྾ධ䛻䜘䜛⿕䜀䛟⥺㔞᥎ᐃ
䛖྾ධ䛻䜘䜛⿕䜀䛟⥺㔞᥎ᐃ䚹
䛖྾
䜘䜛⿕䜀䛟⥺㔞᥎ᐃ
䛖྾ධ
䜛⿕ 䛟⥺㔞᥎ᐃ䚹
z Ᏻᐃ䝶䜴⣲᭹⏝䛾ᐇᮇ䛾ุ᩿
131I䛾ᦤྲྀ䛻䜘䜛⏥≧⭢㈇Ⲵ㔞䜢௦ㅰ䝰䝕䝹䜢⏝䛔
⭢㈇Ⲵ
ㅰ 䝕䝹䜢⏝䛔
䝕
I䛾ᦤྲྀ䛻䜘䜛⏥≧⭢㈇Ⲵ㔞䜢௦ㅰ
䛶ホ౯䛧 Ᏻᐃ䝶䜴⣲᭹⏝ᮇ䛾᳨ウ
䛶ホ౯䛧㻘㻌Ᏻᐃ䝶䜴⣲᭹⏝ᮇ䛾᳨ウ䚹

┤᥋྾ධ䛻䜘䜛⿕䜀䛟⥺㔞䛾ᐤ䛜䛝䛔䚹
┤᥋྾ධ䛻䜘䜛⿕䜀䛟⥺㔞䛾ᐤ䛜䛝䛔

z Ᏻᐃ䝶䜴⣲᭹⏝ᮇ䛸⏥≧⭢⥲㈇Ⲵ㔞
Ᏻᐃ
ᐃ 䜴⣲᭹⏝ᮇ䛸⏥≧⭢⥲㈇Ⲵ㔞
ᮇ
㈇

㻨ᡂᯝ䛾ά⏝㻪
zᅜ
ᅜෆᏛ
ᅜෆᏛ䛻䛶ᡂᯝⓎ⾲
ᅜෆᏛ䛻䛶ᡂᯝⓎ⾲䚹
Ꮫ
ᡂᯝⓎ⾲䚹
ᡂᯝⓎ⾲

40
4.0
⏥≧⭢
⏥≧
≧⭢⥲㈇
⥲㈇Ⲵ
㈇Ⲵ㔞
Ⲵ㔞(
㔞 Bq
Bq㽢
㽢 106)

㻨ᚓ䜙䜜䛯▱ぢ㻪
z ᒇእ䛻ᅾ䛧⥆䛡䛯䛸௬ᐃ䛩䜛㜵ㆤᑐ⟇䛾䛺䛔㻘ண
ᒇእ䛻ᅾ䛧⥆䛡䛯䛸௬ᐃ䛩䜛㜵ㆤᑐ⟇䛾䛺䛔 ண
⥺㔞㻔ᑠඣ⏥≧⭢➼౯⥺㔞㻕䠖74mSv䠄㣤㤋ᮧ䠅
⥺㔞㻔ᑠඣ⏥≧⭢➼౯⥺㔞㻕䠖74mSv䠄㣤㤋ᮧ䠅䚹
⥺㔞㻔ᑠඣ⏥≧⭢➼౯⥺㔞㻕
74mSv䠄㣤㤋ᮧ䠅䚹
z ෆ㒊⿕䜀䛟⥺㔞䛾᥎ᐃ䛻䛚䛡䜛ᵝ䚻䛺䝟䝷䝯
ෆ㒊⿕䜀䛟⥺㔞䛾᥎ᐃ䛻䛚䛡䜛ᵝ䚻䛺䝟䝷䝯䞊䝍䛻
䝍䛻
ྵ䜎䜜䜛☜ᐇ䛥ᖜ䜢⪃៖䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛
ྵ䜎䜜䜛☜ᐇ䛥ᖜ䜢⪃៖䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
z Ᏻᐃ䝶䜴⣲᭹⏝䜈䛾㎿㏿䛺ᑐᛂ䛾䛯䜑䛾䜽䝷䜲䝔
Ᏻᐃ
ᐃ 䜴⣲᭹⏝
㎿㏿䛺ᑐᛂ 䛯䜑 䜽 䜲
䝸䜰䜢ᩚഛ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛
䝸䜰䜢ᩚഛ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
¾⥭
⥭ᛴάື
⥭ᛴάື䝺䝧䝹䠄EAL䠅䛻ᇶ䛵䛟ุ᩿᪉ἲ䛾ྍ
ື 䝧 䠄
䠅䛻ᇶ䛵䛟ุ᩿᪉ἲ
ἲ ྍ
⬟ᛶ
¾ 㑊㞴䛻䛚䛡䜛Ᏻᐃ䝶䜴⣲䛾㓄ᕸ᪉ἲ

3.0
3.0
20
2.0
1.0
1.0

㏻㐣ᚋ
ఫ
ఫẸ䛾
㑊㞴
Ᏻጤဨ
䛻䜘䜛᳨ウ
㏻㐣

00
0.0
᪥

䝥䝹 䝮䛾฿㐩๓䛻Ᏻᐃ䝶䜴⣲䜢᭹⏝䛩䜛
䝥䝹䞊䝮䛾฿㐩๓䛻Ᏻᐃ䝶䜴⣲䜢᭹⏝䛩䜛
䛣䛸䛷 䛝䛺⿕䜀䛟పῶຠᯝ䛜ᚓ䜙䜜䜛䚹
䛣䛸䛷,
䛝䛺⿕䜀䛟పῶຠᯝ䛜ᚓ䜙䜜䜛
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( )
䛺ᡂᯝ (2/4)
ᆅ⾲ỿ╔᰾✀ 䜘䜛 ⾗ እ㒊⿕䜀䛟⥺㔞ホ౯
ᆅ⾲ỿ╔᰾✀䛻䜘䜛බ⾗䛾እ㒊⿕䜀䛟⥺㔞ホ౯

z

㻨ෆᐜ㻪
z ⎔ቃ䝰
⎔ቃ䝰䝙䝍䝸䞁䜾䝕
⎔ቃ䝰䝙䝍䝸䞁䜾䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯እ㒊⿕䜀䛟⥺㔞
䝍䝸䞁䜾䝕 䝍䜢⏝䛔䛯እ㒊⿕䜀䛟⥺㔞
ởᰁᆅᇦ䛾ᅵተ୰䛻ྵ䜎䜜䜛ỿ╔᰾✀⃰ᗘ䛾
ởᰁᆅᇦ䛾
䛾ᅵተ୰䛻ྵ䜎䜜䜛ỿ╔᰾✀⃰ᗘ䛾
ተ
ྵ
╔
⃰ᗘ
ᐃ
⤖ᯝ䜢ㄪᰝ䛧 ྛ᰾✀䛾ᨺᑕᛶቯኚཬ䜃⎔ቃ୰䛷
⤖ᯝ䜢ㄪᰝ䛧㻘㻌ྛ᰾✀䛾ᨺᑕᛶቯኚཬ䜃⎔ቃ୰䛷
䛾䜴 䝄䝸䞁䜾䛻䜘䜛పῶຠᯝ䜢⪃៖䛧䛯⥺㔞ホ౯
䛾䜴䜵䝄䝸䞁䜾䛻䜘䜛పῶຠᯝ䜢⪃៖䛧䛯⥺㔞ホ౯
䝰䝕䝹䜢⏝䛔䛶⥺㔞⋡䛾㛫ኚ䜢᥎ᐃ䚹
䝰䝕䝹䜢⏝䛔䛶⥺㔞⋡䛾㛫ኚ䜢᥎ᐃ
䝕 䜢⏝
⥺㔞⋡䛾㛫ኚ䜢᥎ᐃ

ᆅ⾲ỿ╔᰾✀䛛䜙䛾✵㛫⥺㔞⋡䛾㐳ཬⓗཬ䜃
ண ホ౯䛾⤖ᯝ
ᆰ᧓ዴ
ᆰ᧓
᧓ዴ
ዴྙ
ྙᵆ᷈
ྙᵆ
᷈ᵱᶔ
ᵱᶔᵍ
ᵍᶆᵇ

1000

Ei((t)) = ((Di ((0)
(0)䡡w䡡exp(-Ȝ
) w exp(-Ȝ
p( i䡡t)
t)) )䞉F
)
Ai ,Cs-137
(0)䡡DF
DFi
C 137(0)
䡡D(0)
D(0)
(0)䡡DF
DFi
Ȉ Ai,Cs-137 (0)

w = 00.63exp(-Ȝ
63exp(-Ȝ1䡡t)
t) + 00.37exp(-Ȝ
37exp(-Ȝ2䡡t)
t)

i

Ai,Cs-137
(0) 䠖137Cs䛻ᑐ䛩䜛᰾✀i䛾
,
⃰ᗘẚ䛾ึᮇ್
䠖ᆅ⾲㠃⃰ᗘ䛛䜙䛾⥺㔞
ᆅ⾲㠃⃰ᗘ䛛䜙 ⥺㔞
DFi
⟬ಀᩘ
D(0)
( )
ᾉ ᐃึᮇ್

ẟỪẨࠊᵆӳӷ࠻ᑀᵇ

10

1

01
0.1

0

500

1000

1500

2000

2500

ኺᢅ᧓ᵆᶆᵇ

✵㛫⥺㔞⋡䛾㛫ኚ䛾
ኚ
ᐃ್䛸୍⮴䛧䛶䛚䜚 ホ౯ᡭἲ
ᐃ್䛸୍⮴䛧䛶䛚䜚㻘㻌ホ౯ᡭἲ
䛾ጇᙜᛶ䜢☜ㄆ
䛾ጇᙜᛶ䜢☜ㄆ䚹
z ྛ᰾✀䛾እ㒊⿕䜀䛟䜈䛾ᐤྜ
䜀

Ȝ1: ㏿䛔ῶ⾶䛻㛵䛩䜛ῶ⾶ᐃᩘ
ĺ䜏
䜏䛛䛡䛾༙ῶᮇ
䛡 ༙ῶᮇ 0.61
0 61 ᖺ
Ȝ2: 㐜䛔ῶ⾶䛻㛵䛩䜛ῶ⾶ᐃᩘ
ĺ 䜏䛛䛡䛾༙ῶᮇ 92 ᖺ

Ủ݃ɨ
Ủ݃
݃ɨл
ɨлӳ
ᆢምዴ
ምዴ
ዴỆ
Ệݣ
ỆݣẴ
ݣẴỦ

Di (0) =

䜴 䝄
䜴䜵䝄䝸䞁䜾ຠᯝ䛻䜘䜛⥺㔞䛾ῶ⾶
䜾ຠ
䜛⥺㔞 ῶ⾶

ᅦࠊᵆჄ҅ᅦᅍʙѦᵇ

0 01
0.01

䠢: ᐇຠ⥺㔞䜈䛾⟬ಀᩘ
⟬

᰾✀ 䜘䜛✵㛫⥺㔞⋡ ึᮇ್
᰾✀i䛻䜘䜛✵㛫⥺㔞⋡䛾ึᮇ್

ᵑᵎᶉᶋؾမ˄ᡈ ᵆු൶ထហܢஙᵇ

100

80%

ᵑஉᵏᵓଐỉኵỆؕỀẪ
ఋᆔắểỉ݃ɨ

70%

Te-132
Te
132 + I-132
I 132

60%

Cs 134
Cs-134
50%
40%

㻨ᚓ䜙䜜䛯▱ぢ㻪
I 131
I-131
Cs-137
Cs
137
z 㜵ㆤᑐ⟇䛾䛺䛔㻘㻌ண
㜵ㆤᑐ⟇䛾䛺䛔 ண ⥺㔞
⥺㔞䠖130mSv㻛ᖺ㻔ᾉỤ⏫㻕
⥺㔞䠖130mSv㻛ᖺ㻔ᾉỤ⏫㻕䚹
130 S 㻛ᖺ㻔ᾉỤ⏫㻕
other
z ▷༙ῶᮇ᰾✀䛻䜘䜛⿕䜀䛟䜢ᅇ㑊䛩䜛䛯䜑㻘㻌㎿㏿䛺
▷༙ῶᮇ᰾✀䛻䜘䜛⿕䜀䛟䜢ᅇ㑊䛩䜛䛯䜑 ㎿㏿䛺
▷༙ῶᮇ᰾✀䛻䜘䜛⿕䜀䛟䜢ᅇ㑊䛩䜛䛯䜑㻘
Ba-140
Ba
140 + La-140
La 140
ពᛮỴᐃ䜢
ពᛮỴᐃ䜢ྍ⬟䛸䛩䜛ᣦᶆ➼䜢ᩚഛ䛩䜛ᚲせ䛜䛒
Ỵᐃ䜢 ⬟
⬟䛸䛩䜛ᣦᶆ➼䜢ᩚഛ䛩䜛ᚲせ䛜䛒
䛩 ᣦᶆ➼䜢 ഛ䛩
䛩 ᚲせ 䛒
䜛
䜛䚹
ᵑஉᵏᵓଐẦỤỉኺᢅଐૠ
ẦỤ ኺ
ૠ
㻨ᡂᯝ䛾ά⏝㻪
ᡂ
ᡂᯝ䛾ά⏝
䠍ᖺ㛫䛾ᆅ⾲ỿ╔᰾✀䛛䜙䛾⿕䜀䛟⥺㔞䛻㛵䛧䛶㻘㻌▷༙ῶᮇ᰾
䠍ᖺ㛫䛾ᆅ⾲ỿ╔᰾✀䛛䜙䛾⿕䜀䛟⥺㔞䛻㛵䛧䛶
ᖺ
⾲ ╔᰾✀
⿕䜀䛟⥺㔞
▷ ῶᮇ᰾
▷༙ῶᮇ᰾
✀(131I , 132Te
Te+132I)䛾ᐤྜ䛿20
I)䛾ᐤྜ䛿20䡚25%⛬ᗘ䛸䛝䛔
25%⛬ᗘ䛸䛝䛔
z ᅜෆᏛ䛻䛶ᡂᯝⓎ⾲䚹
ᅜෆᏛ䛻䛶ᡂᯝⓎ⾲
6
30%
20%
10%
0%

0

50

100

150

200

250

300

350

( )
䛺ᡂᯝ (3/4)
㣗≀ᦤྲྀ⤒㊰䛛䜙䛾බ⾗䛾ᅇ㑊⥺㔞ホ౯

z ྛ
ྛᆅᇦ
ྛᆅᇦ䛻䛚䛡䜛
ᇦ 䛚䛡䜛131I⃰ᗘ䛾㛫ኚ䛾ゎᯒ⤖ᯝ
⃰ᗘ 㛫ኚ
㛫ኚ ゎᯒ⤖ᯝ

⃰ᗘ
I-1
13
31⃰
ᗘ(B
Bq
q//kg
g))

ෆᐜ
<ෆᐜ>
z 㣗≀䛾ฟⲴไ㝈䛻䜘䜛ᅇ㑊⥺㔞
㣗≀
Ⲵ
㑊⥺
¾ ཎங୰䛾ᨺᑕᛶ᰾✀⃰ᗘ䛾 ᐃ䝕
ᐃ䝕䞊䝍䜢⏝䛔
䝍䜢⏝䛔
䛶㻘㻌⚟ᓥ┴䛾ྛᆅᇦ䛷⏘ฟ䛥䜜䛯∵ங
䛶 ⚟ᓥ┴䛾ྛᆅᇦ䛷⏘ฟ䛥䜜䛯∵ங䞉ங〇ရ䛾
䛶㻘
⚟ᓥ┴䛾ྛᆅᇦ䛷⏘ฟ䛥䜜䛯∵ங ங〇ရ䛾
ᦤྲྀไ㝈䛻䜘䜚ᅇ㑊䛥䜜䛯⿕䜀䛟⥺㔞䜢ホ౯
ᦤ
¾ ᆅᇦ i 䛾ఫẸ䛾ᅇ㑊⥺㔞Di䠄mSv䠅䜢ホ౯

i:᰾✀䚸
i ᰾✀ j:ᆅᇦ
j ᆅᇦ
䜏䛛䛡䛾༙ῶᮇ
䜏䛛䛡䛾༙ῶᮇ䠖
4 2᪥(䛔䜟䛝ᆅᇦ)
䜟䛝ᆅᇦ
4.2᪥(䛔䜟䛝ᆅᇦ)

t1,i
( )
1 i䠖ฟⲴไ㝈䛾㛤ጞ᪥(d)
ฟⲴไ㝈䛾ゎ㝖᪥(d)
t2,i
2,i䠖ฟⲴไ㝈䛾ゎ㝖᪥(d)
S䠖⥺㔞ಀᩘ(mSv/Bq)
⥺㔞ಀᩘ(
q)
c䠖 ᪥䛒䛯䜚䛾ᦤྲྀ㔞(k
᪥䛒䛯䜚䛾ᦤྲྀ㔞(kg/d)
c䠖୍᪥䛒䛯䜚䛾ᦤྲྀ㔞(kg/d)
/d)
Ri(t)
ᨺᑕ⬟⃰ᗘ(Bq/kg)
(t)䠖ᨺᑕ⬟⃰ᗘ(Bq/kg)

<ᚓ䜙䜜䛯▱ぢ>
ᚓ䜙䜜䛯▱ぢ
ஙඣ䛾ᅇ㑊⥺㔞 ᭱6 S ((䛔䜟䛝ᕷ))
z ஙඣ䛾ᅇ㑊⥺㔞:᭱6mSv(䛔䜟䛝ᕷ)䚹
ஙඣ䛾ᅇ㑊⥺㔞:᭱6mSv(䛔䜟䛝ᕷ)
zᐜ᫆䛻
ᐜ᫆䛻 ᐃྍ⬟䛺✵㛫⥺㔞⋡䜢⏝䛔䛯ᦤྲྀไ㝈
䛾ᣦᶆ䜢᳨ウ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䛾ᣦᶆ䜢᳨ウ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛
<ᡂᯝ䛾ά⏝>
ᅜෆᏛ
Ꮫ 䛶ᡂᯝⓎ⾲䚹
ᡂ
⾲
zᅜෆᏛ䛻䛶ᡂᯝⓎ⾲䚹
zᅜෆᏛ䛻䛶ᡂᯝⓎ⾲

I-13 1䛻
䛻䜘
䜘䜛
䜛ᅇ
ᅇ㑊
㑊⏥≧
㑊⏥
≧⭢
⭢➼౯
⭢➼
౯⥺㔞
⥺㔞((m
mS
Sv
v)

z ྛᆅᇦ䛻䛚䛡䜛㣗≀ᦤྲྀไ㝈䛻䜘䜛ᅇ㑊⥺㔞

3᭶16᪥䛻ฟⲴไ㝈䜢㛤ጞ䛧䛶䛔䛯ሙྜ
᭶ ᪥ ฟⲴไ㝈䜢㛤ጞ䛧䛶 䛯ሙྜ㻘 ୍㒊ᆅᇦ
㒊ᆅᇦ
䛷䛿2ಸ௨ୖ䛾⿕䜀䛟䜢ᅇ㑊䛷䛝䛯ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛
䛷䛿2ಸ௨ୖ䛾⿕䜀䛟䜢ᅇ㑊䛷䛝䛯ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
䛿 ಸ௨ୖ ⿕䜀䛟䜢ᅇ㑊 䛝䛯ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛
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䛺ᡂᯝ (4/4)
Ỉ㐨Ỉᦤྲྀไ㝈䛻䜘䜛බ⾗䛾ᅇ㑊⥺㔞ホ౯

z ྛᆅ䛾Ỉ㐨Ỉ୰131I⃰ᗘኚ

ෆᐜ
<ෆᐜ>
z Ỉ㐨Ỉ୰131I⃰ᗘኚ
ཌ⏕ປാ┬㻘㻌ᮾᾏᮧᙺሙ㻘㻌ᮾி㒔ᗇ䛜බ⾲䛧䛯
ཌ⏕ປാ┬
ᮾᾏᮧᙺሙ ᮾி㒔ᗇ
ᮾி㒔ᗇ䛜බ⾲䛧䛯
⏕ປാ┬
ᮾி㒔ᗇ䛜බ⾲䛧䛯
⾲ 䛯
ཌ
ປാ┬㻘 ᮾᾏᮧᙺሙ㻘
䝕 䝍䠄2011ᖺ3᭶16᪥ 4᭶16᪥䠅䜢⏝
䝕䞊䝍䠄2011ᖺ3᭶16᪥䠉4᭶16᪥䠅䜢⏝
Ỉ㐨Ỉ ᦤ ไ㝈 䜘䜛බ⾗䛾ᅇ㑊⥺㔞
䜛 ⾗
㑊⥺㔞
z Ỉ㐨Ỉ䛾ᦤྲྀไ㝈䛻䜘䜛බ⾗䛾ᅇ㑊⥺㔞
Ỉ㐨Ỉ䛾ᦤྲྀไ㝈
131
¾Ỉ㐨Ỉ୰ I⃰ᗘ䛸බ⾗䛾1᪥䛒䛯䜚䛾ᦤỈ
㔞䛛䜙㻘
㔞䛛䜙㻘㻌1᪥䛒䛯䜚䛾
㔞䛛䜙 1᪥䛒䛯䜚䛾131Iᦤྲྀ㔞䜢⟬ᐃ䚹
Iᦤྲྀ㔞䜢⟬ᐃ
ICRP䛾⥺㔞ಀᩘ䠄ᛴᛶᦤྲྀ䠅䜢䛨䜛 䛸
ICRP䛾⥺㔞ಀᩘ䠄ᛴᛶᦤྲྀ䠅䜢䛨䜛䛣䛸
䛷 ⏥≧⭢➼౯⥺㔞䛸ᐇຠ⥺㔞䜢ホ౯
䛷㻘㻌⏥≧⭢➼౯⥺㔞䛸ᐇຠ⥺㔞䜢ホ౯
¾බ⾗䛾ᅇ㑊⥺㔞䛿㻘㻌ྛ⮬య䛻䜘䜛Ỉ㐨Ỉ
¾බ⾗䛾ᅇ㑊⥺㔞䛿
බ⾗䛾ᅇ㑊⥺㔞䛿㻘
ྛ⮬య䛻䜘䜛Ỉ㐨Ỉ
⾗
⥺
ྛ⮬య
㐨
ᦤྲྀไ㝈ᮇ㛫䜢䜒䛸䛻⟬ᐃ
ᚓ䜙䜜䛯▱ぢ
<ᚓ䜙䜜䛯▱ぢ>
zỈ㐨Ỉ୰131I⃰ᗘ䛿㻘㻌Ỉ㐨Ỉ䛾䝃䞁䝥䝸䞁䜾ᆅ
I⃰ᗘ䛿 Ỉ㐨Ỉ䛾䝃䞁䝥䝸䞁䜾ᆅ
Ⅼ䛻䛝䛟ᙳ㡪䛥䜜 䜏䛛䛡䛾༙ῶᮇ2 8㼼1 2
Ⅼ䛻䛝䛟ᙳ㡪䛥䜜㻘㻌䜏䛛䛡䛾༙ῶᮇ2.8㼼1.2
᪥⛬ᗘ䛷ῶᑡ䛩䜛䚹
᪥⛬ᗘ䛷ῶᑡ䛩䜛
zஙඣ䛾ᅇ㑊⥺㔞 ᭱8 3mS (㣤㤋ᮧ)
zஙඣ䛾ᅇ㑊⥺㔞:᭱8.3mSv(㣤㤋ᮧ)䚹
zỈ㐨Ỉᦤྲྀไ㝈䛿㻘
zỈ㐨Ỉᦤྲྀไ㝈䛿 Ỉ㐨Ỉ୰131I䛻䜘䜛⏥≧⭢
zỈ㐨Ỉᦤྲྀไ㝈䛿㻘㻌Ỉ㐨Ỉ୰
➼౯⥺㔞䛾పῶ䛻᭷ຠ䛷䛒䛳䛯䚹
➼౯⥺㔞䛾పῶ䛻᭷ຠ䛷䛒䛳䛯

Ỉ㐨Ỉ୰131I⃰ᗘ䛾䜏䛛䛡䛾༙ῶᮇ <

131I≀⌮ⓗ༙ῶᮇ

z ྛᆅ䛾Ỉ㐨Ỉᦤྲྀไ㝈䛻䜘䜛ஙඣ䛾ᅇ㑊⥺㔞

<ᡂᯝ䛾ά⏝>
ά
ᡂᯝ ά⏝
ㄽᩥཬ䜃ᅜෆᏛ䛻䛶ᡂᯝⓎ⾲䚹
ᡂᯝⓎ⾲䚹
z ㄽᩥཬ䜃ᅜෆᏛ
ㄽᩥཬ䜃ᅜෆᏛ䛻䛶ᡂᯝⓎ⾲
ㄽ
䜃
Ꮫ
ᡂ
⾲
Ỉ㐨Ỉᦤྲྀไ㝈䛿㐺ษ䛺㜵ㆤᥐ⨨
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No.

2 5

23
24

2

15

2

24

1
II

3
3

MOX

LSTF

3

(CFD)

3
3

(CFD)
LSTF

BWR

(THYNC)
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2

3

ROSA
LSTF

2

OECD/NEA

OECD/NEA

LSTF

PWR
ROSA
LSTF

3

OECD/NEA ROSA
ECCS

17
12

LSTF

14

17

(BE)
OECD/NEA
ROSA

21

2

blind
OECD/NEA
BWR

THYNC

UO2

MOX

3
TRAC/SKETCH

TRAC-BF1

pH
THALES-2

Kiche
Mark-I

I2
BWR4
JNES
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4

BWR

3

TRAC/SKETCH
JST
BWR

CREST

RIA
RIA

RIA
RIA

BWR

Post-BT

Post-BT
COBRA-TF

5

OECD ROSA-2
LSTF

OECD ROSA-2

PKL-2

OECD ROSA-2
LSTF

LSTF

2

LSTF

2

LSTF
RELAP5
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6

CFD
3

3

BWR

HOTCB
BE
Kiche

7

ROSA

NEA

LSTF
JNES

BE
RIA
Post-BT
AM
Kiche

HOTCB
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8

OECD/NEA ROSA

15

19

H21
OECD PKL

H

4

H24

9

CFD
LOCA

AM

ROSA/LSTF

AM

LSTF
LSTF 1/48
PKL 1/145

29 m

9
3
CFD
1

FLUENT (case 2)

0.8

ROSA/LSTF

0.6
0.4

CFD

90

Break nozzle

FLUENT

0.2
0

Unit: mm

-0.2

0

0.5

1

1.5

2

axial position (m)
experiment
WAHA
TRACE

TRACE

FLUENT (case 1)
FLUENT (case 2)

8e+06
7e+06
6e+06

LSTF
3

5e+06
4e+06
3e+06
2e+06

0

0.1

0.2

0.3
0.4 0.5
0.6
axial position x(m)
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10
3
BWR

-

TRAC-BF1/SKETCH-INS

5000.0

4000.0

4.5sec
3000.0

2000.0

6.5sec

1000.0

BWR4

0.0
0.0

2.0

4.0
6.0
Time (sec)

8.0

10.0

8.5sec

11

3000
(K)

HOTCB

2000
1000
0

2 CV

P
PV

0.8
1 PV

0.6

A
B

0.4

1

0.2
2

0
DW

0.8
0.6
Time>Tend?
Yes

0.4

No

0.2
0
0

(HOTCB)
-
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(SBO=0311-15:37

15

20
)
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12
MPa

2
TRAC-BF1

m
2000

1500

1000

500

0
0

10000

20000

30000

(RCIC)

13
Kiche
Kiche
3

15

:
:

1017Bq

: H2O
•OH, eI + •OH
I2
I2+OH
I + HOI...pH
:
(pH
)
70

100

I2

NaI

I-131

131I

I2

I2 I-

•
•
•

60Co

-

pH

CsI
(131I

)
3/15 8:00
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No.

2

6

23
24

2 15

2

24

F1

2

JNES
III

BE
F1
NUCEF STEM

23

JNES AIST

1
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GSRW-PSA
TRU
DecDose
JNES

PASCLR-Release

F1

F1

9
1
U-235

(1/3)
5
U-238

4
,

.

16
2
: IAEA SRS No.44

F1

U-234

2

Cs
GSA-GCL

PASCLR

3
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Cs-137

30cm
30
2,700Bq/kg
/
8.9Bq/g

8,000Bq/kg

4

(
Pu

2

)
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ᶵᵓእ⛎

㈨ᩱNo.Ᏻ◊ホጤ2䠉7

㍍Ỉ⅔䛾㧗ᗘ⏝䛻ᑐᛂ䛧䛯
᪂ᆺ⇞ᩱ䛾Ᏻᛶ䛻㛵䛩䜛◊✲
䡬ᖹᡂ23ᖺᗘホ౯䡬
ᖹᡂ24ᖺ2᭶15᪥
➨2ᅇᏳ◊✲䞉ホ౯ጤဨ
᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ
Ᏻ◊✲䝉䞁䝍䞊

ᮏ㈨ᩱ䛿䚸⌧Ⅼ䛷䛿⛎ᐦሗ䛜ྵ
䜎䜜䛶䛔䜛䛯䜑䛂⛎ᐦᩥ᭩䛃ᢅ䛔䛸
䛺䛳䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸ᖹᡂ24ᖺᗘ௨㝆
ᡤᐃ䛾ᡭ⥆䛝ᚋ䚸බ㛤䛔䛯䛧䜎䛩䚹

◊✲ィ⏬䛾ᯟ⤌䜏䛸ᐇ≧ἣ
ẔᄂᆮႸႎẕ

Ẕ23࠰ࡇᚘဒẕ

㍍Ỉ⅔䛾㧗ᗘ⏝䛻ᑐᛂ䛧䛯ᨵⰋᆺ⇞ᩱ䛺䛹᪂ᆺ
⇞ᩱ䛾Ᏻᛶ䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍ཬ䜃▱ぢ䜢ᩚഛ䛧䚸
Ᏻホ౯ᢏ⾡䜢㧗⢭ᗘ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸Ᏻᑂᰝ
䛻⏝䛔䜙䜜䜛ᇶ‽➼䛾㧗ᗘ䛻㈉⊩䛩䜛䚹

᪂ᆺ⇞ᩱ䛾ᨾᣲືホ౯䛻ྥ䛡䛶䚸⿕そ⟶ᶵᲔ≉ᛶヨ㦂➼䛻
䜘䜚ᛂᗘᨾ(RIA)ཬ䜃෭༷ᮦ႙ኻᨾ(LOCA)䛾㧗⇞↝ᗘ
⇞ᩱ◚ᦆᣲື䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢 ྲྀᚓ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䝨䝺䝑䝖䛛䜙
䛾FP䜺䝇ᨺฟ➼䛻㛵䛩䜛ゎᯒ䝰䝕䝹䛾ᩚഛ䜢㐍䜑䜛䚹䜎䛯䚸
␗ᖖ㐣Ώ䛾ヨ㦂䜢ᐇ䛩䜛䛯䜑䛾↷ᑕ⨨䜢ᮦᩱヨ㦂⅔
JMTR䛻ᩚഛ䛩䜛䚹䛥䜙䛻⚟ᓥཎⓎᨾᨭ◊✲䛸䛧䛶䚸⿕そ⟶
㓟䛻ཬ䜌䛩ᾏỈᡂศ䛾ᙳ㡪➼䜢ㄪ䜉䜛䚹

Ẕᇹ2ɶᚘဒẕ
㏆䛔ᑗ᮶䛻つไ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛᪂ᆺ⇞ᩱ䛺䛹䛾Ᏻ
ᑂᰝ䜔ᇶ‽㢮䛾㧗ᗘ䛻㈨䛩䜛䛯䜑䚸␗ᖖ㐣Ώ
ཬ䜃ᨾ䛾◚ᦆ㝈⏺䜔◚ᦆᙳ㡪䛺䛹䛻㛵䛩䜛
▱ぢ䜢ྲྀᚓ䛧䚸ゎᯒ䝁䞊䝗䛾㧗⢭ᗘ䜢㐍䜑䜛䚹

Ẕܱ˳Сẕ

ᶵᲔ≉ᛶヨ㦂⨨䜔㧗 ຍ⇕⨨➼䜢ά⏝䛧䛶䚸RIA䛾⿕そ
⟶◚ᦆᣲື୪䜃䛻LOCA䛾⿕そ⟶㧗 㓟ཬ䜃LOCAᚋ䛾
ᶵᲔ≉ᛶ䛻㛵䛩䜛▱ぢ䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹䜎䛯䚸㏻ᖖ㐠㌿ཬ䜃ᨾ
⇞ᩱᣲືゎᯒ䝁䞊䝗(FEMAXIཬ䜃RANNS)䛻䛴䛔䛶㧗⇞↝ᗘ
ẔࣖݣẴỦໜܤμᄂᆮᛢ᫆ẕ
⇞ᩱ䛻≉᭷䛾⌧㇟䛻㛵䛩䜛䝰䝕䝹䛾ᨵⰋ➼䜢⾜䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸
II. ཎᏊ⅔タศ㔝 䕿Ᏻホ౯ᢏ⾡
Ᏻホ౯ᡭἲ䜢㧗⢭ᗘ䛩䜛䚹
㍍Ỉ⅔⏝䛾㧗ᗘ䛻㝿䛧䛶ᑟධ䛥䜜䜛⇞ᩱ䛾
ཎᏊຊᏳ䞉ಖᏳ㝔䛛䜙ཷク䛩䜛䛂⇞ᩱ➼Ᏻ㧗ᗘᑐ⟇ᴗ䛃
Ᏻᛶ䛻㛵䛩䜛▱ぢ䞉䝕䞊䝍䛾ᩚഛཬ䜃Ᏻホ౯
䛻䛚䛔䛶䚸ᨵⰋᆺ⇞ᩱ䜢Ⲵ䛧䛯ཎᏊ⅔䛾Ᏻᑂᰝ䛻ᚲせ䛺
ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛◊✲䚹≉䛻㔜Ⅼ䛩䜉䛝◊✲䛸䛧 䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹䜎䛯䚸䛂㍍Ỉ⅔⇞ᮦᩱヲ⣽ᛶㄪᰝ䛃䛻䛚
䛶䚸㍍Ỉ⅔⏝䛾㧗ᗘ䛻ಀ䜛ᨾ⇞ᩱᣲື䛻 䛔䛶䚸᪂ᆺBWR⇞ᩱ䛾␗ᖖ㐣Ώᛶ䜢☜ㄆ䛩䜛䛯䜑䛾
⨨ᩚഛ䜢JMTR䛻䛶ᐇ䛩䜛䚹

㛵䛩䜛ᇶ♏䝕䞊䝍䛾୰㛗ᮇⓗྲྀᚓ䚸Ᏻホ౯ᢏ⾡
䛾㧗⢭ᗘ䚹
ཎᏊຊᶵᵓ䛻ᮇᚅ䛩䜛◊✲䠖 ⇞ᩱ䛾㧗ᗘ䛻ᑐᛂ
䛧䛯Ᏻホ౯ᢏ⾡䛾ᩚഛ䛸ཎᏊ⅔Ᏻᛶ◊✲⅔
NSRR䚸RFEF(⇞ᩱヨ㦂タ) 䛺䛹䜢⏝䛧䛯䝕䞊䝍
䝧䞊䝇䛾ᣑ䞉ゎᯒ䝁䞊䝗䛾ᩚഛ

Ẕٳᢿؾỉ҄٭ሁỆˤạᚘဒỉᙸႺẲẕ
䛺䛧䚹
Ẕᡶཞඞẕ
ィ⏬㏻䜚㐍ᤖ䛧䛶䛔䜛䚹
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⇞ᩱᏳ◊✲䛾యീ
⇞ᩱᣲື䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䞉▱ぢ䛾ᩚഛ

ᇶ┙◊✲

 ᛂᗘᨾ(RIA)ᶍᨃᐇ㦂

䞉 ⿕そ⟶ᶵᲔ≉ᛶホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨ

⇞ᩱ◚ᦆ㝈⏺䚸FP䜺䝇ᨺฟ䚸⿕そ⟶ኚᙧ
 ෭༷ᮦ႙ኻᨾ(LOCA)ᶍᨃᐇ㦂

ᛂ⏝

⿕そ⟶◚᩿㝈⏺䚸⿕そ⟶㓟㏿ᗘ
 ␗ᖖ㐣Ώᶍᨃᐇ㦂

⇞ᩱ◚ᦆ㝈⏺䚸◚ᦆ䝯䜹䝙䝈䝮
ẚ㍑

䞉 Ỉ⣲⬤䛾ᚤどⓗᶵᵓ䛾ゎ᫂
䞉 ⇞ᩱ⤌⧊ኚ䛾䝯䜹䝙䝈䝮ゎ᫂

NSRR
RFEF
WASTEF
JMTR

▱ぢ䛾㞟⣙
⇞ᩱᣲືゎᯒ䝁䞊䝗䛾㛤Ⓨ

᪂ᆺ⇞ᩱ䜈䛾ᑐᛂ
䞉 ᐇ⏝䛜ぢ㎸䜎䜜䜛⇞ᩱ䛾Ᏻᛶ䜢᳨ド
䞉 ⌧⾜ᇶ‽䛸䛾㐺ྜᛶ䜢☜ㄆ

䞉 䝰䝕䝹䛾ᩚഛ
䞉 ⇞ᩱᣲື䛾ண ⢭ᗘྥୖ
䞉 ᐇ㦂䠋ᐇᶵ䛾᮲௳䛾㐪䛔䜢྾

z Ᏻホ౯ᢏ⾡䛾㧗⢭ᗘ
z Ᏻᇶ‽➼䛾㧗ᗘ

2

ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(1/3)
Ẕᵏᵕ῍ᵐᵐ࠰ࡇỉಒᙲẕ
z RIA䛾⇞ᩱ◚ᦆ䛧䛝䛔್ཬ䜃LOCA⿕そ⟶◚᩿㝈⏺䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䛾⇞↝ᗘ⠊ᅖ䜢ᣑᙇ䛧䚸
㧗⇞↝ᗘ䛻㝿䛩䜛Ᏻᑂᰝ䛾䛯䜑䛾▱ぢ䜢✚䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸⌧⾜ᇶ‽㐺⏝ᛶ䜢☜ㄆ䛧䛯䚹
z Ỉ⣲㞟✚㡿ᇦ䜢㉳Ⅼ䛸䛧䛯㧗⇞↝ᗘPWR⇞ᩱ䛾RIA◚ᦆ䝯䜹䝙䝈䝮➼䚸㧗⇞↝ᗘ⇞ᩱ≉᭷䛾
⌧㇟䛻㛵䛩䜛▱ぢ䜢ྲྀᚓ䛧䚸⿕そ⟶㓟⭷ཌ䛥䛜RIA䛾⇞ᩱ◚ᦆ䛻ᑐ䛩䜛ᣦᶆ䛸䛺䜛䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹
z FEMAXIཬ䜃RANNS䛻䛴䛔䛶䛿䚸㏻ᖖ㐠㌿䛾FP䜺䝇䝞䝤䝹䛾ᡂ㛗ண 䚸RIA䛾FP䜺䝇
ᨺฟ䜔⿕そ⟶ኚᙧ㔞䚸DNBⓎ⏕➼䛻㛵䛩䜛ᨵⰋ䛸ᐇ㦂䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯᳨ド䜢⾜䛔㧗⢭ᗘ䜢㐍䜑䛯䚹
z RIA䛻Ⓨ⏕䛩䜛ከ㍈ᛂຊ᮲௳ୗ䛷⿕そ⟶䛾ኚᙧ䚸◚ᦆ㝈⏺䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛯䜑䛾⨨
䜢〇స䛧䚸ヨ㦂䜢㛤ጞ䛧䛯䚹
z 㧗⇞↝ᗘ⇞ᩱ⿕そ⟶䜢ᑐ㇟䛻䜸䞊䝖䜽䝺䞊䝤ヨ㦂➼䜢ᐇ䛧䚸෭༷Ỉ䛾⁐Ꮡ㓟⣲⃰ᗘ䜔↷ᑕ䛻క䛖
ᮦᩱ䛾ኚ㉁䛜⭉㣗䛾ຍ㏿䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶▱ぢ䜢ᚓ䛯䚹䜎䛯䚸ィ⟬⛉Ꮫⓗᡭἲ䛻䜘䜚Ỉ⣲䛾
ᚤどⓗᶵᵓ䛻㛵䛩䜛▱ぢ䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹
z ⇞ᩱ䛾◚ᦆ䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䛾ලయⓗせồ㡯䜢ᥦ䛧ཎᏊຊᏳጤဨ䛾⇞ᩱ㛵㐃ᣦ㔪㢮᳨ウᑠ
ጤဨሗ࿌᭩䛾ཎసᡂ䛻༠ຊ䛧䛯䚹

3
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ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(2/3)
Ẕᵐᵑ࠰ࡇỉܱϋܾẆᢋႸểௐẕ
ᐇෆᐜ

㐩ᡂ┠ᶆ

ᡂᯝ

䐟RIA䛾⿕そ⟶◚ᦆ䛻ཬ䜌
䛩 ᗘ䜔ฟຊ䝟䝹䝇ᖜ䛾ᙳ
㡪䜢ᐃ㔞䛩䜛䚹䜎䛯䚸◚ᦆ
ᣲື䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩
䜛䚹

䐟ヨ㦂䛸ゎᯒ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶䚸ึᮇ ᗘཬ䜃ฟຊ䝟䝹䝇
ᖜ䛾ᙳ㡪䜢⪃៖䛧Ⓨ㟁⅔᮲௳䛷䛾◚ᦆ㝈⏺䜢ホ౯䛧䛯䚹
䜎䛯䚸RIA䛾ከ㍈ᛂຊ䜢䜘䜚ᛅᐇ䛻ᶍᨃ䛧䛯᮲௳䛷䛾◚
ᦆ㝈⏺䜔Ỉ⣲≀䛾ᯒฟᙧែ䛜ཬ䜌䛩ᙳ㡪➼䛻㛵䛩䜛
䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹

䐟䐠ᛂᗘᨾ(RIA)
ཬ䜃෭༷ᮦ႙ኻ
ᨾ(LOCA)䛾⿕そ⟶
䐠䞉⬤䜢㉳䛣䛩䝤䝺䜲䜽䜰䜴䜵䜲㓟䛜⏕䛨䜛᮲௳䛻䛴䛔
◚ᦆᣲື䛻㛵䛩䜛ᶵᲔ
䛶ᚑ᮶▱ぢ䜢ኚ䛘䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹
≉ᛶヨ㦂䜢ᐇ䛩䜛䚹 䐠LOCA䛾⿕そ⟶㧗 㓟 䞉LOCAཬ䜃LOCAᚋ䛾ᛶホ౯䛾䛯䜑䛾4Ⅼ᭤䛢ヨ
ᣲື䛺䜙䜃䛻LOCAᚋ䛾⿕そ
㦂䜢ᑟධ䛧䛯䚹3᭶ᮎ䜎䛷䛻䝕䞊䝍ྲྀᚓ䜢㛤ጞ䛩䜛ணᐃ䚹
䞉ᨾ䛾⅔ᚰ䜈䛾ᾏỈὀධ䜢⪃៖䛧䚸ᾏỈᡂศ䛜⿕そ
⟶䛾ᶵᲔ≉ᛶ䜢ホ౯䛩䜛䚹
⟶ཬ䜃⇞ᩱ䝨䝺䝑䝖䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䜢ホ౯䛧䛯䠄⚟ᓥཎⓎ
ᨾᑐᛂ䠅䚹

䐡RIA⇞ᩱᣲືゎᯒ
䝁䞊䝗䛾FP䜺䝇ᨺฟ➼
䛻㛵䛩䜛䝰䝕䝹䛾ᨵⰋ
䜢㐍䜑䜛䚹

䐡RIAFP䜺䝇ᨺฟ㔞䛾ண
⢭ᗘ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䚹

䐡⇞ᩱᣲືゎᯒ䝁䞊䝗FEMAXIཬ䜃RANNS䛾FP䜺䝇ᣲ
ື䝰䝕䝹ཬ䜃䝨䝺䝑䝖⤖ᬗ⢏⏺ศ㞳䝰䝕䝹䜢ᨵⰋ䛧䚸᳨ド
䛻䜘䜚୍ᐃ䛾⢭ᗘྥୖ䜢☜ㄆ䛧䛯䚹

䐢ᨵⰋᆺ⇞ᩱ䜢ᑐ㇟䛻 䐢ẚ㍑䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䚸ᨵⰋྜ 䐢ᮍ↷ᑕ⇞ᩱ䜔⌧⾜ᆺ⇞ᩱ䜢⏝䛔䛯ẚ㍑䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䚸
䛧䛯ヨ㦂䛾ᐇཬ䜃ᚲ 㔠䛾↷ᑕᡂ㛗ヨ㦂䚸ヨ㦂↷ᑕ 䝝䝹䝕䞁⅔䜢⏝䛔䛯ᨵⰋྜ㔠䛾↷ᑕᡂ㛗ヨ㦂䚸JMTR䛻
䛚䛡䜛↷ᑕ⨨䛾ᩚഛ䜢ィ⏬㏻䜚䛻⾜䛳䛯䚹
せ䛺‽ഛ䜢㐍䜑䜛䚹
⨨䛾ᩚഛ䜢⾜䛖䚹

4

ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(3/3)
Ẕௐỉဇẕ
z NSRR䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯Ⓨ㟁⅔᮲௳䛷䛾⇞ᩱ◚ᦆ㝈⏺ホ౯䚸ከ㍈ᛂຊ᮲௳ୗ䛻䛚䛡䜛⿕そ⟶◚ᦆᣲ
ື䛾ホ౯䚸LOCAཬ䜃LOCAᚋ䛾⿕そ⟶ホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨཬ䜃ホ౯➼䛿䚸ᨾ䛾⇞ᩱ◚ᦆ
䝯䜹䝙䝈䝮ゎ᫂䚸Ᏻᑂᰝཬ䜃Ᏻᇶ‽䛾⛉Ꮫⓗྜ⌮ᛶྥୖ䛻ᙺ❧䛴䚹
z 㧗⇞↝ᗘ⇞ᩱ䜔MOX⇞ᩱ䛾RIAཬ䜃LOCA⇞ᩱᣲື䜔◚ᦆ䛧䛝䛔್➼䛾▱ぢ䛿䚸⌧⾜ᇶ‽䛾㧗
⇞↝ᗘ⇞ᩱ䜔᪂ᆺ⇞ᩱ䜈䛾㐺⏝ᛶ☜ㄆ䜔ぢ┤䛧䛻ά⏝䛥䜜䜛䚹
z RIA䛾⇞ᩱ◚ᦆ䛧䛝䛔್䛻㛵䛧䚸⛉Ꮫⓗ䛻ྜ⌮ᛶ䛜㧗䛟⇞ᩱ䛾ᛶ⬟ྥୖ䜢ᫎྍ⬟䛺ᇶ‽䛾⟇ᐃ
䛻ྥ䛡䚸◚ᦆ䝯䜹䝙䝈䝮䜢ᇶ䛻⇞↝ᗘ䛻௦䜟䜛᪂䛯䛺ᣦᶆ䜢ᥦ䛧䛶䛔䜛䚹
z ཎᏊຊᏳጤဨ䛾⇞ᩱ㛵㐃ᣦ㔪㢮᳨ウᑠጤဨሗ࿌᭩䛾ཎసᡂ䛻༠ຊ䛩䜛䛺䛹䚸Ᏻᑂᰝ
ᣦ㔪㢮䛾య⣔䛻䜒䛝䛟㈉⊩䛧䛶䛔䜛䚹
z 㧗⇞↝ᗘ⇞ᩱ䛾㏻ᖖᣲື䛻㛵䛩䜛ゎᯒ䝁䞊䝗FEMAXI䛿䜽䝻䝇䝏䜵䝑䜽⏝ゎᯒ䝁䞊䝗䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
z ⚟ᓥཎⓎᨾ䜢ཷ䛡䛶㛤ጞ䛧䛯タィᇶ‽㇟䜢㉸䛘䛯᮲௳䜔䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖᮲௳ୗ䛷䛾⇞ᩱᣲ
ື䛻㛵䛩䜛◊✲䛿䚸⚟ᓥཎⓎᨾᪧ䚸᪤Ꮡ⅔䛾Ᏻᛶྥୖཬ䜃䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖ホ౯䛾ྥୖ䛻
ᫎ䛥䜜䜛䚹

Ẕௐỉπẕ ί23࠰ࡇὸ
z 1) M. Amaya, J. Nakamura, F. Nagase, T. Fuketa, ”Thermal conductivity evaluation of high
burnup mixed-oxide (MOX) fuel pellet”, J. Nucl. Mater., 414, 303 (2011) 䛺䛹䚸ㄽᩥ4௳䚸ᅜ㝿
㆟ሗ࿌17௳䚸ཱྀ㢌Ⓨ⾲10௳䚸ཷクሗ࿌᭩➼2௳䚸⾲ᙲ1௳䚹

5
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䛺ᡂᯝ 㻔㻝㻛㻞㻕
ᛂᗘᨾ(RIA)䛾⇞ᩱᣲື

9 NSRRᐇ㦂ཬ䜃RANNS䝁䞊䝗➼䛻䜘䜛ゎᯒ
䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶䚸RIA䛾ฟຊ䝟䝹䝇ᖜ➼䛜
PCMI䠄䝨䝺䝑䝖⿕そ⟶ᶵᲔⓗ┦స⏝䠅◚ᦆ
㝈⏺䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䜢ᐃ㔞䛧䛯䚹
ฟຊ䝟䝹䝇ᖜ䛾ẚ㍑
⊃䛔

Ⓨ㟁⅔

㓟⭷
䝨䝺䝑䝖⇕⭾ᙇ
䛻䜘䜛ኚ

ᗈ䛔䝟䝹䝇ᖜ䛷䛿䚸ྠ䛨ኚ䛻⮳䜛
䜎䛷䛾⿕そ⟶ ᗘ䛾ቑศ䛜䛝䛔䚹
ĺ ᗘ䛸䛸䜒䛻ᘏᛶ䛜㧗䜎䜛䛯䜑䚸
䛝䛜㐍ᒎ䛧䛻䛟䛟䛺䜛䚹

ᗈ䛔

ෆ㠃

䝨䝺䝑䝖⇕⭾ᙇ
䛻䜘䜛ኚ䛿
ྠ䛨

⿕そ⟶ ᗘ (°C)

800

⇞ᩱ䜶䞁䝍䝹䝢

ཎᏊ⅔䛾ฟຊ

NSRRᐇ㦂

104 μm 73 μm

at Hfail, VA-1

400

Ỉ⣲≀
㓟⭷
䝸䝮

ண䛝䛾ඛ➃

200

ฟຊ䝟䝹䝇ᖜ䛜ᗈ䛔ሙྜ䛻
ண䛥䜜䜛◚ᦆ㝈⏺

20

10

◚ᦆ
䠄ᐇ㦂⤖ᯝ)

◚ᦆ
(ᐇ㦂⤖ᯝ)

◚ᦆ㝈

⏺

VA-3

0
0

ྠ䛨⿕そ⟶ኚ䛻⮳䜛
䜎䛷䛾㛫䛜㛗䛔

እ㠃ண䛝䛾ඛ➃䛻䛚䛡䜛ຊᏛ≧ែ䠄J✚ศ್䠅䛸
ᗘ䛾㛵ಀ䜢ホ౯䛧䚸ᐇ㦂䝕䞊䝍䛻ᇶ䛵䛝Ⓨ㟁⅔
᮲௳ୗ䛷䛾PCMI◚ᦆ㝈⏺䜢᥎ᐃ䚹

VA-1

0

㛫

Ỉ⣲≀
ᯒฟᒙ

እ㠃
ඹ㏻ ( t = 0 )
VA-1
( t = 0.009)
VA-1-W ( t = 0.027)

600

RIA᪩ᮇ䛻⿕そ⟶䛾
እ㠃䛻⏕䛨䜛ண䛝

ゎᯒ䝰䝕䝹

J✚ศ್ (kN/m)

䛆䛺ᡂᯝ䛇

0.5
1.0
⿕そ⟶䛻䛚䛡䜛༙ᚄ᪉ྥ┦ᑐ⨨ (-)

⿕そ⟶

ᗘศᕸ䛾ẚ㍑

ᐊ ᮲௳

㧗

᮲௳

0
200
400
600
⿕そ⟶ண䛝䛾ඛ➃䛻䛚䛡䜛 ᗘ, Ttip (°C)

9 Ⓨ㟁⅔᮲௳ୗ䛷䛾PCMI◚ᦆ㝈⏺䜢NSRRᐇ㦂䝕䞊䝍䛻
ᇶ䛵䛔䛶䜘䜚㧗䛔⢭ᗘ䛷ホ౯䛩䜛䛣䛸䜢ྍ⬟䛻䛧䛯䚹

6

䛺ᡂᯝ 㻔㻞㻛㻞㻕
䛆䛺ᡂᯝ䛇
⿕そ⟶㧗

෭༷ᮦ႙ኻᨾ(LOCA)䛾⇞ᩱᣲື
LOCAཬ䜃LOCAᚋ䛾⿕そ⟶ᛶホ౯

㓟ᣲື䛾ゎ᫂

9 ≉ᐃ䛾 ᗘ䞉㛫᮲௳䛷⿕そ⟶䛾㓟䛜Ỉ⣲
྾䜢క䛳䛶ᛴ⃭䛻ቑ䛩䜛Breakaway⌧㇟
䛾Ⓨ⏕᮲௳䛻䛴䛔䛶䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹
9 ⭾䜜ኚᙧ➼䛜⏕䛨䛯ᚋ䛻㧗 㓟䛩䜛ሙྜ䚸
ᚑ᮶▱ぢ䜘䜚䜒▷㛫䛷Breakaway⌧㇟䛜
㉳䛣䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䚹

9 㓟䞉ᛴ෭䛰䛡䛷䛺䛟䚸LOCAᚋ䛾㛗
ᮇᛶ☜ಖ䛻ᚲせ䛺▱ぢཬ䜃ホ౯
ᡭἲ䛾ᩚഛ䛜ᚲせ䚹
9 ◚䜔㧗 㓟䜢⤒㦂䛧䛯⿕そ⟶䛻
ᑐ䛩䜛4Ⅼ᭤䛢ヨ㦂ᡭἲ䜢᳨ウ䛧⨨
䜢ᩚഛ䚹䠄3᭶ᮎ䜎䛷䛻ヨ㦂㛤ጞணᐃ䠅
Ⲵ㔜

Breakaway䛺䛧

LOCA䜢⤒㦂
䛧䛯⿕そ⟶

᭤䛢䝰䞊䝯䞁䝖୍ᐃ䚸䛫䜣᩿ຊ䛺䛧

Breakaway
Ⓨ⏕

4Ⅼ᭤䛢ヨ㦂䛾ᴫ␎
ヨᩱ䛾䝟䝷䝯䞊䝍
⿕そ⟶䠖
䝆䝹䜹䝻䜲-2, -4
㓟 ᗘ䠖 1000, 1100, 1200, 1300℃
㓟㔞䠖
10%, 15%, 20%
⭾䜜ኚᙧ䠖 0 䡚 60% 䠄᭱㒊䠅

7
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ᶵᵓእ⛎

㈨ᩱNo.Ᏻ◊ホጤ2䠉8

ᮦᩱຎ䞉㧗⤒ᖺᑐ⟇ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛◊✲

䡬ᖹᡂ23ᖺᗘホ౯䡬
ᖹᡂ24ᖺ2᭶15᪥
➨2ᅇᏳ◊✲䞉ホ౯ጤဨ
᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ
Ᏻ◊✲䝉䞁䝍䞊

ᮏ㈨ᩱ䛿䚸⌧Ⅼ䛷䛿⛎ᐦሗ䛜
ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛯䜑䛂⛎ᐦᩥ᭩䛃ᢅ䛔䛸
䛺䛳䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸ᖹᡂ24ᖺᗘ௨㝆
ᡤᐃ䛾ᡭ⥆䛝ᚋ䚸බ㛤䛔䛯䛧䜎䛩䚹

◊✲ィ⏬䛾ᯟ⤌䜏䛸ᐇ≧ἣ
ẔᄂᆮႸႎẕ

Ẕܱ˳Сẕ

ᅜෆ㍍Ỉ⅔䛾3ศ䛾1௨ୖ䛜䛩䛷䛻30ᖺ௨ୖ䛾㛗ᮇ౪⏝
䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸㛗ᮇ౪⏝䛻క䛖⤒ᖺຎ䛾ᙳ㡪䜢
ホ౯䛧䚸Ᏻ☜ಖ䛾☜ㄆ䜢⾜䛖䛯䜑䚸ᮦᩱ䛾⤒ᖺຎ㇟
䛾ண ホ౯䛾⢭ᗘྥୖ䜔䚸㛗ᮇ౪⏝ᶵჾ䛾ᛶホ౯ᡭ
ἲ䚸ண㜵ಖᢏ⾡䛾㧗ᗘ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡ᇶ┙䛾ᩚഛ䜢⾜䛖䚹

㐠Ⴀ㈝㔠ண⟬䜢୰ᚰ䛸䛧䛶ᐇ䛩䜛䝥䝻䝟䞊◊✲䛻䛚䛔
䛶䛿䚸↷ᑕ⬤➼䛾ᮦᩱຎ䛾ᶵᵓゎ᫂䛻㛵䜟䜛ヨ㦂◊✲䜢䚸
↷ᑕヨ㦂⅔䝉䞁䝍䞊䜔ཎᏊຊᇶ♏ᕤᏛ◊✲㒊㛛➼䛸㐃ᦠ䛧䛶
ᐇ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛧䛶䝅䝇䝔䝮ィ⟬⛉Ꮫ
䝉䞁䝍䞊➼䛸䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚◊✲䜢ᐇ䛩䜛䚹ᵓ㐀ಙ㢗ᛶホ౯ᡭ
ἲ䛻㛵䛧䛶䛿䚸➨䠍ᮇ䛾ᡂᯝ䛷䛒䜛PFMゎᯒ䝁䞊䝗䛾ᨵⰋ䡡ά
⏝᪉⟇䜢᥎㐍䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᵓ㐀ᮦᩱ㐃⥆㒊➼䛻ᑐ䛩䜛㐺⏝
ᛶ䛾᳨ウ䜢㐍䜑䜛䚹
䜎䛯䚸ୖグ䝥䝻䝟䞊◊✲䛷䛾ᡂᯝ䜔㐃ᦠయไ䜢ά䛛䛧䛶䚸
JNES䛛䜙እ㒊㈨㔠䜢⋓ᚓ䛧䚸๓グ䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚ຠ⋡ⓗ䛻ヨ㦂
◊✲䜢ᐇ䛩䜛䚹䛂䜅䛢䜣䛃ㄪᰝ䛻㛵䛧䛶䛿䚸Ᏻ◊✲䝉䞁䝍䞊
䛸ཎᏊ⅔ᗫṆᥐ⨨◊✲㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊䛜⚟Ꮫ䛸㐃ᦠ䛧䛶䡞䜅
䛢䜣䡟䛾㛗ᮇ౪⏝ᮦᩱ䜢⏝䛩䜛◊✲䛻ྲྀ⤌䜐䚹
ಖᏳ㝔䛛䜙䛾ཷクᴗ䛸䛧䛶䚸➨䠍ᮇ䛻ᘬ⥆䛝䚸㍍Ỉ⅔⇞ᮦ
ᩱヲ⣽ᛶㄪᰝ䛷䛿䚸ཎᏊຊᇶ♏ᕤᏛ◊✲㒊㛛䚸↷ᑕヨ㦂
⅔䝉䞁䝍䞊䜔䝩䝑䝖ヨ㦂タ䛸⥭ᐦ䛻㐃ᦠ䜢ྲྀ䜚䚸ᨵಟᚋ䛾
JMTR䜢⏝䛧䛯↷ᑕ⬤ཬ䜃↷ᑕୗSCC䛻㛵䛩䜛ヨ㦂◊✲
䜢ᐇ䛩䜛䚹

Ẕᇹ2ɶᚘဒẕ
ཎᏊ⅔ᶵჾ䛻䛚䛡䜛ᨺᑕ⥺䜔Ỉ⎔ቃୗ䛷䛾ᮦᩱ䛾⤒ᖺຎ
䛻㛵䛧䛶ᐇ㦂➼䛻䜘䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧ண ⢭ᗘ䛾ྥୖ䜢
ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸㧗⤒ᖺ䛻ᑐᛂ䛧䛯☜⋡ㄽⓗᡭἲ➼䛻䜘䜛ᵓ
㐀ᛶ㧗ᗘホ౯ᡭἲཬ䜃ಖᢏ⾡䛾᭷ຠᛶホ౯ᡭἲ䜢
ᩚഛ䛩䜛䚹

ẔࣖݣẴỦໜܤμᄂᆮᛢ᫆ẕ
䞉 JMTR➼䜢⏝䛔䛯ᨺᑕ⥺䚸㧗 Ỉ䛻㉳ᅉ䛩䜛ཎᏊ⅔ᮦᩱ
䛾⤒ᖺຎ䛻ᑐ䛩䜛ண ホ౯ἲ䛾㧗ᗘ䛾◊✲
䞉 ☜⋡ㄽⓗ◚ቯຊᏛ(PFM)ゎᯒᡭἲ䜢ᑟධ䛧䛯᳨ᰝ䜔ಖ
ᡭἲ䛻㛵䜟䜛ᵓ㐀ಙ㢗ᛶホ౯ᡭἲ䛻㛵䛩䜛◊✲
䞉 タഛ䛾ᛶホ౯䜔ᮦᩱ䛻㛵䜟䜛䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁ᢏ⾡䛻
㛵䛩䜛◊✲

Ẕᾁᾂ࠰ࡇᚘဒẕ

Ẕٳᢿؾỉ҄٭ሁỆˤạᚘဒỉᙸႺẲẕ

ᚤᑠヨ㦂∦䛻䜘䜛ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㗰䛾◚ቯ㠌ᛶホ౯ἲ䛾
ᩚഛ䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸↷ᑕヨ㦂䛾‽ഛ䜢⾜䛖䚹↷ᑕ⎔ቃୗ
䛷䛾ᛂຊ⭉㣗䜜ヨ㦂➼䛻ᚲせ䛺ᢏ⾡㛤Ⓨཬ䜃タഛ䛾ᩚ
ഛ䜢㐍䜑䜛䚹ᵓ㐀ᮦᩱ㐃⥆㒊➼䛻ᑐ䛩䜛PFMゎᯒ䛻ಀ䜛
◚ቯຊᏛゎᯒᡭἲ䛾ᩚഛ䜢㐍䜑䜛䚹䜅䛢䜣ᐇᶵᮦ➼䜢⏝
䛧䛶䚸2┦䝇䝔䞁䝺䝇㗪㗰䛾⇕ຠ⬤䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ᘬ
䛝⥆䛝ྲྀᚓ䛧䚸ᶵᵓㄽⓗ᳨ウ䜢⾜䛖䚹

≉䛻䛺䛧䚹䠄JMTR✌ാᮇ䛾ぢ┤䛧䛻䜘䜛ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶
䛿䚸ಶูㄢ㢟䞉ホ౯ㄪᰝ⚊ ㍍Ỉ⅔⇞ᮦᩱヲ⣽ᛶㄪᰝ
䠄ཎᏊຊᏳ䞉ಖᏳ㝔䛛䜙䛾ཷクᴗ䠅䛷グ㍕䠅

Ẕᡶཞඞẕ
ᖹᡂ䠎䠏ᖺᗘ䛾ィ⏬䛿㡰ㄪ䛻㐍ᤖ䛧䛶䛔䜛䚹
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◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(1/2)
Ẕᵏᵕ῍ᵐᵐ࠰ࡇỉಒᙲẕ
z ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㗰䛾↷ᑕ⬤ண 䛾㧗⢭ᗘ䛾䛯䜑䚸3ḟඖ䜰䝖䝮䝥䝻䞊䝤➼䛻䜘䜛↷ᑕ⬤ᶵᵓ䛻㛵䛩䜛▱ぢ䜢ᚓ䜛䛸
䛸䜒䛻䚸ᛶホ౯䛻ᚲせ䛺◚ቯ㠎ᛶホ౯ᡭἲ䛻㛵䛧䛶䚸ᚤᑠヨ㦂∦䛻䜘䜛ᑍἲຠᯝホ౯ἲ䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹
z ᗫṆᥐ⨨ẁ㝵䛻䛒䜛䛂䜅䛢䜣䛃Ⓨ㟁ᡤ䛾ᐇᶵ㓄⟶䛾ῶ⫗ ᐃཬ䜃ゎᯒ䜢⾜䛔䚸㓄⟶ῶ⫗䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢ᵓ⠏䛧䛯䚹䜎䛯䚸
䛂䜅䛢䜣䛃䛾䝫䞁䝥䚸䝞䝹䝤➼䛾ᐇᶵᮦᩱ䛻䜘䜛⇕ຠ⬤ᶵᵓ䛾᳨ウ䚸ཬ䜃㓄⟶䛻䛚䛡䜛IGSCC䛾Ⓨ⏕≧ἣ䜢ホ౯䛧䛯䚹
z ཎᏊຊᏳ䞉ಖᏳ㝔䛛䜙䛾ཷクᴗ䛂☜⋡ㄽⓗᵓ㐀ᛶホ౯ㄪᰝ䛃䛻䛚䛔䛶䛿䚸ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛾↷ᑕ⬤䜢⪃៖䛧䛯
◚ቯ☜⋡ホ౯䛾䛯䜑䛾PFMゎᯒ䝁䞊䝗䜢ᩚഛ䛧䚸ᖹᡂ19ᖺᗘ᪥ᮏཎᏊຊᏛ㈹ᢏ⾡㈹䜢ཷ㈹䛧䛯ᚋ䜒ᨵⰋ䜢㐍䜑䚸䛂㧗⤒
ᖺᑐ⟇ᙉᇶ┙ᩚഛᴗ䛃䛻䛚䛔䛶⁐᥋⇕ᙳ㡪㒊➼䛾㠀ᆒ㉁㒊䛻ᑐᛂ䛧䛯ホ౯ἲ䜢ᩚഛ䛧䛯䚹䜎䛯䚸㓄⟶➼䛾SCC䛻
㐺⏝ྍ⬟䛺PFMゎᯒ䝁䞊䝗䛻䛴䛔䛶䚸䝧䞁䝏䝬䞊䜽ゎᯒ䛻䜘䜛ಙ㢗ᛶ䛾☜ㄆ➼䛾ᨵⰋ䞉ᩚഛ䜢㐍䜑䛯䚹
z ཎᏊຊᏳ䞉ಖᏳ㝔䛛䜙䛾ཷクᴗ䛂㍍Ỉ⅔⇞ᮦᩱヲ⣽ᛶㄪᰝ䛃䛻䛚䛔䛶䛿䚸୰ᛶᏊ↷ᑕ䛻䜘䜛ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛾◚
ቯ㠌ᛶኚ䜔⅔ෆᵓ㐀≀䛾IASCC䛾㐍ᒎᣲື䜢ㄪ䜉䜛䛯䜑䛾↷ᑕヨ㦂⨨➼䛾ᩚഛ䚸↷ᑕୗヨ㦂ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䚸ᮍ↷ᑕ
ᮦ䛾䝕䞊䝍ྲྀᚓ➼䜢ィ⏬㏻䜚㐍䜑䛯䚹

Ẕᵐᵑ࠰ࡇỉܱϋܾẆᢋႸểௐẕ
ᐇෆᐜ

ᡂᯝ

㐩ᡂ┠ᶆ

䐟⏝῭┘どヨ㦂∦䛛䜙᥇ྲྀྍ⬟䛺ᚤ
䐟⬤┘どᢏ⾡䛾㧗ᗘ䛾䛯䜑䛾ᚤᑠ
ᑠヨ㦂∦䜢⏝䛔䛶ᑍἲຠᯝ䛻㛵䛩䜛
ヨ㦂∦䛻䜘䜛◚ቯ㠎ᛶヨ㦂ἲ䛾ᩚഛ
◚ቯ㠌ᛶ䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䚹㐲㝸᧯స䛻ᑐ
䜢⥅⥆䚹ᚤᑠ◚ቯ㠎ᛶヨ㦂∦䛾↷ᑕ
ᛂ䛧䛯ᚤᑠヨ㦂∦ヨ㦂ල䜢㛤Ⓨ䚹
ᚋヨ㦂䜢ᐇ䛩䜛䛯䜑䛾‽ഛ
䐠ᵓ㐀㐃⥆㒊䛻䛚䛡䜛ṧ␃ᛂຊሙ䛻
䐠␗ᮦ⁐᥋⥅ᡭ➼䛻ᑐ䛩䜛◚ቯຊᏛⓗ
䐠ᵓ㐀ᮦᩱ㐃⥆㒊➼䛻ᑐ䛩䜛☜⋡ㄽ
㐺⏝ྍ⬟䛺◚ቯຊᏛゎᯒᡭἲ䜢ᩚഛ䚹
ホ౯䛾䛯䜑䛾ゎᯒᡭἲ䛾ᩚഛ䜢⥅⥆䚹
ⓗ◚ቯຊᏛゎᯒ䛻ಀ䜛◚ቯຊᏛゎᯒ
PFMゎᯒ䝁䞊䝗䜢ᨵⰋ䛧䚸ᐇᶵᦆയ
PFMゎᯒ䝁䞊䝗䛾ᨵⰋཬ䜃᳨ド䜢ᐇ䚹
ᡭἲ䜢ᩚഛ
ゎᯒ䛻䜘䜛㐺⏝ᛶ᳨ウ䜢ᐇ䚹
䐡ῶ⫗䝕䞊䝍Webබ㛤‽ഛ䚹ప
㛗
䐡䜅䛢䜣ᐇᶵᮦ➼䜢⏝䛧䚸2┦䝇䝔䞁 䐡䜅䛢䜣ᐇᶵᮦ䛾ῶ⫗䝕䞊䝍බ㛤‽ഛ䚹
㛫⇕ຠ䛾⬤ᶵᵓ䜢᳨ウ䚹SCCⓎ
⇕ຠ⬤䛾≧ἣ☜ㄆ䛸⬤ᶵᵓ᳨
䝺䝇㗪㗰䛾⇕ຠ⬤➼䛾䝕䞊䝍䜢
⏕≧ἣཬ䜃ṧ␃ᛂຊ䝕䞊䝍ྲྀᚓ䚹
ウ䚹SCCⓎ⏕≧ἣ➼䛾䝕䞊䝍ྲྀᚓ䚹
ྲྀᚓ
䐟ᚤᑠヨ㦂∦䛻䜘䜛ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㗰
䛾◚ቯ㠌ᛶホ౯ἲ䛾ᩚഛ䚸ཬ䜃↷ᑕ
ヨ㦂䛾‽ഛ

2

◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(2/2)
Ẕᵐᵑ࠰ࡇỉܱϋܾẆᢋႸểௐẕ ίếỀẨὸ
ᐇෆᐜ

㐩ᡂ┠ᶆ

䐢䛝䜢᭷䛩䜛㓄⟶䛻㐣䛺ᆅ㟈Ⲵ㔜 䐢㐣䛺ᅽ⦰䞉ᘬᙇⲴ㔜䛜⑂ປ䛝㐍ᒎ
䛜㈇Ⲵ䛥䜜䛯ሙྜ䛾䛝㐍ᒎᣲື䛾
䛻䛘䜛ᙳ㡪䜢ホ౯䛧䚸䛭䛾ᙳ㡪䜢⪃
ホ౯ᡭἲ䜢ᩚഛ
៖䛧䛯䛝㐍ᒎホ౯ᡭἲ䜢ᩚഛ䚹
䐣ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛾ᛶホ౯ἲ䛻䛴 䐣⌧⾜ᛶホ౯ἲ䛾ᢏ⾡ⓗ᰿ᣐ䚸☜
䛔䛶☜⋡ㄽⓗホ౯ἲ䛾ᑟධ䜢ྵ䜐㧗
⋡ㄽⓗホ౯ἲ䛾㐺⏝ᛶཬ䜃⅔ᚰ㡿ᇦ
ᗘ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䜢ᐇ䚹
௨እ䛾㒊䛾ホ౯ἲ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䜢
⾜䛔䚸㧗⢭ᗘ䛾䛯䜑䛾ㄢ㢟䜢ᢳฟ䚹
䐤↷ᑕୗSCCヨ㦂䛻ᚲせ䛺⨨ᩚഛཬ 䐤H24ᖺᗘ䛛䜙䛾↷ᑕヨ㦂䚸H25ᖺᗘ䛛
䜙䛾↷ᑕୗSCCヨ㦂䛜ᐇ䛷䛝䜛䜘䛖
䜃ᢏ⾡㛤Ⓨ䚸↷ᑕ䜻䝱䝥䝉䝹䛾〇స
䛻‽ഛ䜢ᐇ䚹
䛸㠀↷ᑕᮦ䛷䛾ヨ㦂 (䛂㍍Ỉ⅔⇞ᮦᩱ
ヲ⣽ᛶㄪᰝ䛃)

ᡂᯝ
䐢㐣䛺ᅽ⦰䞉ᘬᙇⲴ㔜䜢ຍ䛧䛯⑂ປ
䛝㐍ᒎヨ㦂䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䚸䛭䛾ᙳ
㡪䜢⪃៖䛧䛯䛝㐍ᒎホ౯ᡭἲ䜢ᥦ䚹
䐣⌧⾜ホ౯ἲ䛾ᢏ⾡ⓗ᰿ᣐ䚸☜⋡ㄽⓗ
ホ౯ἲ䛾㐺⏝ᛶཬ䜃⅔ᚰ㡿ᇦ௨እ䛾
㒊䛾ホ౯ἲ䛻䛴䛔䛶⡿ᅜ䜢୰ᚰ䛻
ㄪᰝ䛧䚸㧗⢭ᗘ䛾ㄢ㢟䜢ᢳฟ䚹
䐤↷ᑕ⨨䜢ᩚഛ䛧ᢏ⾡㛤Ⓨ䜢ᐇ䛩
䜛䛸䛸䜒䛻䚸↷ᑕ䜻䝱䝥䝉䝹䜢〇స䚹ᮍ
↷ᑕᮦ䛾◚ቯ㠌ᛶ➼䛾䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䚹

Ẕௐỉဇẕ
z ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㗰䛾◚ቯ㠎ᛶホ౯ᡭἲ䛻㛵䛧䛶䚸◚ቯ㠎ᛶ䝬䝇䝍䞊䜹䞊䝤ἲ䛾ᅜ㝿ᶆ‽䛻ᐤ䛩䜛䛸
䛸䜒䛻䚸᪥ᮏ㟁Ẽ༠䛾◚ቯ㠎ᛶヨ㦂ἲつ⛬(JEAC4216-2011)䛾⟇ᐃ䛻㈉⊩䚹
z ᩚഛ䛧䛯PFMゎᯒ䝁䞊䝗䛻䛴䛔䛶䛿䚸つ᱁ᇶ‽㢮䛾ᢏ⾡ⓗ᰿ᣐ䛻㛵䛩䜛ホ౯➼䛻ྥ䛡䛶䚸බ㛤䛧䛶JNES
➼䛻ᥦ౪䛧䚸䝧䞁䝏䝬䞊䜽ゎᯒ䛻䜘䜚ಙ㢗ᛶ䛾☜ㄆ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸ホ౯ᑐ㇟㒊䛾ᣑᙇ➼䛾ά⏝᪉⟇䛾
ᐇ᳨ウ䜢㐍䜑䛯䚹
z ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛾┘どヨ㦂᪉ἲ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡ᇶ‽䛻ᑐ䛧䛶䚸⁐᥋⇕ᙳ㡪㒊ヨ㦂∦䛾ᚲせᛶ䜢ุ᩿䛩䜛䛯
䜑䛻ᚲせ䛺ᢏ⾡ⓗ▱ぢ䠄↷ᑕ⬤ឤཷᛶ䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䚸ᛶホ౯ἲ➼䠅䜢ᥦ♧䚹

Ẕௐỉπẕ 䠄ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘ䠅
z ㄽᩥ 䠒௳䚸ᢏ⾡ሗ࿌ 䠍௳䚸ᅜ㝿㆟ሗ࿌ 䠍䠏௳䚸ཱྀ㢌Ⓨ⾲ 䠍䠕௳䚸ཷクሗ࿌᭩➼ 䠑௳䚹
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䛺ᡂᯝ 㻔㻝㻛㻟㻕
䖃 ཎᏊ⅔ᐜჾୖ㈏㏻㒊

【主な成果】Niᇶྜ㔠⁐᥋㒊䛾ᛂຊ⭉㣗䜜
䛻ᑐ䛩䜛PFMゎᯒᡭἲ䜢ᩚഛ

䖃 䝩䝑䝖䝺䜾

9 ከᵝ䛺ᙧ≧䜢᭷䛩䜛Niᇶྜ㔠⁐᥋㒊䛾ᛂຊ⭉㣗
䜜(PWSCC)䛻ᑐ䛧䛶䚸₃䛘䛔䜔◚᩿➼䛾PFMゎᯒ
䜢ᐇ䛩䜛䛯䜑䚸PASCAL-NP䝁䞊䝗䜢ᨵⰋ䛧䛯䚹
9 PWSCC䛾Ⓨ⏕㛫䜢⟬ฟ䛩䜛䛯䜑䚸 ᗘ䞉ᛂຊ䞉ᮦ
㉁䞉ษ๐ຍᕤ䛾ᙳ㡪䜢ホ౯䛷䛝䜛䝰䝕䝹䜢ᑟධ䛧䛯䚹

ゎᯒᑐ㇟䛸䛩䜛PWSCC䛾

9 ⡿ᅜDavis-BesseཎᏊ⅔ᐜჾୖ䛻䛚䛡䜛PWSCC
ᦆയ䜢ᑐ㇟䛻䚸᭷㝈せ⣲ἲ䛻ᇶ䛵䛟ṧ␃ᛂຊゎ
ᯒ ཬ䜃 PASCAL-NP䜢⏝䛔䛯PFMゎᯒ䜢ᐇ䛧䛯䚹
9 ◚ᦆ☜⋡ゎᯒ⤖ᯝ䛿䚸᳨ᰝ⤖ᯝ䛸Ⰻ䛟୍⮴䛧䚸
PASCAL-NP䛜PWSCC䛾Ⓨ⏕䞉㐍ᒎホ౯䛻ά⏝䛷
䛝䜛䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹

J⁐᥋୰䛾

ᗘศᕸ

Davis-Besse䛾ୖ䛻
䛚䛔䛶ᦆയ䜢ཷ䛡䛯㈏
z ⛉Ꮫⓗྜ⌮ᛶ䛾䛒䜛つไᇶ‽䜢┠ᶆ䛸䛧䚸㧗⤒ᖺ ㏻㒊䜢䝰䝕䝹
ᢏ⾡ホ౯䛾⢭ᗘྥୖ䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸◚ᦆ☜
⋡➼䛾ྜ⌮ⓗ䛺ホ౯ᣦᶆ䜢☜❧䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷
䛒䜛䚹ᮦᩱຎண ⢭ᗘ䛾ྥୖ䚸ᵓ㐀ᮦᩱ」㞧⁐
PWSCC䛻䜘䜛ୖ㈏㏻
᥋㒊䛾ᛶホ౯ᡭἲ䛾☜❧䜢㋃䜎䛘䛶䚸PFMゎ
㒊䛾◚ᦆ (₃䛘䛔䞉◚᩿)
ᯒᡭἲ䛾᳨ド䚸ಙ㢗ᛶ☜ㄆ䜔ᐇ⏝➼䚸䛥䜙䛺䜛㧗
☜⋡ゎᯒ⤖ᯝ䛾
ୖ㈏㏻㒊䛾⁐᥋
ᗘ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹
ṧ␃ᛂຊゎᯒ⤖ᯝ
4

【今後の取り組み】

䛺ᡂᯝ 㻔㻞㻛㻟㻕
【主な成果】 䜅䛢䜣ᐇᶵᮦ➼䜢⏝䛧䛶䚸ᮦᩱຎ䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ
䜅䛢䜣ᐇᶵᮦ䛷☜ㄆ䛷䛝䜛ヨ㦂㡯┠

9 ᗫṆᥐ⨨ẁ㝵䛻䛒䜛䛂䜅䛢䜣䛃Ⓨ㟁ᡤ䛾ᐇᶵᮦ䜢
⏝䛧䛶䚸௨ୗ䛾◊✲䜢ᐇ䛧䛯䚹

Ҿ܇щܾ֥ỉɶࣱ܇ༀݧᏤ҄
ᅽຊ⟶䠄㼆㼞
㻙㻞㻚㻡㻑㻺㼎㻕
ᅽຊ⟶䠄㼆㼞㻙
䜹䝷䞁䝗䝸䜰⟶䠄㼆㼞㼥
㻙㻞䠅
䜹䝷䞁䝗䝸䜰⟶䠄㼆㼞㼥㻙
䜹䝷䞁䝗䝸䜰䝍䞁䜽䠄㻿㼁㻿
䠏䠌䠐䠅
䜹䝷䞁䝗䝸䜰䝍䞁䜽䠄㻿㼁㻿䠏䠌䠐䠅

䐟㓄⟶ῶ⫗䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛻㓄⟶CAD䝕䞊䝍䛾Ⓩ㘓
䛸Webබ㛤‽ഛ䜢ᐇ䛧䛯䚹

↷ᑕ⬤
☜ㄆヨ㦂

SUS316NGᮦ䛾
SCC☜ㄆ
☜ㄆ
SUS316NGᮦ䛾SCC

ࣖщᏵлủίᵧᵥᵱᵡᵡᵇ
ୗ㒊䝦䝑䝎䞊
ୗ㒊䝦䝑䝎䞊
ᚠ⎔⣔㓄⟶
ධཱྀ⟶
ୖ᪼⟶

Ỉ⣲ὀධ䛾᭷ຠᛶ☜ㄆ
SCCᑐ⟇䛾᭷ຠᛶ☜ㄆ
SCCᑐ⟇䛾᭷ຠᛶ☜ㄆ

၅іί᭗ἇỶἁἽ၅іὸ
ἃὊἨἽỉዌጂ˯ɦ

䐠ᐇᶵᮦ䛾ప 㛗㛫⇕ຠ⬤䛾ᇶ♏䝕䞊䝍䜢
ྲྀᚓ䛧䚸⬤䝯䜹䝙䝈䝮䛾᳨ウ䜢⾜䛳䛯䚹
䐡㛗ᮇ㛫⏝ᚋ䛾ᐇᶵᮦ䛾SCCⓎ⏕≧ἣ䛾ṇ☜
䛺ᢕᥱཬ䜃ṧ␃ᛂຊ್䛾 ᐃ䜢⾜䛔ḟᖺᗘ௨㝆
䛾ヲ⣽ィ⏬䜢❧䛧䛯䚹
䠷㻶㻺㻱㻿䛛䜙䛾ཷクᴗ䛂ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘ⚟┴䛻䛚䛡䜛㧗⤒ᖺ◊✲䛃
䛾ᡂᯝ䛷䛒䜛䚹䠹
䝫䞊䝍䝹⏬㠃

ᨺᑕ䜿䞊䝤䝹
㧗 䜿䞊䝤䝹
ᒇእ䜿䞊䝤䝹

㠀◚ቯ᳨ᰝ䛻䜘䜛☜ㄆ

ᑠཱྀᚄ㓄⟶䛺䛹

ཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾ
Ẽ

㏦㟁⥺

ἅὅἁἼὊἚỉɶࣱ҄Ẇ
્ݧዴὉ༏ỉࢨ᪪

Ẽ䝗䝷䝮
ไᚚᲬ

⤯⦕పୗ
☜ ㄆ

䝍䞊䝡䞁

㟁Ẽฟຊ㻝㻢㻡㻹㼃

Ⓨ㟁ᶵ

ᨺỈཱྀ䜈

㠀◚ቯ᳨ᰝ䛻䜘䜛☜ㄆ

ᙉᗘపୗ☜ㄆ
㐽ⶸᶵ⬟పୗ☜ㄆ

෭༷Ỉ䠄ᾏỈ䠅
ᚠ⎔Ỉ䝫䞁䝥

၅іί˯ἇỶἁἽ၅іὸ
ධཱྀ⟶
ୖ᪼⟶
ୖ᪼⟶
ୗ㝆⟶
Ẽ㓄⟶䛺䛹

ኚᅽჾ

Ỉჾ

䖂㟁ຊᴗ⪅䛾䝙䞊䝈
䞉䜿䞊䝤䝹䞉䝁䜲䝹➼䛾
⤯⦕పୗ

再循環ポンプ

༏јᏤ҄
ᚠ⎔䝫䞁䝥

⇕ຠᣲື☜ㄆ

⤥Ỉ䝫䞁䝥

䖂㟁ຊᴗ⪅䛾䝙䞊䝈
䞉ᇶ♏䝪䝹䝖䛾⭉㣗䞉ᶞ⬡ຎ
ᇶ♏䝪䝹䝖◚ቯヨ㦂

ᣐሥถᎹίỺἿὊἊἹὅἅἿὊἊἹὅὸ
䝍䠉䝡䞁⣔Ẽ䡡Ỉ㓄⟶
ྛ✀⇕ჾ

䠄☜ㄆ

䚸ྍ⬟ᛶ᭷

㓄⟶ῶ⫗ᣲື☜ㄆ

䚸ྍ⬟ᛶᑠ

䠅

䝻䜾䜲䞁⏬㠃

723⏬㠃

ヲ⣽⏬㠃

䜅䛢䜣
ᐇᶵ᮲௳

䝇䝢䝜䞊䝎䝹ศゎᛂ
ึᮇ┦ᙜᮦ᥇ྲྀ䜎䜎ᮦ

10 nm

⇕ຠ

䐟㓄⟶ῶ⫗䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠖㓄⟶䠟䠝䠠䝕䞊䝍

ᗘ䛸᭱㛗ຠ㛫䛾㛵ಀ

䐠⇕ຠ⬤䠖ᐇᶵᮦప 㛗㛫䝕䞊䝍
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10 nm

3DAP䛻䜘䜛
ᐇᶵᮦศᯒ⤖ᯝ

䐡䠯䠟䠟䠖ṧ␃ᛂຊ䛾 ᐃ⤖ᯝ䠄䠥䠤䠯䠥䠅
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䛺ᡂᯝ 㻔㻟㻛㻟㻕
ᖜ䛜䛝䛔

【主な成果】 ᕧᆅ㟈ୗ䛻䛚䛡䜛㓄⟶䛷䛾
䛝㐍ᒎホ౯ἲ䜢ᩚഛ

ᖜ䛜ᑠ䛥䛔

9 㐣䛺ᆅ㟈Ⲵ㔜䛻ᑐ䛩䜛䛝㐍ᒎᣲື䛻㛵䛧
䛶䚸㐣䛺ᅽ⦰䞉ᘬᙇⲴ㔜䛜⑂ປ䛝㐍ᒎ䛻
䛘䜛ᙳ㡪䜢ホ౯䛩䜛䛯䜑䚸ᖹᯈヨ㦂∦䜢⏝
䛔䛯ヨ㦂䜢⾜䛔䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹
9 㐣Ⲵ㔜䛾ᙳ㡪䜢⪃៖䛧䚸タィᆅ㟈ື䜢㉸䛘
䜛䜘䛖䛺ᆅ㟈ື䛾ホ౯䛻䜒ᑐᛂྍ⬟䛺䛯᪂䛯
䛺䛝㐍ᒎண ᡭἲ䜢ᥦ䛧䛯䚹

ᆅ㟈䛾䛝㐍ᒎᣲື䛾ᶍᘧᅗ

9 ཎᏊ⅔㓄⟶䛻ᑐ䛩䜛PFMゎᯒ䝁䞊䝗PASCALSP䛻ᑐ䛧䚸ᥦ䛧䛯䛝㐍ᒎண ᡭἲ䜢ᑟධ
䛧䚸ᕧ䛺ᆅ㟈䛾Ⓨ⏕䛜㓄⟶◚ᦆ☜⋡䛻ཬ䜌
䛩ᙳ㡪䜢⢭ᗘ䜘䛟䚸䛛䛴ಖᏲⓗ䛻ホ౯䛷䛝䜛䜘
䛖ᨵⰋ䜢䛧䛯䚹
䠷JNES䛛䜙䛾ཷクᴗ䛂ᖹᡂ22䡚23ᖺᗘ㧗⤒ᖺ䜢⪃៖䛧䛯ᶵჾ䞉
ᵓ㐀≀䛾⪏㟈Ᏻホ౯ᡭἲ䛾㧗ᗘ䠄ᆅ㟈Ⲵ㔜ୗ䛻䛚䛡䜛㓄⟶
䛾䛝㐍ᒎホ౯ᡭἲཬ䜃☜⋡ㄽⓗホ౯ᡭἲ䛾᳨ウ䠅䛃䛾ᡂᯝ䛷
䛒䜛䚹䠹

ᘏᛶ䛝㐍ᒎ
1.E-04
䛝㐍ᒎ㏿ᗘ (m/cycle)

9 㓄⟶ヨ㦂య䜢⏝䛔䛶⧞㏉䛧Ⲵ㔜ཬ䜃ᆅ㟈ື䜢
ᶍᨃ䛧䛯Ⲵ㔜䛻䜘䜛䛝㐍ᒎヨ㦂䜢⾜䛔䚸䛭䛾
⤖ᯝ䛸ᥦ䛧䛯䛝㐍ᒎண ἲ䛸䛾ẚ㍑䛛䜙䚸
ண ἲ䛾ಖᏲᛶ䜢☜ㄆ䛧䛯䚹

1.E-05

1.E-06

ண䛥䜜䜛䛝㐍ᒎ㏿ᗘ
ᘏᛶ䛝㐍ᒎ䜢⪃៖䛧䛯䛝㐍ᒎ㏿ᗘ
୍ᐃᖜ (Pmax = 3kN)
୍ᐃᖜ (Pmax = 5kN)
ᖜῶᑡ (Pmax = 5kN)

䛝䛺ᖜ䛷䛿⑂ປ䛝
㐍ᒎ䛻ᘏᛶ䛝㐍
ᒎ䛜ຍ䜟䜛䚹

ᙎረᛶ◚ቯຊ
Ꮫ䝟䝷䝯䞊䝍'J
䛾⏝䜢ᥦ䚹

㐜ᘏຠᯝ
㐣䛺ᘬᙇⲴ㔜ᚋ䚸
䛝䛾㐍ᒎ䛿㐜䛟䛺䜛䚹

1.E-07
1.E+00
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ǻJ (kJ/m2)

䛝㐍ᒎ㏿ᗘ䛾ホ౯

6

JAEA-Evaluation 2013-003

ᶵᵓእ⛎

㈨ᩱNo.Ᏻ◊ホጤ2䠉9

᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹タ䛾Ᏻホ౯䛻㛵䛩䜛◊✲
䡬ᖹᡂ23ᖺᗘホ౯䡬
ᖹᡂ24ᖺ2᭶15᪥
➨2ᅇᏳ◊✲䞉ホ౯ጤဨ
᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ
Ᏻ◊✲䝉䞁䝍䞊

ᮏ㈨ᩱ䛿䚸⌧Ⅼ䛷䛿⛎ᐦሗ䛜ྵ
䜎䜜䛶䛔䜛䛯䜑䛂⛎ᐦᩥ᭩䛃ᢅ䛔䛸
䛺䛳䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸ᖹᡂ24ᖺᗘ௨㝆
ᡤᐃ䛾ᡭ⥆䛝ᚋ䚸බ㛤䛔䛯䛧䜎䛩䚹

◊✲ィ⏬䛾ᯟ⤌䜏䛸ᐇ≧ἣ
ẔᄂᆮႸႎẕ
䝸䝇䜽ホ౯ୖ㔜せ䛺㇟䛾ᙳ㡪ホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䚸᪂ᆺ⇞
ᩱ➼䛻ᑐᛂ䛧䛯⮫⏺Ᏻホ౯ᡭἲ䜔ฎ⌮タᶵჾᮦ
ᩱ䛾⤒ᖺホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䜢⾜䛔䚸䞉⮫⏺䚸ⅆ⅏䞉⇿Ⓨ䚸
₃䛘䛔➼䛾ᨾ㜵Ṇᶵ⬟ཬ䜃ᨾ䛾㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟䛻
㛵䛩䜛Ᏻホ౯ᢏ⾡䛾㧗ᗘ䛻㈨䛩䜛䚹
Ẕᇹ2ɶᚘဒẕ
䝸䝇䜽ホ౯ୖ㔜せ䛺㇟䛾ᙳ㡪ホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䜢┠ⓗ䛸
䛧䛶䚸ᨺᑕᛶ≀㉁䛾ᨺฟ⛣⾜⋡䛺䛹䛾ᐇ㦂䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ
ཬ䜃ゎᯒ䝰䝕䝹䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹䜎䛯䚸᪂ᆺ⇞ᩱ➼䛻ᑐᛂ
䛧䛯⮫⏺Ᏻホ౯ᡭἲ䜔ฎ⌮タᶵჾᮦᩱ䛾⤒ᖺ
ホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䜢⾜䛖 䚹
ẔࣖݣẴỦໜܤμᄂᆮᛢ᫆ẕ
Ⅱ. ཎᏊຊタศ㔝 䕿Ᏻホ౯ᢏ⾡
䠄䞉⮫⏺䚸ⅆ⅏䞉⇿Ⓨ䚸₃䛘䛔➼䛾ᨾ㜵Ṇᶵ⬟ཬ䜃ᨾ
㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟䛻㛵䛩䜛Ᏻホ౯ᢏ⾡㧗ᗘ䛻㛵䛩䜛◊✲䠅
Ẕ23࠰ࡇᚘဒẕ
䞉ฎ⌮ᗫᾮἛ㦐ᅛ䛻䛚䛡䜛ᶍᨃ≀㉁䛾Ẽ┦⛣⾜
䝕䞊䝍䛺䛹䜢䝁䞊䝹䝗ᇶ♏ヨ㦂䛻䜘䜚ྲྀᚓ䛩䜛䚹
䞉⮫⏺ᨾ䛻䛚䛔䛶➨䠍䝢䞊䜽䛾ḟ䛻⥲᰾ศᩘ䜈䛾ᐤ
䛜䛝䛔ฟຊ༢ㄪῶᑡᣲືᐇ㦂䝕䞊䝍䛾ホ౯䜢⾜䛖䚹
䞉ᨵ㐀㻿㼀㻭㻯㼅⮫⏺ᐇ㦂⅔ᚰᵓᡂ䛾ゎᯒホ౯䜔⮫⏺Ᏻᐇ
㦂◊✲⏝ ᐃᶵჾ䛾ᛶ⬟☜ㄆヨ㦂䛺䛹䜢⾜䛖䚹
䞉᪂ᆺ⅔⇞ᩱ➼䛾⮫⏺Ᏻホ౯ᡭἲ䛾᳨ウ䜢⾜䛖䚹䜎䛯䚸⇞

↝ゎᯒ䝁䞊䝗᳨ド⏝⏝῭⇞ᩱ⤌ᡂ䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䛾䛯
䜑
⏝῭⇞ᩱ䛻ྵ䜎䜜䜛㞴 ᐃ㻲㻼᰾✀䛾㧗⢭ᗘ䛺ᡭἲ
䛻䜘䜛ศᯒ䜢⤊䛩䜛䚹
䞉 ฎ⌮タᶵჾᮦᩱ䛾⤒ᖺホ౯䛾䛯䜑䛾Ἓ㦐ఏ⇕
㠃⭉㣗ヨ㦂䛺䛹䜢⾜䛔䚸䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䛸⭉㣗㐍ᒎண
䝰䝕䝹䜢సᡂ䛩䜛䚹
Ẕܱ˳Сẕ
䞉 ฎ⌮タ䛾䝸䝇䜽ホ౯ୖ㔜せ䛺ᨾ䛾ᙳ㡪ホ౯ᡭ
ἲᩚഛ◊✲䛷䛿䚸⊂)ཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓཬ䜃᪥ᮏཎ
⇞(ᰴ)䛸ඹྠฟ㈨䛧◊✲䛸䛧䛶ᐇ䛧䚸ཎᏊຊᇶ♏ᕤᏛ
◊✲㒊㛛ཬ䜃Ᏻヨ㦂タ⟶⌮䛸㐃ᦠ䛧䛶ᐇ䛩䜛䚹
䞉 ⇞↝ᗘ䜽䝺䝆䝑䝖䜢ᑟධ䛩䜛㝿䛾⮫⏺Ᏻホ౯ᡭἲᩚ
ഛ◊✲䛾୍㒊䚸⇞↝ィ⟬䝁䞊䝗䛾᳨ド⏝䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ
䛿䚸⊂)ཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓཷク◊✲䛸䛧䛶ᐇ䛧䚸ཎ
Ꮚຊᇶ♏ᕤᏛ◊✲㒊㛛䚸Ᏻヨ㦂タ⟶⌮ཬ䜃䢊䡫䢀ヨ
㦂タ⟶⌮㒊䛾༠ຊ䜢ᚓ䛶ᐇ䛩䜛䚹
䞉 ฎ⌮ᶵჾᮦᩱ䛾⤒ᖺኚ◊✲䛿䚸⊂)ཎᏊຊᏳᇶ
┙ᶵᵓ䛛䜙䛾ཷク◊✲䛸䛧䛶ᐇ䛧䚸ཎᏊຊᇶ♏ᕤᏛ
◊✲㒊㛛䜔䡷䡮䡴䢕ᕤᏛヨ㦂㒊䛸䛾㐃ᦠ䚸୍㒊䚸ᮾᕤ䚸
᪩✄⏣䚸ᕤ䛾༠ຊ䜢ᚓ䛶ᐇ䛩䜛䚹

Ẕᡶཞඞẕ
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ィ⏬㏻䜚㐍ᤖ䛧䛶䛔䜛䚹
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◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ
Ẕᵐᵐ࠰ࡇỉಒᙲẕ
䐟ᶍᨃᗫᾮ䜢⏝䛔䛯䝁䞊䝹䝗ᇶ♏ᐇ㦂䛻䜘䜚ᗫᾮἛ㦐䛾ᶍᨃᨺᑕᛶ≀㉁䛾ᨺฟ⛣⾜⋡ᐇ㦂䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹
䐠䝷䞁䝥⤥ᾮ䚸䝟䝹䝇ᘬᢤ䛺䛹䛾᮲௳䛷䚸ฟຊ༢ㄪῶᑡ䛾䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹
䐡ฎ⌮⁐፹➼䛾⇞↝䛻క䛖↴↮ᨺฟཬ䜃㻴㻱㻼㻭䝣䜱䝹䝍ᕪᅽୖ᪼䝕䞊䝍➼䜢ᵝ䚻䛺⇞↝᮲௳ୗ䛷ྲྀᚓ䛧䛯䚹
䐢5%㉸⃰⦰ᗘ䡯䢓䢙U⮫⏺䢉䢚䢙䡽䢋䡬䡴ᐇ㦂䛾せᐇ㦂䝟䝷䝯䞊䝍䛾☜䛛䛥䛸⮫⏺㔞 ᐃ⢭ᗘ䛸䛾㛵ಀ䜢ᢕᥱ䛧䛯䚹
䐣⇞↝ゎᯒホ౯⏝῭⇞ᩱ⤌ᡂ䝕䞊䝍ྲྀᚓ䛾䛯䜑䚸⏝῭⇞ᩱ୰䛾㞴 ᐃFP᰾✀䝕䞊䝍ྲྀᚓ䛧䛯䚹
䐤Ἓ㦐ఏ⇕㠃⭉㣗䝕䞊䝍䜢⁐ᾮ᮲௳䜢䝟䝷䝯䞊䝍䛸䛧䛶ྲྀᚓ䛧䛯䚹

Ẕᵐᵑ࠰ࡇỉܱϋܾẆᢋႸểௐẕ
ᐇෆᐜ
䐟ฎ⌮ᗫᾮἛ㦐ᅛ䛻䛚䛡䜛ᶍ
ᨃ≀㉁䛾Ẽ┦⛣⾜⋡䝕䞊䝍䜢䝁䞊䝹
䝗ᇶ♏ヨ㦂䛻䜘䜚ྲྀᚓ䛩䜛䚹

䐠 TRACYᐇ㦂䛾ฟຊ༢ㄪῶᑡ䛾
䝕䞊䝍䛾ゎᯒホ౯䜢⾜䛔䚸᰾ศᩘ
䛾ホ౯ᡭἲ䛾⢭ᗘ䜢᳨ウ䛩䜛䚹

ᡂᯝ

㐩ᡂ┠ᶆ

䐟ᶍᨃᗫᾮຍ⇕䛾㠀ᨺᑕᛶ 䐟ᶍᨃᗫᾮ䜢⏝䛔䛯䝁䞊䝹䝗ᇶ♏ᐇ㦂
≀㉁䛾Ẽ┦䜈䛾⛣⾜⋡䝕䞊䝍䛺 䛻䜘䜚ᗫᾮἛ㦐䛾ᶍᨃᨺᑕᛶ≀㉁
䠄㻾㼡䛺䛹䠅䛾ᨺฟ⛣⾜⋡ᐇ㦂䝕䞊䝍䜢ྲྀ
䛹䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹ᕤᏛつᶍཬ䜃
䝩䝑䝖ヨ㦂䛾ᐇ䛻ྥ䛡䛯⨨ ᚓ䛧䛯䚹⇕ὶືゎᯒ䝁䞊䝗䜢⏝䛔䛶ᕤᏛ
䛾ヲ⣽タィ䜔ヨ㦂ィ⏬䛾⟇ᐃ つᶍヨ㦂⨨䜢ヲ⣽タィ䛧䛯䚹䝩䝑䝖ヨ
㦂⨨䛾ヨ㐠㌿䜔ヨ㦂ィ⏬䜢⟇ᐃ䛧䛯䚹
䜢⾜䛖䚹
䐠⮫⏺ᨾ䛾ᐇ㦂䝕䞊䝍䛻䚸 䐠 TRACYᐇ㦂䝕䞊䝍䛾ฟຊ༢ㄪῶᑡ
㛤Ⓨ୰䛾㏆ఝホ౯ᡭἲ䜢㐺⏝䛧䚸 㒊䛻ຍ䛘䚸➨䠍䝢䞊䜽㒊ཬ䜃䝥䝷䝖䞊㒊
ゎᯒ䜢⾜䛳䛶䚸ᐇ㦂䝕䞊䝍䛸ẚ㍑ 䛻䛴䛔䛶㏆ఝホ౯ἲ䛻䜘䜛ゎᯒホ౯䜢
⾜䛔䚸ᚑ᮶ᡭἲ䜘䜚Ⰻ䛔⢭ᗘ䛷䛒䜛䛣䛸
᳨ウ䛩䜛䚹
䜢☜ㄆ䛧䛯䚹
2

Ẕᵐᵑ࠰ࡇỉܱϋܾẆᢋႸểௐẕ ếỀẨ
ᐇෆᐜ
㐩ᡂ┠ᶆ
䐡᪂ᆺ⇞ᩱᑟධ䛻ᑐᛂ䛧䛯⮫⏺䝧䞁
䝏䝬䞊䜽䝕䞊䝍ྲྀᚓᐇ㦂ィ⏬䛾᳨ウ
䛾୍⎔䛸䛧䛶5%㉸⃰⦰ᗘ䜴䝷䞁䜢⏝
䛔䛯ᐇ㦂䛾☜䛛䛥䜢ணഛⓗ䛻ホ౯
䛩䜛䚹
䐢⇞↝ゎᯒ䝁䞊䝗᳨ド⏝⏝῭⇞ᩱ
⤌ᡂ䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䛾䛯䜑⏝῭⇞ᩱ
䛻ྵ䜎䜜䜛㞴 ᐃFP᰾✀䛾㧗⢭ᗘ
䛺ᡭἲ䛻䜘䜛ศᯒ䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹
䐣ฎ⌮タᶵჾᮦᩱ䛾⤒ᖺホ
౯䛾䛯䜑䛾Ἓ㦐ఏ⇕㠃⭉㣗ヨ㦂䛺䛹
䜢⾜䛔䚸⭉㣗䝕䞊䝍䛺䛹䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹

ᡂᯝ

䐡5%㉸⃰⦰ᗘ䜴䝷䞁䜢⏝䛔䛯⮫
⏺ᐇ㦂䛾⅔ᚰᵓᡂ䜢᳨ウ䛩䜛䚹

䐡◚ᦆ⇞ᩱ䛾⮫⏺Ᏻ◊✲䛾
䛯䜑䛾⮫⏺ᐇ㦂ィ⏬䠄⅔ᚰᵓᡂ
䛺䛹䠅䛾᳨ウ䜢⾜䛳䛯䚹

䐢⏝῭⇞ᩱ୰䛾㞴 ᐃFP᰾
✀䛾㧗⢭ᗘ䛺ᡭἲ䛻䜘䜛ศᯒ
䝕䞊䝍ྲྀᚓ䜢⤊䛩䜛䚹
䐣ฎ⌮タᶵჾᮦᩱ䛾⤒ᖺ
ホ౯䛾䛯䜑䛾Ἓ㦐ఏ⇕㠃⭉
㣗ヨ㦂䛺䛹䜢⾜䛔䚸䝕䞊䝍䛾ྲྀ
ᚓ䛸⭉㣗㐍ᒎண 䝰䝕䝹䜢సᡂ
䛩䜛䚹

䐢⇞↝ゎᯒホ౯⏝⏝῭⇞ᩱ
⤌ᡂ䝕䞊䝍ྲྀᚓ䛾䛯䜑䚸⁐ᛶ
ṧ´୰䛻Ꮡᅾ䛩䜛䛯䜑 ᐃ䛜ᅔ
㞴䛷䛒䛳䛯FP᰾✀䛻䛴䛔䛶䚸㧗
⢭ᗘ䛺ᡭἲ䛻䜘䜚ศᯒ䝕䞊䝍䜢
ྲྀᚓ䠄⤊䠅䛧䛯䚹
䐣Ἓ㦐ఏ⇕㠃⭉㣗䝕䞊䝍䜢⁐ᾮ
᮲௳䜢䝟䝷䝯䞊䝍䛸䛧䛶ྲྀᚓ䛧䚸
⭉㣗㐍ᒎண ᘧ䜢సᡂ䛧䛯䚹

Ẕௐỉဇẕ

z ᨺᑕᛶ≀㉁䛾≀⌮Ꮫᣲື䝕䞊䝍䛿䚸ฎ⌮タ䛾䝸䝇䜽ホ౯䛾⢭ᗘྥୖ䛻ᐤ䛩䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛷䛝䜛䚹
z ලయⓗ䛺ᨾ䝅䝘䝸䜸䛻ᇶ䛵䛟ⅆ⅏䛾㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟႙ኻ䛻⮳䜛䜎䛷䛾⊰ண㛫䛾ᐃ㔞ⓗホ౯䛻ά⏝䛷䛝䜛䚹
䛣䛾ᡂᯝ䛿㻶㻺㻱㻿䛻ᥦ౪䛧䛯䚹
z ◚ᦆ⇞ᩱྲྀ䜚ฟ䛧䜔᪂ᆺ⅔⇞ᩱ➼䛾ᑟධ䛻ᑐᛂ䛧䛯᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹タ䛾⮫⏺Ᏻタィ䞉ホ౯ᡭἲ䜈䛾㈉
⊩䛜ᮇᚅ䛷䛝䜛䚹
z 㧗⤒ᖺᑐ⟇ᢏ⾡ホ౯䝬䝙䝳䜰䝹➼䜈䛾ᫎ䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛ᢏ⾡䝕䞊䝍䜢ᥦ౪䛧䛯䚹

Ẕௐỉπẕ
z ㄽᩥ4௳䚸ᢏ⾡ሗ࿌1௳䚸ᅜ㝿㆟7௳䚸ཱྀ㢌Ⓨ⾲12௳䚸ཷクሗ࿌᭩4௳䚸⾲ᙲ 3௳

- 178 -

3

JAEA-Evaluation 2013-003

䛺ᡂᯝ 㻔㻝㻛㻟㻕
ฎ⌮タ䛻䛚䛡䜛䝸䝇䜽ホ౯ୖ㔜せ䛺㇟䛾ᙳ㡪ホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ㻔㻝㻛㻞㻕

䞉ฎ⌮ᗫᾮἛ㦐ᅛ㇟
ฎ⌮ᗫᾮ䛾 ᗘᣲືゎᯒ䛻ᚲせ䛺Ru
◪㓟ሷ➼䛾ᛂ⇕䜔ᛂ㏿ᗘᐃᩘ䛺䛹䛾
⇕ศゎ≉ᛶ䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛸ඹ䛻䛭䛾
್䛾ጇᙜᛶ䜢ホ౯䛧䛯䚹

ฎ⌮タ䛾䝸䝇䜽ホ౯ୖ㔜せ䛺㇟䛸⪃䛘䜙䜜䜛ᨺᑕ
ᛶᗫᾮ䛾Ἓ㦐ཬ䜃ᅛ䛻Ẽ┦䛻ᨺฟ䛥䜜䜛ᨺᑕᛶ≀
㉁䠄䝹䝔䝙䜴䝮䚸䝉䝅䜴䝮䛺䛹䠅䛾⛣⾜⋡䝕䞊䝍䜢㠀ᨺᑕ
ᛶᶍᨃᗫᾮ䜢⏝䛔䛯䝡䞊䜹䞊つᶍᐇ㦂䛻䜘䜚ྲྀᚓ䛧䛯䚹

㻢㻜㻜
㻡㻜㻜
㻠㻜㻜
㻟㻜㻜

㻯㼟⛣⾜ྜ

㻞㻜㻜
ヨᩱ

ᗘ䠄䉝䠅

㻾㼡⛣⾜ྜ

㉁㔞ኚ㻌㻔㼙㼓㻕

㻣㻜㻜

ヨᩱ

⛣⾜⋡ 䠄✚⟬䠅䠄㻙䠅

㻜
㻝㻚㻱㻙㻜㻝
㻝㻚㻱㻙㻜㻞
㻝㻚㻱㻙㻜㻟
㻝㻚㻱㻙㻜㻠
㻝㻚㻱㻙㻜㻡
㻝㻚㻱㻙㻜㻢
㻝㻚㻱㻙㻜㻣
㻝㻚㻱㻙㻜㻤
㻝㻚㻱㻙㻜㻥
㻝㻚㻱㻙㻝㻜
㻝㻚㻱㻙㻝㻝

㻝㻜㻜

ᗘ

㻜
㻜

㻝㻜

㻞㻜

㻟㻜

㻠㻜

㻡㻜

㻢㻜

㛫䠄㼙㼕㼚䠅
ᅗ1 ᶍᨃᨺᑕᛶ≀㉁Ẽ┦⛣⾜⋡ཬ䜃ヨᩱ

ᗘ䛾⤒ኚ䠄䠅

㻙㻜㻚㻡
㻙㻝

ィ⟬್
䠄㻱㼍ㄪᩚᚋ䠅
ᐃ್

㻙㻝㻚㻡

ィ⟬್
䠄㻱㼍ᮍㄪᩚ䠅
㻙㻞
㻝㻜㻜 㻝㻡㻜 㻞㻜㻜 㻞㻡㻜
ᗘ㻌㻔䉝㻕

㻟㻜㻜

ᅗ2 Ru◪㓟ሷ䛾⇕㔜㔞䠄TG䠅ศᯒ⤖ᯝཬ䜃ィ⟬್
䛸䛾ẚ㍑䠄ヨᩱ䠖◪㓟䝙䝖䝻䝅䝹䝹䝔䝙䜴䝮䠅

䞉ᨺᑕᛶ≀㉁䠄㻾㼡䚸㻯㼟䛺䛹䠅䛾Ẽ┦⛣⾜⋡䛸ᗫᾮ ᗘ䛸䛾㛵ಀ䜢ᢕᥱ䛧䛯䚹
䞉㼀㻳 ᐃ⤖ᯝ䛛䜙⇕ศゎᛂ䜢䠏ẁ㝵䛻ศู䛧䚸ྛẁ㝵䛻ᑐ䛧䛶ᚓ䜙䜜䛯άᛶ䜶䝛䝹䜼䞊㻱㼍䜢ホ౯㐣⛬䛷䛾䝞䝷䝒䜻䛾⠊ᅖෆ
䛷ᚤㄪᩚ䛩䜛䛣䛸䛷 ᐃ್䛻㏆䛔㼀㻳᭤⥺䜢ィ⟬䛻䜘䛳䛶ᚓ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛜䜟䛛䛳䛯䚹
䞉ᨺᑕᛶ≀㉁䛾≀⌮Ꮫᣲື䝕䞊䝍䛿䚸ฎ⌮タ䛾䝸䝇䜽ホ౯䛾⢭ᗘྥୖ䛻ᐤ䛩䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹
4

䛺ᡂᯝ 㻔㻞㻛㻟㻕
ฎ⌮タ䛻䛚䛡䜛䝸䝇䜽ホ౯ୖ㔜せ䛺㇟䛾ᙳ㡪
ホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ㻔㻞㻛㻞㻕

◚ᦆ⇞ᩱྲྀᢅ䛻ಀ䜛⮫⏺Ᏻホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ
ཎᏊ⅔䛾䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛷⏕䛨䜛◚ᦆ⇞ᩱ䠄䝕
䝤䝸䠅䛻䛴䛔䛶䚸 STACY᭦᪂䜢⏝䛔䛶⅔⮫⏺䝧䞁
䝏䝬䞊䜽䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛣䛸䜢ィ⏬䛧䚸䝕䝤䝸䛜
Ꮡᅾ䛩䜛≧ἣ䜢ᶍᨃ䛩䜛⅔ᚰᵓᡂ䜢᳨ウ䛧䛯䚹

䞉⮫⏺ᨾ㇟
䞉⮫⏺ᨾホ౯ᡭἲ㛤Ⓨ䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸㐣Ώ⮫⏺ᐇ㦂
⨨㼀㻾㻭㻯㼅䛷ྲྀᚓ䛧䛯༢ㄪῶᑡ䛾ฟຊ䝕䞊䝍䜢ゎ
ᯒ䛧䚸㛤Ⓨ䛧䛯㏆ఝホ౯ᘧ䛾⢭ᗘ䜢᳨ウ䛧䛯䚹
⾲䠍 TRACYᐇ㦂䝕䞊䝍䠄䝷䞁䝥⤥ᾮ1.52$ ῧຍ䠅䛸㏆ఝホ
*ᬻᐃ್
౯⤖ᯝ䛾ẚ㍑
TRACY
㏆ఝホ౯
ᐇ㦂
総核分裂数

6.0x1017

6.9x1017 *

第１ピーク+単調減少

2.6x1017

第１ピーク

1.9x1017

5.3x1017 *
-

༢ㄪῶᑡ

6.9x1016

䝥䝷䝖䞊

3.4x1017

-

ᅗ3 STACY᭦᪂⅔䛸䝕䝤䝸䛾୰ᛶᏊ䝇䝨䜽䝖䝹䛾ẚ㍑

᪤Ꮡ䛾⡆᫆ホ౯ᡭἲ䛷䛿䠍䡚䠎᱆䛾㐣ホ౯䛸䛺䜛⥲᰾ศ
ᩘ䛻䛴䛔䛶䚸᪂䛧䛔㏆ఝホ౯ᡭἲ䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛷䚸ྠ䛨᱆䛾
ホ౯䛜䛷䛝䜛ぢ㏻䛧䜢ᚓ䛯䚹ฎ⌮タ䛾䝸䝇䜽ホ౯䛾⢭ᗘ
ྥୖ䛻ᐤ䛩䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹

ィ⏬䛧䛶䛔䜛㻿㼀㻭㻯㼅᭦᪂⅔䛾⅔ᚰᵓᡂ⠊ᅖ䛷䚸䝕䝤䝸䛸Ỉ䛾
ᵝ䚻䛺ΰྜẚ䛻䛚䛡䜛୰ᛶᏊ䝇䝨䜽䝖䝹䛜⌧䛷䛝䜛䛣䛸䜢
☜ㄆ䛧䛯䚹ᘬ䛝⥆䛝䝕䝤䝸ᶍᨃయ䜢㻿㼀㻭㻯㼅᭦᪂⅔䛻Ⲵ䛩䜛
᪉ἲ䛾᳨ウ䜢⾜䛖䚹ྲྀᚓ䛩䜛⮫⏺䝧䞁䝏䝬䞊䜽䝕䞊䝍䛿䚸䝕䝤
䝸ྲྀᢅ䛻ಀ䜛⮫⏺Ᏻホ౯ᡭἲ䛾ጇᙜᛶ☜ㄆ䛻⏝䛔䜛䚹
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㻡
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䛺ᡂᯝ 㻔㻟㻛㻟㻕
ฎ⌮タ䛾⤒ᖺኚホ౯䛾ጇᙜᛶホ౯ᡭἲᩚഛ

㧗⇞↝ᗘ㻮㼃㻾㻥㽢㻥⏝῭⇞ᩱヨᩱ䜢᥇ྲྀ䛧䚸⁐ゎ䞉
ศ㞳䛾ᚋ䚸㧗⢭ᗘ䛾㉁㔞ศᯒ䜢⾜䛔䚸ᕼᅵ㢮ඖ⣲䜢
ึ䜑䛸䛩䜛䛣䜜䜎䛷䛻 ᐃ䛜ᑡ䛺䛔㞴 ᐃ᰾✀䛾
⤌ᡂ䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯 䠄㻶㻺㻱㻿ཷクᴗ䠅䚹

䞉 ᐇᶵ┦ᙜ㻟㻝㻜㻺㼎⣔㗰䛾⭉㣗ヨ㦂➼䜢⾜䛔䚸⭉
㣗㐍ᒎഴྥホ౯䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹䜎䛯䚸⁐ᾮ
⤌ᡂ䛺䛹⭉㣗⎔ቃኚ䛾ᙳ㡪䜢ᢕᥱ䛧䚸⭉㣗㐍
ᒎഴྥホ౯䝰䝕䝹䜢సᡂ䛧䛯 䠄㻶㻺㻱㻿ཷクᴗ䠅䚹

Weight[g/TIHM]

⇞↝ゎᯒ䝁䞊䝗᳨ド⏝⏝῭⇞ᩱ⤌ᡂ䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ

㻳㼐ධ䜚⇞ᩱᲬ

10

4

10

3

Insolble Residue+Solution

95

Mo
Tc
Ru
103
Rh
109
Ag
99

101

10

2

10

1

0

133

Cs

20

40

60

80

Burnup [GWd/t]

ᅗ㻠 ᑐ㇟⇞ᩱ㞟ྜయᖹ㠃ᅗ ᅗ㻡 ᚑ᮶ ᐃ䛜ᅔ㞴䛷䛒䛳䛯
ྠయ⤌ᡂ䛾 ᐃ⤖ᯝ
䠄␒ྕ䛿⃰⦰ᗘ䛾㐪䛔䠅
䠄ணഛ⤖ᯝ䠅

㧗⇞↝ᗘ㻮㼃㻾㻥㽢㻥⏝῭⇞ᩱ䛻䛴䛔䛶䚸㻥㻡㻹㼛䚸㻥㻥㼀㼏䚸
㻝㻜㻝㻾㼡䚸㻝㻜㻟㻾㼔䚸㻝㻜㻥㻭㼓䚸㻝㻟㻟㻯㼟䛾ྛྠయ⤌ᡂ䜢㻵㻯㻼㻙㻹㻿
⨨䜢⏝䛔䛶⢭ᐦ䛻 ᐃ䛧䛯䚹ྲྀᚓ䝕䞊䝍䛿⇞↝ゎᯒ
䝁䞊䝗䛾᳨ド䚸㻲㻼✚䜢⪃៖䛧䛯⇞↝ᗘ䜽䝺䝆䝑䝖䛾ᑟ
ධ䜈䛾ᐤ䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹

- 180 -

ᅗ6

⁐ゎᵴᮦᩱ䠄SUS310N䠾┦ᙜ)䛾⭉㣗㏿ᗘ䛾⤒ኚ

䞉ฎ⌮タᶵჾ䛾㧗⤒ᖺᑐ⟇ᢏ⾡ホ౯䝬䝙䝳
䜰䝹ᩚഛ➼䜈䛾ᫎ䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹

6

- 181 -

4
1
2
2
1
0

8
8
9
8
7
7

ࣜࢫࢡ

⇕Ỉຊ
ᗫᲠ≀

⇞ᩱ
ᮦᩱ࣭㧗⤒ᖺ

ࢧࢡࣝ

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

+7

+6
+6

+7
+7

+4

+3

ィ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼

(5)

(5)
(6)

(6)
(4)

(5)

(5)

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼
㸦ࢥ࣓ࣥࢺᩘ㸧

ᐇ⦼࣭⤒㦂ࢆᇶ♏άⓎ࡞◊✲
ࡾࠊᑗ᮶ࡢᏳ◊✲ࢆᢸ࠺◊✲
ไࡢኚ᭦క࠸ࠊᏳつไ
ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⪅㊊ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ୰㛗ᮇࡢ
┤⤖ࡋࡓ◊✲ࢸ࣮࣐࡛ࡣᐇ
࣭㟈⅏ࡼࡿᆺタࡢᦆയࡸ⚟
ேᮦ☜ಖࠊ⫱ᡂ᭦࡞ࡿດຊࢆ
᪉㔪➼ࡢᙳ㡪ࡀணࡉࢀࡿ
Ᏻ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲
ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾక࠺
ồࡵࡓ࠸ࠋ
ࡀࠊᇶ♏ᇶ┙ⓗ࡞◊✲ࡶ୪⾜
άືࡘ࠸࡚
᪂ࡓ࡞ࢽ࣮ࢬࡶ㐺ษᑐᛂ ࣭ᚋᏳ◊✲ࡣࡁ࡞ᮇᚅࡀ
ࡋ࡚㐍ࡵࠊ◊✲ࣞ࣋ࣝࡢ⥔ᣢࠊ
ࡋࠊ୰㛗ᮇⓗどⅬ࡛ࡢ◊✲ࡶྵ
ᐤࡏࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊࢭࣥࢱ
ྥୖࡸேᮦ⫱ᡂດࡵࡿࡇ
ࡵ╔ᐇ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣮ࡢேဨࡀᑡ࡞㐣ࡂ࡚ࠊᑐᛂᅔ
ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
࣭ࡇࡢ㸯ᖺࡣ⚟ᓥᨾᑐᛂ࡛ࢭࣥ
㞴ᛮࢃࢀࡿࠋJAEA ࡢᏳ◊ ࣭⚟ᓥᨾ࡛◊✲ࢸ࣮࣐ࡢඃඛ

࣭ࡇࢀࡲ࡛✚ࡉࢀࡓᏳ◊✲ࡢ ࣭ேဨࡢపῶഴྥࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠾ ࣭ḟᖺᗘࡽࡢᅜࡢᏳつไయ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ

3

6

Ᏻ◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ศ㔝

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ
ࢥ࣓ࣥࢺᩘ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ
ࢥ࣓ࣥࢺᩘ

ศ㔝

ᖹᡂ 23 ᖺᗘ Ᏻ◊✲࣭ホ౯ࡢࡲࡵ
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ศ㔝

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼

- 182 -

㡰ㄪ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ຊ㜵⅏㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ㔜Ⅼ
ࡋ࡚ᐇࡍࡿࠋ
ࠖᚋࡢィ⏬
ㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ➼ࡣࠊ
῝ᒙ㜵ㆤࡼࡿᏳ☜ಖᡭẁ

࡛ࡁࡿ◊✲⬟ຊάືィ⏬ࢆࡁ
ࡗࡕࡾᣢࡗࡓ⤌⧊࡛࠶ࡾࠊ
ᚋࡢィ⏬ࡶ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࣭◊✲ィ⏬ࡋ࡚ࡣጇᙜ࡞ࡶࡢࡀ
⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡋࠊィ⏬㏻ࡾ

ࡢ➨ 5 ཬࡧ 6 ᒙࢆᵓᡂࡍࡿㄢ
㢟࡛࠶ࡾࠊ⚟ᓥ➨୍ᨾ௨㝆
ࡢ 㔜 せ࡞ Ᏻ ◊ ✲ㄢ 㢟  ࡋ

࣭ᡂᯝࢆ♫ࣆ࣮ࣝࡋࠊ⌧
ᅾࡢ㏫ቃࢆࡣࡡࡢࡅࡿຊࡋ
࡚ḧࡋ࠸ࠋ
࣭
ࠕࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺཬࡧཎᏊ

▱ぢࢆ᭷ຠά⏝ࡋ࡚ࠊᨾ᮰
ྥࡅࡓάືࢆ⢭ຊⓗ㐍ࡵ࡚
࠸ࡿࠋ
࣭᪥ᮏ࠾ࡅࡿᏳ◊✲ࢆ࣮ࣜࢻ

ゝࡗ࡚࠸ࡿሙྜ࡛ࡣ࡞࠸
⪃࠼ࡲࡍࠋJAEA ࡢᏳ◊✲
ࢆṇࡋ࠸᪉ྥ࣮ࣜࢻࡋ࡚
ࢀࡿࡇࢆᙉࡃᮇᚅࡋ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࠋ

࡚ぢ࡚ḧࡋ࠸ࠋ

ἢࡗࡓ◊✲ࢆᐇࡍࡿ୍᪉ࠊ
⚟ᓥᨾࡢᑐᛂࡋ࡚ࠊィ⏬
ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊࢩࣅࢡࢩ
ࢹࣥࢺホ౯ࡸởᰁ≀࣭⿕ࡤࡃᑐ
⟇࡞ࠊᶵᵓࡢಖ᭷ࡍࡿᢏ⾡ⓗ

ࢱ࣮⫋ဨ㸦≉ᖿ㒊⫋ဨ㸧ࡣ
✲⯡㛵ࡋࠊᏳ◊✲ࢭࣥࢱ
ᗘࡀኚࢃࡿࡢࡣᚲ↛ࠋࢭࣥࢱ
ኚࡔࡗࡓᛮ࠺ࡀࠊᏳጤࠊಖ
࣮ࡀ୍ᐃࡢᣦᑟຊࢆⓎࡍࡿ
࣮ࡣࠊႚ⥭ࡢㄢ㢟ᛂ࠼ࡿ◊
Ᏻ㝔➼࠾࠸࡚ᑓ㛛▱ぢᇶ࡙
ࡇࡀᚲせࠋ
✲ࠊᢏ⾡⥔ᣢࢆᅗࡿࡁ◊
࠸࡚ࡁ࡞ά㌍ࢆࡋࡓホ౯ࡍ ࣭㡰ㄪࡍࡂࡿࡇࡀㄢ㢟ᛮ࠺ࠋ ✲ࢆྵࡵ࡚ࠊIAEA య࡛ࡢ
ࡿࠋ
ࡘࡲࡾ᭱ึࡽ࠶ࡿ⛬ᗘ⤖ᯝ
ᚋࡢᏳ㛵㐃◊✲ࡢィ⏬ࢆ
࣭ཎᏊຊつไ⾜ᨻ㛵ࡍࡿᢏ⾡ⓗ
ࡀぢ࠼࡚࠸ࡿࡇࢆࢸ࣮࣐
✚ᴟⓗᥦࡍࡋࠋ
ࡋ࡚㑅ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊ⪃ࡋ ࣭Ᏻ◊✲つไഃ᥎㐍ഃ
ᨭࢆ୰ᚰࠊ23 ᖺᗘᙜึィ⏬
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ࣜࢫࢡホ౯࣭⟶⌮ᢏ⾡
㛵ࡍࡿ◊✲

ศ㔝

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

࡚ࠊᚋࡢྲྀࡾ⤌ࡳᮇᚅࡍ
ࡿ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼
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ࡓᡭἲࡢᛂ⏝⛣ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
⮬యࡣ⮬↛࡞ࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊ࡞
᪂ࡋ࠸ࢸ࣮࣐࡛㞟୰ⓗ࡞◊
✲ࢆጞࡵ࡞࠸ࠊᢏ⾡ຊࡀపୗ

ࡍࡿࠋ
࣭◊✲ࢆ㏻ࡌࡓ▱ぢ࡛ࠊ㛵ಀ⪅
ࡀつไࢆྵࡴᐇ♫ᙺ❧ࡗ
࡚࠸ࡿࡢࡣホ౯ࡍࡿࡀࠊ◊✲

◊✲ࡢ㔜Ⅼࢆࡁࡃኚ᭦ࡋࠊᴫ ࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡡィ⏬㏻ࡾࡢᡂᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ ࣭⚟ᓥ➨୍ᨾᑐᛂࡢࢩࣅࢡ
࣭≉ࠊබ⾗ࡢෆ㒊࣭እ㒊⿕ࡤࡃ ࢩࢹࣥࢺゎᯒࠊ⿕ࡤࡃ⥺㔞ホ౯

௳ࡸ㜵⅏ᑐ⟇࣭⿕ࡤࡃ⥺㔞
ホ ౯ ➼ࡣ ࠊ ᚋ ࡶࡑ ࡢ 㔜 せ
ᛶ࣭⥭ᛴᛶࡀቑࡍࡿࡶࡢ

࣭⚟ᓥᨾᑐࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᠱᛕࠋ
ᡂᯝࡑࡢࡶࡢࡶࠊᏛ➼࡛ࡢ
ࡢ▱ぢᇶ࡙࠸࡚㐺ษᑐᛂࡋ ࣭⚟ᓥᑐᛂࢩࣇࢺࡋࡓࡶ
Ⓨ⾲␃ࡲࡽࡎࡼࡾ㐺㐺ษ
ࡓホ౯ࠋ
ࢃࡽࡎࠊࡰィ⏬㏻ࡾ㐍ᤖࡋࡓ
 ᙺ ❧ࡘ ࡼ ࠺␃ ពࡋ ࡚ ḧ ࡋ
࣭ࣜࢫࢡホ౯ᇶ┙ᢏ⾡ࡢ㧗ᗘ᳨ ࡢࡇࡔࡀࠊᮏᙜࡑ࠺࡞ࡽ
࠸ࠋ
ウຍ࠼ࠊ⚟ᓥᨾᑐᛂࡋ࡚ࠊ ࡤඖࠎࡢィ⏬⏑ࡉࡀ࠶ࡿ࠸ ࣭ࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࡢつไせ

࣭ࣜࢫࢡホ౯◊✲ࡀࠊᕤᏛタࡧ
ಀࡿၥ㢟ࡽ⎔ቃᙳ㡪ಀࡿၥ
㢟ࡲ࡛ໟᣓⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ
ࡇࡣ㐺ษࠋ

࣭⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡢ ࣭ᮏศ㔝ࢆᢸᙜࡍࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࣭ ࣭ࣜࢫࢡホ౯࣭⟶⌮ᡭἲࡢ㧗ᗘ
ᑐᛂࡋ࡚⿕ࡤࡃ⥺㔞ホ౯➼ࢆ ☜ಖࠊ≉ᨾ࣭ᨾ㞀ศᯒᢸᙜ
ࡸᨾᨾ㞀ศᯒࡣࠊ⚟ᓥ
㎿㏿ᐇࠊ✚ࡉࢀࡓ⤒㦂ࡸ ⪅ࡢ☜ಖࡣᖺᗘ᮶ࡢㄢ㢟ࡋ
ᨾࡢᩍカࡽࢽ࣮ࢬࡢ㧗࠸◊
ᡂᯝࡢ᭷ຠά⏝ࢆ㐺ษ⾜ࡗࡓ ࡚ᣦࡋࡓ࠸ࠋ
✲ศ㔝ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⥅
ࡇࡣ㧗ࡃホ౯ࡋࡓ࠸ࠋ
࣭᭱㏆ࡢ◊✲ࡀࠊ㐣ཤᩚഛࡉࢀ
⥆ࡋࡓ◊✲άືࡢ㐙⾜ࢆᮇᚅ
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ศ㔝

࡚ḧࡋ࠸ࠋ≉እ㒊㇟ࢆ
࠺ᢅ࠺ࡘ࠸࡚◊✲ࡋ࡚ḧ
ࡋ࠸ࠋ
࣭⚟ᓥ➨୍ᨾᑐᛂࡢ⿕ࡤࡃ⥺
㔞ホ౯㛵ࡋ࡚ࠊᐜ᫆ ᐃ
ྍ⬟࡞✵㛫⥺㔞⋡ࢆ⏝࠸ࡓ㣗
≀ᦤྲྀไ㝈ᣦᶆ㛵ࡍࡿ᳨ウ
ࡢᥦゝࡣࠊᐇ⏝ⓗ࡞ᣦᶆᵓ⠏
ࡢ ほ Ⅼ࡛ ⯆ ῝ ࠸ࠋ ࡼ ࡾ ヲ
⣽࣭ᐃ㔞ⓗ࡞◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ
㎿㏿࡞ุ᩿ᣦᶆࡋ࡚ᐇ⏝
ࡍࡿࡇࢆᮇᚅࡍࡿࠋ

ຊⓎ㟁ᡤᨾᚋࡢᑐ⟇ࡢ㈉⊩
ࡶ㠀ᖖࡁ࠸ࠋ
࣭⚟ᓥᨾᑐᛂࡋࡓ◊✲㐺ษ
ࢩࣇࢺࡋࠊࡘ⿕ࡤࡃホ౯ࢆ
ᐇࡋබ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ♫ⓗ

ࡶ㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⚟ᓥ➨୍ᨾᑐᛂࡋࡓ⥺㔞ホ
౯ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ▱ぢࢆ⥲ྜⓗ
ά⏝ࡋࡓࣜࢫࢡホ౯ࡢᐇ

ࡋ࡚ព⩏ࡀ࠶ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼

ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡞グ㏙ࡀ࠶ࡿ
ணࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㛗ᮇ
ࡀࠊ
ࠕࡰィ⏬㏻ࡾ㐍ᤖࡋ࡚࠸
ⓗࡘຠᯝⓗ࡞ᑐᛂ⟇ࠊᚲせ
ࡿࠋࠖࡋ࡚࠸ࡿᙜึィ⏬ࡢᑐ
ࡉࢀࡿ◊✲㈨※ࡢ☜ಖ➼ࢆ
ᛂ㺃ᡂᯝࡀ᫂☜࡛࡞࠸ࠋᡂᯝࡢᥦ
ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
♧᪉ἲࡶᕤኵࡀḧࡋ࠸ࠋ
࣭ᘬࡁ⥆ࡁཎᏊຊ⏝ࡢࣜࢫࢡ
ࡘ࠸࡚ࠊᵝࠎ࡞どⅬࡽ᫂
ࡽࡋ࡚࠸ࡃ◊✲ࢆᐇࡋ

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

⥺㔞ホ౯ࠊ㣗≀࣭Ỉ㐨Ỉ㛵ࡍ
ࡿᅇ㑊⥺㔞ホ౯➼ࠊ⿕⅏ᆅࡢ⿕
ࡤࡃᑐ⟇ୖ㔜せࡘᐇຠⓗ࡞ᡂ
ᯝࡢⓎಙດࡵࡓࡇࡣ㧗ࡃホ
౯ࡉࢀࡿࠋ
࣭ࣜࢫࢡホ౯ᢏ⾡ࡢᩚഛࢆ╔ᐇ
㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊ
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㛵ࡍࡿ⇕ỈຊᏳ◊✲

㍍Ỉ⅔ࡢ㧗ᗘ⏝ཬࡧ
᪂ᆺࡢ㍍Ỉ⅔➼

ศ㔝

ࡶ㐺ษᑐᛂࡋࡓィ⏬㐙⾜ࡀ
ᮃࡲࢀࡿࠋ

▱ぢࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㏆ᖺᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡇࡢ◊✲

ᯒ࣭ホ౯ࡢᐇྥࡅࠊᡂᯝ
ࡢά⏝ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
࣭ࢯ࣮ࢫࢱ࣮࣒ホ౯ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⇞ᩱࢢ࣮ࣝࣉඹྠ࡛⢭ຊⓗ
ᐇࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
࣭㹑㸿ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋつไᙉ

ࡶດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⚟ᓥᨾㄪᰝ㛵ࡋࠊᨾゎᯒࠊ
⇕Ỉຊゎᯒࠊࣚ࢘⣲ᨺฟゎᯒࡢ
ྛ✀ࢥ࣮ࢻࢆ⏝࠸ࡓホ౯ࢆ⢭ຊ

ⓗ⾜࠸ࠊᅜࠊᴗ⪅ࡢᨭ
άືࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠊࡁࡕࢇࡋࡓᡂ ࣭⇕ỈຊᏳ◊✲ࡣࠊᐇ㦂ゎᯒ ࣭LSTF ࡼࡿ PWR ࡢ◊✲࡛ࡣ
ᯝࢆฟࡋ࡚࠸ࡿホ౯ࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ᴟࡵ࡚㧗࠸◊✲ᡂ
ࡢ୧⪅ࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑ࠸࠸◊✲
࣭◊✲ࡣࠊタഛ⿕⅏ࡼࡿ୍㒊ヨ ࡞ࡿᛮ࠺ࡀࠊ㏆࠸ᑗ᮶ࠊタ
ᯝࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ⚟ᓥᨾ㚷
㦂ࡢ୰᩿ࢆ㝖ࡁࠊᴫࡡィ⏬㏻ࡾ ࡢ㐠㌿࣭⥔ᣢ࣭ᨵⰋࡀேဨண
ࡳࠊBWR ࡛ࡶ JAEA ࢆ௦⾲ࡍ
㐍ᤖࡋࠊᡤᐃࡢᡂᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ ⟬ࡢ㠃ࡽᅔ㞴࡞ࡾࡑ࠺ࠋ᪩
ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣୡ⏺࡛᭱ඛ➃ࡢࠊ
◊✲ࡀ࡞ࡉࢀࡿᮇᚅࠋ
≉ࠊOECD ROSA-2 ィ⏬ࡘ ᛴᑐᛂࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ
࣭ᆅ㟈ᙳ㡪ゎᯒࡘ࠸࡚ࡣࠊ
࠸࡚ࡣ LSTF ヨ㦂ࢆィ⏬㏻ࡾ㐍
ࡵࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᣑࡍࡿ
ᚋࠊ⚟ᓥࢆࡣࡌࡵࡍࡿᅜෆ
ࡶࠊᡂᯝࡢබ⾲ࠊእ㒊Ⓨ⾲
ᐇ ࣉ ࣛࣥ ࢺ ࢆᑐ ㇟ ࡋ ࡓ ゎ

ࣥࢺᑐᛂタィ➼ࡢᅜෆタࡢ
Ᏻᛶྥୖᑐࡍࡿࢽ࣮ࢬ

ࡢゎᯒ࣭ホ౯ࡶࠊ㎿㏿ᑐᛂ
ࡋࠊᐇ⏝ⓗ࡞ホ౯ᡭẁ᭷⏝࡞

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼
࣭OECD/N EA ➼ࡢᅜ㝿◊✲ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࡋ࡚ࡢィ⏬ࡢᐇ
ేࡏࠊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁
ᡤᨾᑐᛂࡸࢩࣅࢡࢩࢹ

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

࣭LSTF ࡼࡿᆺᐇドヨ㦂ࢆィ
⏬㏻ࡾ㐍ࡵࠊ᭷⏝࡞ᐇドࢹ࣮ࢱ
ࢆᅜ㝿ⓗ࡞ሙᥦ౪ࡍࡿࡶ
ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ
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࣭ᆅ㟈ຍ㏿ᗘ㉳ᅉࡍࡿ BWR ᰾
⇕⤖ྜ⌧㇟ࢆゎᯒࡍࡿࢥ࣮ࢻࢆ
㛤Ⓨࡋࠊࢫࢡ࣒ࣛసື㠀
⥺ᙧฟຊື⌧㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ
⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࡇࡣࠊᏛ⾡ୖ⯆
῝࠸ࠋ

ճKiche ࡼࡿᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ᨺ
ฟ㔞ホ౯ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ᨾࡢᨭ
άືࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࢻ㛤ⓎࠊղBE ࡼࡿ⅔ᚰ⁐⼥
ࡲ࡛ࡢ⇕Ỉຊᣲືゎ᫂ࠊࡉࡽ

࠼࡚ᐇࡋࡓࠊձHOTCB ࢥ࣮

࠸ࡿࠋ
࣭ᙜึィ⏬ᚑࡗࡓ◊✲ㄢ㢟ຍ

࣭⇕ỈຊᏳ◊✲ࡘ࠸࡚⢭ຊⓗ
ᐇࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ⚟ᓥᨾ
ゎᯒᨭࡶ༠ຊࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀ
㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࣭⿕⅏ࡼࡿᙳ㡪ࡸ⚟ᓥᨾᑐᛂ
ࢆ㐺ษᫎࡋࡓィ⏬ࡢぢ┤ࡋ
ࡑࢀ๎ࡋࡓ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

OECD/N EA ROSA ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡣ 1 ᐃ 2000 ࢆせ
ࡋࠊண⟬ཬࡧᐇ㦂せဨ☜ಖࡢ
Ⅼ࡛ᅔ㞴࡞≧ἣ࠶ࡿࡀࠊᐇ
㦂ⓗ◊✲ࡢ㔜せࡉ㚷ࡳࠊ
ᚋࡶ⨨ࡢ⥔ᣢ࣭ά⏝ࢆᮇᚅ
ࡍࡿࠋ

ࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡾࠊ⛉Ꮫⓗ
࡞᰿ᣐࡀᚲせ࡞ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱࢆᚓࡿࡼ࠺࡞
ᡂᯝࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
࣭  ᆺ㠀 ᐃᖖ ⨨ ࢆ⏝ ࠸ ࡓ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼
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ᨺᑕᛶᗫᲠ≀㛵ࡍࡿ
Ᏻホ౯◊✲

ศ㔝
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౯ࢆ⾜࠸ࠊởᰁᑐ⟇ୖ㔜せࡘ
ᐇຠⓗ࡞ᡂᯝࡢⓎಙດࡵ࡚ࡁ
ࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋ

࣭≉ࠊᨺᑕᛶ Cs ࡢởᰁ≀ᑐ⟇
ࢆྵࡴ㝖ᰁᑐᛂᑐࡋ࡚ྛ✀ホ

➼ὀຊࡋࠊᴫࡡィ⏬㏻ࡾࡢᡂ
ᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ

࠸ࡿࡇࡢ࠶ࡽࢃࢀᛮ࠺ࠋ
࣭ᙜึィ⏬ࡢಖᏳ㝔ཷクᴗ㸦ᆅ
ᒙฎศࡢᏳᑂᰝྥࡅࡓホ౯
ᡭἲࡢᩚഛ㸧ຍ࠼ࠊ⚟ᓥᨾ
⥭ᛴᑐᛂྥࡅ࡚ࠊởᰁ≀ᑐ⟇

࣭⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡼ ࣭⌧ᅾᆅᒙฎศ࡛ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࣜ
ࡾ⏕ࡌࡓࢽ࣮ࢬ✚ᴟⓗᑐᛂ ࢫࢡࡣࠊタࡢ PSA ࡛ᢅ࠺ࠕṧ
ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛✚ࡋࡓᡂᯝࠊ⤒ ␃ࣜࢫࢡ(Residual Risk)࡛ࠖ࡞
㦂ࢆ༑ศⓎࡋ࡚㐺ษ࡞ሗ ࡃࠊࠕᨺ⨨ࡢࣜࢫࢡࠖࠋࡑࢀࢆ
ࢆᥦ౪ࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯ࡋࡓ ࠺Ᏻ⟶⌮ࡸつไ⤖ࡧࡘࡅࡿ
࠸ࠋ
ࢆࡼࡃ⪃࠼࡚ḧࡋ࠸ࠋ
࣭⚟ᓥᨾ࡛ࡣࠊከࡃࡢ┬ᗇࡸᆅ ࣭ࡇࡢศ㔝ࡢࣜࢫࢡࡣࠊ㏻ᖖࢃ
᪉⮬యࡽࡢᮇᚅᛂ࠼࡚ࠊ ࢀ࡚࠸ࡿពࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
㐺ษ࡞ᑐᛂࢆࡋࡓホ౯ࠋࡇࢀ ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡢࡼ࠺ᢅ࠺
ࡲ࡛ࡢ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚ᇵࡗࡓᑓ㛛 ࡁ᫂☜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᛶࡀࠊእ㒊ࡽ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ

ࡿࠋ

◊✲࠾࠸࡚ヨసࡉࢀࡓṧᏑ
ᨺᑕ⬟ホ౯ࡢࡓࡵࡢ㺀ᨺᑕ⬟
ศᕸ᥎ᐃࢥ࣮ࢻ㺁ࡀࠊᑗ᮶ࡢ⚟
ᓥ➨୍ᨾࡢᗫṆᥐ⨨➼࡛ᐇ
㝿ά⏝ࡉࢀࡿࡇࢆᮇᚅࡍ

࣭ᆅᒙฎศಀࡿ◊✲ࡋ࡚ᴟ
ࡵ࡚ᜥࡢ㛗࠸◊✲࡛࠶ࡿࡀࠊ
╔ᐇ࡞ᡂᯝࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭
ࠕࣜࢫࢡㄽⓗࣉ࣮ࣟࢳࠖ㛵
ࡋ ࡚ ࡣࠊ ࢭ ࣥࢱ ࣮ࡢ ୰ ࡛ 
タ࣭⎔ቃࡢࣜࢫࢡホ౯ࢆࡸࡗ
࡚ࡁࡓேࡓࡕࡼࡃពぢ
ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ
࣭㛗ᮇⓗどⅬ❧ࡗࡓ◊✲ࢆ╔
ᐇ㐍ࡵ࡚࠸ࡗ࡚ḧࡋ࠸ࠋ
࣭ᗫṆᥐ⨨ࡢᏳホ౯㛵ࡍࡿ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼
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ࢆ㐍ࡵ࡞ࡀࡽࠊ9 ௳ࡢᰝㄞࡁ
බหㄽᩥࢆࡲࡵࡓⅬࠊཬࡧಖ
≀⌮Ꮫㄽᩥ㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓⅬ
ࡣࠊඃࢀࡓᡂᯝࡢ✚ᴟⓗබ㛤ࡢ
ほⅬ࡛ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡾ⤌ࡳࠊ᭷⏝࡞▱ぢࢆᥦ౪ࡋ࡚
࠸ࡿⅬࡀホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᙜึィ⏬ཬࡧ⚟ᓥ➨୍ᨾᑐᛂ

࣭⚟ᓥ➨୍ᨾᑐᛂࡋ࡚ࠊձ㧗
ᨺᑕ⬟␃Ỉࡢ₃ฟホ౯ࠊղ⅏
ᐖᗫᲠ≀➼ࡢᑐ⟇㛵ࡍࡿホ౯
సᴗࠊཬࡧճ⏕ά⎔ቃ࣭㎰ᆅᅇ
ಀࡿᢏ⾡ᨭ✚ᴟⓗྲྀ

࣭ᗫᲠ≀ฎศࡢᏳᛶホ౯ࡘ࠸
࡚ࡢ◊✲ࡣ☜ᐇ࡞ᡂᯝࢆ✚ࡳୖ
ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
࣭⚟ᓥᨾ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓởᰁ≀㉁
ࡢᑐᛂࡶ㐺ษ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᶵᵓෆ㒊ࠊእ㒊ᶵ㛵ᐦ᥋࡞㐃
ᦠࢆ᥇ࡾ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼
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㛵ࡍࡿ◊✲

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼

ࡣࠊ⇞ᩱࡢᏳᛶྥୖ࠸࠺
ほⅬࡽࠊ⚟ᓥᨾᑐᛂే

⏺ࢆ᥎ᐃࡍࡿᡭἲࢆᑟ࠸ࡓࡇ
ࡣᐇᶵࡢ㐺⏝ࡢほⅬࡽࡶホ

࣭≉ࠊRIA ࡢ⇞ᩱ◚ᦆ㝈⏺
ࡋ࡚ࠊヨ㦂᮲௳ࡀⓎ㟁⅔ࡣ

␗࡞ࡿ NSRR ࡢᐇ㦂ࢹ࣮ࢱࢆ
⏝࠸ࠊⓎ㟁⅔᮲௳ୗ࡛ࡢ◚ᦆ㝈

タ ࢆ ⏝ ࡍ ࡿ◊ ✲ ࡘ ࠸ ࡚
ᰝ⚊ཬࡧㄝ᫂⏝ PPT ලయⓗ
࡞グ㏙ࡀ࡞࠸ࠋ㝈ࡽࢀࡓࢫ࣮࣌
ࡣࠊ᪩ᛴ࡞タᅇࢆᮇᚅࠋ
ࢫ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊグ㏙ࢆᕤኵࡋ࡚ ࣭⚟ᓥᨾࡼࡾࠊᚋࡢ᪂ᆺ
ḧࡋ࠸ࠋ
⇞ᩱࡢ◊✲ᒎ㛤ࡣ㏱᫂࡞
ࡗ ࡚ ࡃࡿ ࡇ ࡶ ண ࡉ ࢀ ࡿ
ࡀࠊᇶ┙ᢏ⾡ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᚋࡶ╔ᐇ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᮇᚅࡋ
ࡓ࠸ࠋ
࣭ᚋࡢ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࡘ࠸࡚

⏬㏻ࡾ㐍ᤖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ഛ(NSRR ࠊJMTR)ࡢ⿕⅏ࡼ
ࡾࠊ୍㒊ヨ㦂ࡢᐇࡀ㐜ࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊࡑࢀࢆ㝖ࡁ◊✲ࡣᴫࡡィ

࣭ಖᏳ㝔ཷクᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊタ

ᮦ㣴ᡂࡶ㔜せ⪃࠼ࡿࠋ
ࡿヨ㦂⨨ࢆ⏝࠸࡚ࠊRIA ࡢ ࣭⚟ᓥᨾ࡛◊✲ࢆྲྀࡾᕳࡃ≧
⿕そ⟶ኚᙧ㺃◚ᦆᣲື㛵ࡍࡿ
ἣࡣࡁࡃኚࠋᚋࡢ◊✲
ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠖࡇࢆ㧗ࡃ
ࡘ࠸࡚㛵ಀ⪅࡛ពぢ㞟⣙ࡀ
ホ౯ࡍࡿࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᡂᯝㄪ
ᚲせࠋNSRR ཬࡧ⇞ᩱヨ㦂

ྥ ࡛ ࡢ᭦ ࡞ ࡿດ ຊࢆ ᮇ ᚅ ࡍ
ࡿࠋࡲࡓࠊ⇞ᩱ◊✲ศ㔝ࡢே

࡚࠸ࡿࠋ
ព㆑ࡍࡁ⪃࠼ࡿࠋ
࣭⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾᑐᛂ ࣭⮬ᕫホ౯࠾࠸࡚ࠊࠕ㛤Ⓨࡋࡓ
ከ㍈ᛂຊ᮲௳ࢆᛅᐇᶍᨃ࡛ࡁ

࣋ࣝࢆ⥔ᣢࡋࠊ᭱⤊┠ⓗ㐩ᡂ
ࡣ༑ศྍ⬟⪃࠼ࡿࠋࡑࡢ᪉

⾡ࡢ㧗⢭ᗘࡸࠊᏳᑂᰝࡢྜ
⌮ᛶྥୖ➼ࡢά⏝ࡶࡼࡾᙉࡃ

ࢆᙉࡋ࡚㐍ࡵࡿ࡞እⓗ᮲௳
ࡢኚ㐺ษᑐᛂࡋᡂᯝࢆᚓ

࣭1655 ࢆ⏝ࡋࡓ↷ᑕᐇ㦂ࡣ㟈 ࣭ ┤ ᥋ⓗ ࡞ά ⏝ᑐ ㇟ ࡉ ࢀ ࡿ ࣭㛗ᮇࡢ◊✲ィ⏬࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
⅏ࡢᙳ㡪࡛㐜ࢀࡿ≧ἣ࠶ࡿ [ ⇞ᩱᑟධࡀ㐜ᘏࡍࡿぢ㏻
㟈⅏ᙳ㡪➼ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㐺ษ
ࡀࠊከ㍈ᛂຊୗ࡛ࡢ⅔እヨ㦂➼ ࡋࡢ୰࡛ࠊࡼࡾ୍⯡ⓗ࡞ホ౯ᢏ
࡞ィ⏬ኚ᭦➼ࡼࡾᡂᯝࡢࣞ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ

ࡋ࡚ࡣࠊᾏỈὀධࡢ⇞ᩱࡢ
ᙳ㡪➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࡇࢀࡲ࡛࡞ࡉࢀࡓಶࠎࡢ◊✲
㍍Ỉ⅔ࡢ㧗ᗘ⏝ᑐᛂ
ࡣࠊࡑࢀࡒࢀᮇᚅࡉࢀࡓᡂᯝࢆ
ࡋࡓ᪂ᆺ⇞ᩱࡢᏳᛶ
ᣲࡆࡓホ౯ࠋ

ศ㔝
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Ᏻ⿱ᗘࢆ᫂ࡽࡋࡓⅬ࡛ホ
౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡏ࡚ࠊⓎ㟁⅔ࡢ RIA ฟຊࣃࣝ
ࢫ᮲௳ୗ࡛ࡢ PCMI◚ᦆ㝈⏺ࢆ
᫂ࡽࡋࡓ◊✲ࡣࠊ㍍Ỉ⅔ࡢ

࣭NSSR ᐇ㦂⤖ᯝࢆ RANNS ィ
⟬ࢥ࣮ࢻࡼࡿゎᯒ⤌ࡳྜࢃ

ෆ㒊᥎ᐃ᪉ἲࡢ㛤Ⓨࡸࠊ㟈⅏ࡢ
ᙳ㡪ࢆ᭱ప㝈ࡍࡿࡓࡵࡢᑐᛂ
➼ࠊែ㐺ษᑐᛂࡋࡓ◊✲
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭LOCA ࠾ࡼࡧ RIA ࡢ⇞ᩱᣲ
ືࡘ࠸࡚⢭ຊⓗ◊✲ࢆ⾜ࡗ
࡚࠾ࡾࠊ⇞ᩱᣲືゎᯒࢥ࣮ࢻࡢ
ᨵⰋࡘ࠸࡚ࡶ╔ᐇᐇࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
࣭⚟ᓥᨾᑐᛂࡋ࡚ࠊ᱁⣡ᐜჾ

౯್ࡍࡿࠋ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

ࡏ࡚༑ศ᳨ウࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
࣭⚟ᓥᑐᛂ࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡀࠊ
ᚋࡢ⛉Ꮫⓗ࡞ࡅࡢ࠶ࡿ
ྜ⌮ⓗつไᙺ❧࡚ࡽࢀࡿࡇ
ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼
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ᢏ⾡㛵ࡍࡿ◊✲

ศ㔝

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼

- 191 -

್ࡍࡿࠋ
࣭ᮦᩱࡢ⤒ᖺຎࡘ࠸࡚ࡢ◊✲

ࡋࡓᐇᶵࢹ࣮ࢱࡶྲྀᚓࡋࠊᶵᵓ
ㄽⓗホ౯ࡽつ᱁ᇶ‽⟇ᐃࡢ
ά⏝ࢆᅗࡿ➼ࠊᗈ⠊ᅖࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣホ౯

ࡑࢀࢆ㝖ࡁ◊✲ࡣᴫࡡィ⏬㏻ࡾ
㐍ᤖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭≉ࠊ↷ᑕ⬤ࠊ⇕⬤➼㛵
ࡋ࡚ࡣࠊᚤᑡヨ㦂∦ࡼࡿᇶ♏
ࢹ࣮ࢱຍ࠼ࠊ
ࠕࡩࡆࢇࠖࢆά⏝

ഛ㸦JMTR㸧ࡢ⿕⅏ࡼࡾࠊ୍
㒊ヨ㦂ࡢᐇࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ

ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ PLM ㈨ࡍ

࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
࣭ཎᏊ⅔ࡢᑑࡀつไ࡞ࡿࡼ
࠺ࡔࡀࠊᑑᘏ㛗ࢆᅗࡿࡇ

ணࡉࢀࡿࡀࠊᇶ┙ᢏ⾡ࡘ
࠸࡚ࡣࠊᚋࡶ╔ᐇ࡞ྲྀࡾ⤌
ࡳࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
࣭↷ᑕୗヨ㦂ࠊ↷ᑕᚋヨ㦂ࡢᢏ
⾡ࡣࡁࡗࡕࡾ⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡗ

࡚ࡣࠊ᪩ᛴ࡞タᅇࢆᮇᚅࠋ
࣭⚟ᓥᨾࡼࡾࠊᚋࡢ⤒ᖺ
⅔㛗ᮇ㐠㌿㛵ࡍࡿ◊✲ᒎ㛤
ࡣ㏱᫂࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡇࡶ

࣭㧗⤒ᖺᑐ⟇࡛㔜せㄢ㢟࡛࠶ࡿ ࣭IASCC ◊✲ࡣࠊᏳୖࡢඃඛ ࣭-075 ⅔ෆ↷ᑕᐇ㦂ࡢ‽ഛసᴗ
ཎᏊຊᅽຊᐜჾᮦᩱຎホ౯ୖ ᗘࡣᚲࡎࡋࡶ㧗ࡃ࡞࠸ࠋࡋࡋ
ࡣ㡰ㄪ㐍ᤖࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࠊᡭἲ㛤Ⓨ࣭ ୍᪉ࠊᨺᑕ⥺ሙ࡛ࡢᮦᩱᣲື
ᚋࡢィ⏬㐙⾜ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ
ᨵⰋᐇドࢹ࣮ࢱ㞟ࡢ୧㠃࡛ ࡘ࠸࡚ࡢᇶ┙⥔ᣢࡶࠋ㛵ಀ
-075 ࡢ㐠㌿㛤ጞ㐜ᘏ࡞እⓗ
╔ᐇᡂᯝࢆᣲࡆࠊィ⏬ࢆ㐍ࡵ ⪅࡛ࡇࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃࠼࡚ᚋ
᮲௳ࡢ㐺ษ࡞ᑐᛂࡀồࡵࡽ
࡚࠸ࡿࠋ
ࡢィ⏬ࢆ᳨ウࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ
ࢀࡿࠋ
࣭ࡇࢀࡲ࡛࡞ࡉࢀࡓಶࠎࡢ◊✲
࣭⚟ᓥᨾࡼࡿ⎔ቃኚࢆ㋃
ࡣࠊࡑࢀࡒࢀᮇᚅࡉࢀࡓᡂᯝࢆ
ࡲ࠼࡚ࠊᚋࡢ◊✲ࡘ࠸࡚
ᣲࡆࡓホ౯ࠋ
㛵 ಀ ⪅࡛ ព ぢ㞟 ⣙ࡀ ᚲ せ ࠋ
࣭ಖᏳ㝔ཷクᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊタ
JMTR ࢆ⏝ࡍࡿ◊✲ࡘ࠸

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ
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タ➼ࡢࣜࢫࢡホ౯ᡭἲࡢ
ຠᯝⓗ࡞㐺⏝ྥࡅࠊ᭷⏝࡞
ᐇドࢹ࣮ࢱࡢᥦ౪ᡭἲᩚഛ
ࡢ㈉⊩ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
࣭ᚋࡶ᰾⇞ᩱࢧࢡࣝタࡢ
Ᏻᛶホ౯㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ⥅

ἲࡢ⢭ᗘホ౯ࢆ㐍ࡵࠊホ౯⢭ᗘ
ྥୖ᭷⏝࡞▱ぢࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
࣭⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡶ

㐺ษᑐᛂࡋࡓࠋ
࣭◊✲ࡣᴫࡡᙜึィ⏬㏻ࡾ㐍ᤖ

ࡢ㐍ᤖᮇᚅࡍࡿࠋ

࣭ࡩࡆࢇᐇᶵᮦ➼ࢆ⏝ࡋࡓࠊ2
┦ࢫࢸࣥࣞࢫ㗪㗰ࡢ⇕ຠ⬤
ࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࠊࡇࢀᇶ
࡙ࡃᶵᵓㄽⓗ◊✲ࡣࠊ㧗⤒ᖺ
◊✲ㄢ㢟ࡋ࡚㈗㔜࡞▱ぢ
ࢆྲྀᚓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᚋ

ࡿ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚ḧࡋ࠸ࠋ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼

࣭JNESࠊ᪥ᮏཎ⇞㸦ᰴ㸧➼ࡢ
ඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡋ࡚㐍ࡵ
࡚࠸ࡿ≉ᚩࢆ⏕ࡋࠊฎ⌮

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

࣭ฎ⌮タࣜࢫࢡホ౯ୖ㔜せ࡞
㇟ࡢ⮫⏺ᨾࠊⅆ⅏➼ࡘ࠸
࡚ࠊᐇドࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࠊホ౯ᡭ

ࢶ࣮ࣝ࡞ࡾ࠺ࡿホ౯ࡍࡿࠋ

࣭㐣࡞ᅽ⦰㺃ᘬᙇⲴ㔜ຍ᮲௳
ୗࡢࡁ㐍ᒎヨ㦂ࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ
ࠊࡇࢀᇶ࡙ࡃࡁ㐍ᒎホ౯
ᘧࡢᥦࡣࠊᕧᆅ㟈ࡢཎᏊ
⅔ࡢᛶホ౯࠾࠸࡚᭷⏝࡞

ࡣࠊ⤒ᖺኚࢆண ࡍࡿ࠸࠺
Ꮫ⾡ⓗ࡞ほⅬࡽࡶⰋࡃ◊✲ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡓࠋ
࣭㧗⤒ᖺᑐ⟇ୖ㔜せ࡞㹐㹎㹔
ᛶホ౯ࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓᡭἲ
㛤Ⓨᐇドࢹ࣮ࢱࡢ㞟ࡀࠊ╔
ᐇ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ᯝࢆ✚ᴟⓗබหㄽᩥࡋ࡚බ
㛤ࡍࡿດຊࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊホ౯

࣭ᖹᡂ 22 ᖺᗘ᪥ᮏཎᏊຊᏛ㈹
ᢏ⾡㈹ࡢཷ㈹ࡣࠊඃࢀࡓ◊✲ᡂ

⤊ࡋࡓࠋィ⏬㏻ࡾ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
⇞↝⤌ᡂࢹ࣮ࢱࡢᣑࡣホ౯
್ࡍࡿࠋ

࣭㧗⇞↝ᗘ BWR㸷㸷⏝῭⇞
ᩱࡘ࠸࡚ࠊICP-MS ⨨ࢆ⏝
࠸࡚ ᐃᅔ㞴࡞᰾✀ࢆ㧗⢭ᗘ࡛
ᐃࡋࠊ⇞↝ゎᯒࢥ࣮ࢻ᳨ド⏝
⏝῭⇞ᩱ⤌ᡂࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࢆ

Ᏻࡘྜ⌮ⓗᐇ࡛ࡁࡿ
ᢏ⾡ᇶ┙ࢆᩚഛ࣭☜❧ࡍࡿㄢ
㢟ࠊᚋ✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡴ
ࡇࢆᮇᚅࡍࡿࠋ

࣭⚟ᓥ➨୍ᨾᑐᛂࡋ࡚ࠊ◚
ᦆ⇞ᩱࡢ⮫⏺Ᏻホ౯ᡭἲࡢ
㛤 Ⓨ ╔ ᡭ ࡋࡓ Ⅼࢆ ホ ౯ ࡍ
ࡿࠋᑗ᮶ࡢ◚ᦆ⇞ᩱฎ⌮ࡀࠊ

TRACY ᐇ㦂ࢹ࣮ࢱࡢẚ㍑
᳨ウࢆࡉࡽ㐍ࡵࠊࡑࡢ⢭ᗘࠊ
ỗ⏝ᛶࠊཬࡧ㐺⏝⠊ᅖࡘ࠸࡚
ヲ⣽࡞᳨ウࢆᮃࡴࠋ

ࡓ㏆ఝホ౯ᘧࡘ࠸࡚ࠊ

ࡍࡿ◊✲ࡀࠊᵝࠎ࡞どⅬࡽ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢᐇ
࠶ࡓࡗ࡚ࡣᅜෆࡢࡢᶵ㛵ࡢ
༠ຊయไࡀᵓ⠏ࡉࢀࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡑࡢࠊᚋࡢᮇᚅ➼
⥆ࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
࣭ฎ⌮タࡢࣜࢫࢡࡘ࠸࡚
ࡣࠊࡲࡔ◊✲ࡢవᆅࡀከ࠸
ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛ࠊ㛗ᮇⓗ࡞ᒎᮃ
ࢆ⟇ᐃࡋ╔ᐇ㐍ࡵ࡚࠸ࡗ࡚
ḧࡋ࠸ࠋ
࣭⮫⏺ᨾホ౯㛵ࡋ࡚ᥦࡋ

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬ

ࡋࠊᡤᐃࡢᡂᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
࣭≉ࠊᗫᾮἛ㦐➼ᨺᑕᛶ≀㉁
ࡢẼ┦⛣⾜ࢹ࣮ࢱྲྀᚓ࡞ࠊ
ฎ⌮タࡢࣜࢫࢡホ౯⢭ᗘࢆྥ
ୖࡉࡏࡿୖ࡛ࠊ㔜せ࡞ᡂᯝࢆᚓ
࡚࠸ࡿࠋ
࣭ฎ⌮タࡢࣜࢫࢡࢆ᫂ࡽ
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ᨾࡢ᮰ࡸᚋࡢᨵၿྥࡅࡓᅜࡢ㆟ㄽࢆ㐺ษ࣮ࣜࢻࡋࡓࠊճࡑ࠺࠸࠺≧ែୗࡶಀࢃࡽࡎࠊಶู
ࡢ◊✲ࡣࠊᆅ㟈࡛タࡀ⏝࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡶࡢࢆ㝖ࡁࠊࡰ㡰ㄪ㐍ᒎࡋࡓࠊ࠸࠺ࡇࡽࠊ
యࡋ࡚ᴟࡵ࡚Ⰻዲ࡞◊✲ࡀ࡞ࡉࢀࡓホ౯ࡍࡿࠋ

ࢭࣥࢱ࣮ᑐࡍࡿ◊✲ᴗົࡢࢽ࣮ࢬࡣᚋࡶ⥅⥆ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࠊேဨࡢ☜ಖ◊✲ဨࡢ⫱ᡂࡣႚ⥭
ࡢㄢ㢟⪃࠼ࡿࠋ
࣭ᖹᡂ㸰㸱ᖺᗘࡢ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢศ㔝࠾࠸࡚ࡶࠊձ⚟ᓥᨾᑐᛂࡋ࡚ᏳጤࠊಖᏳ㝔ࠊ
ᆅ᪉⮬య➼ࡽࡢ౫㢗ᛂ࠼࡚ࠊ༶ᑐᛂ◊✲ࢆࢱ࣒࣮ࣜᐇࡋࡓࠊղࢭࣥࢱ࣮ࡢᖿ㒊ࡣࠊ

ᚅࡋࡓ࠸ࠋタᦆയక࠺ィ⏬ࡢ㐜ᘏ➼ᑐࡋ࡚ࡣࠊィ⏬ࡢ⤌ࡳ᭰࠼➼ࡼࡾຠ⋡ⓗ◊✲ࢆ㐙⾜ࡋ
ࡓࡇࡣࡑࡢດຊࢆከࡋࡓ࠸ࠋᆺタࡼࡿ◊✲ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ㛗ᮇࢆせࡍࡿィ⏬࡛ᇶᮏⓗ࡞ࢽ࣮
ࢬࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࡇࡽࠊ᪩ᮇࡢᪧࢆᅗࡾࡘࡘィ⏬ࢆ㐍ࡵࠊయ┠ᶆࢆ㐙ࡆࡿࡼ࠺ᮇᚅࡍࡿࠋ௨ୖ
ࡢእ㒊⎔ቃࡢኚࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊᏳ◊✲యࡋ࡚ࡣᏳつไࢽ࣮ࢬ㐺ษᑐᛂࡋ┠ᶆࡋࡓᡂᯝ
ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡶࡢホ౯ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᖺᗘࡶேဨࡢῶᑡഴྥࡣᖺᗘኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᏳ◊✲

ࡢᦆയ࡞እ㒊⎔ቃࡢࡁ࡞ኚ㐼㐝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚟ᓥᨾᑐࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢ◊✲ࢸ࣮࣐࠾࠸
࡚ࡶᨾᑐ⟇ୖࡢࢽ࣮ࢬ✚ᴟⓗᑐᛂࡋࠊ㛗ᖺᇵࡗࡓ⤒㦂ࡸゎᯒᡭẁࢆ⏕ࡋ㈉⊩ࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃ
ホ౯ࡍࡿࠋࡇࡢάືࡣ▷ᮇⓗ࡞ᨭᴗົࡋ࡚ᐇࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᚋࡢཎᏊຊタࡢᏳ
☜ಖࡶᐦ᥋㛵ಀࡋ࡚࠾ࡾࠊᡂᯝࢆ୍ⓗ࡞ࡶࡢࡏࡎࠊᑗ᮶ࡢ◊✲άື⏕ࡋ࡚⾜ࡃࡇࢆᮇ

࣭ᖺᗘࡢ◊✲ᐇ࠾࠸࡚ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾⓎ⏕㟈⅏ࡼࡿ◊✲⅔ࡸᆺᐇ㦂タ

࡛ࡁࡿࠋ

㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿⅬ
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ἢࡗࡓㄢ㢟ࡶ╔ᐇྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿⅬࡀホ౯࡛ࡁࡿࠋྛㄢ㢟ඹ 4~9 ௳ࡢᰝㄞࡁㄽᩥࢆබหࡋ࡚
࠸ࡿࠋㄽᩥసᡂసᴗࡣ㛫ࢆࡽࢀࠊேဨࡀ㝈ࡽࢀࡓ⤌⧊࡛ࡣࠊඃඛᗘࡀୗࡀࡿಶேࡢດຊ㈇࠺
㒊ศࡀከࡃ࡞ࡿࠋࡋࡋࠊእⓗ᮲௳ࡢኚࡶࢃࡽࡎࠊ✚ᴟⓗ࡞◊✲ᡂᯝබหດࡵ࡚࠾ࡾࠊホ
౯࡛ࡁࡿࠋᚋࡶඃࢀࡓ◊✲ᡂᯝࡢබหࢆ⥅⥆ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ

࣭୰ᮇ┠ᶆᚑ࠸ࠊィ⏬㏻ࡾ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ๓ᖺᗘᮎࡢ㟈⅏ࡢᙳ㡪ࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ
㝖ࡋࡓࡾࠊ⚟ᓥᨾᑐᛂࢆ╔ᐇ㐍ࡵࡿ࡞ࠊᶵࢆᚓࡓ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡢࡀ༳㇟ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣭⚟ᓥ➨୍ᨾࡼࡿእⓗ᮲௳ࡢኚ༶ᛂࡋࠊ⥭ᛴᛶࡢ㧗࠸ㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ᐇ⦼
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᭷⏝࡞▱ぢࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀホ౯್ࡍࡿࠋእⓗ᮲௳ࡢኚᑐᛂࡋࡘࡘࠊᙜึィ⏬

࣭Ᏻ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᮏ᮶ࡢᙺ࡛࠶ࡿᏳ◊✲ࢆ╔ᐇ㐙⾜ࡉࢀࠊ㈗㔜࡞ᡂᯝࢆ✚ࡳୖࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊᡂᯝࡢබ⾲ࡶ✚ᴟⓗ⾜ࢃࢀࠊᏛ⾡ⓗࡶ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿᡂᯝࢆከᩘୖ
ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡲࡍࠋ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࢆཷࡅ࡚ࠊࢭࣥࢱ࣮ồࡵࡽࢀࡿ᪂ࡋ࠸◊✲ࡶ
࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࢭࣥࢱ࣮࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓᏳ◊✲ࡶ☜ᐇ⥅ᢎࡋ࡚㡬ࡃࡇࢆᮇᚅࡋ
ࡲࡍࠋ

ෆ㒊ࠊᅜෆእࡢእ㒊ᶵ㛵㸦ಖᏳ㝔ࠊJNES ➼㸧ࡢ㐃ᦠࡼࡾຠᯝⓗ࡞◊✲᥎㐍ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ⚟ᓥ
ᨾᑐᛂࡢ㛗ᮇక࠸ࠊ㛗ᮇⓗᒎᮃ❧ࡗ࡚◊✲㈨※࡞ࡢ☜ಖࢆᅗࡿ୍᪉ࠊᇶ┙ᢏ⾡ࡢ╔ᐇ࡞᳨
ウ࣭⥔ᣢࢆせᮃࡋࡓ࠸ࠋ

࣭Ᏻᑂᰝࡢᢏ⾡ⓗᨭ࡞ࠊつไࢽ࣮ࢬྜࡗࡓ◊✲┠ᶆࠊᐇィ⏬࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ⚟
ᓥᨾࢆཷࡅࠊᨾゎᯒ࣭᮰ྥࡅ࡚◊✲ィ⏬ࡢᖜ࡞ኚ᭦ࢆࡍࡿ࡞ࠊእ㒊ໃࡢኚⓗ☜࡞
ᑐᛂࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋタഛࡢ⿕⅏࡞ࡼࡗ୍࡚㒊ヨ㦂ࡢ㐜ࢀ࡞ࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊᴫࡡィ⏬㏻ࡾࡢ
ᡂᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋᶵᵓࡢಖ᭷ࡍࡿヨ㦂⨨ࠊゎᯒࢥ࣮ࢻ࡞ࡢ◊✲㈨※ࢆ᭷ຠά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᶵᵓ
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࣭⚟ᓥᨾࡼࡗ࡚ࠊཎᏊຊࢆྲྀࡾᕳࡃ♫⎔ቃࡸつไືྥࡀࡁࡃኚࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ≧ἣኚ
ᛂࡌࠊᚲせ࡛࠶ࢀࡤ୰ᮇィ⏬ࡽぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇࢆど㔝ධࢀࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

࣭⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࢆཷࡅ࡚ࠊᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡋ࡚ࡢ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࡔࡅ࡛࡞ࡃ JAEA ࡢ
Ᏻᛶ◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉ࡘ࠸࡚༑ศ᳨ウࡋࠊࢭࣥࢱ࣮ࡸ㒊㛛࡛ࡢᮏ᮶ࡢᙺࡍࡁ◊✲ࢆࡁࡗࡕࡾᐇ
ࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ◊✲ᡂᯝࡢබ⾲ࡸ♫ⓗ㈉⊩ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࡀࠊㄽᩥࡸⓎ⾲ࡢᩘࡢࡳࢆ㔜せ
どࡍࡿࡼ࠺࡞ෆ㒊ホ౯࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ດຊࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ⤌⧊యࡘ࠸࡚ࡣ⮬ᕫホ౯࡛ࡁ
ࡿ࠺ࡀษ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡲࡍࠋ

࣭ཎᏊຊ㜵⅏㛵ࡋ࡚ࡣࠊᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢㄆ㆑ JAEA ࡢ㒊㛛ࡢάືࡢ㛫ࡁ࡞ࢠࣕࢵࣉࡀ
࠶ࡿࠋᗫᲠ≀㛵ࡋ࡚ࡣࠊಖᏳ㝔ࡢᆅᒙฎศ㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉Ᏻጤࡢవ⿱῝ᗘฎศ㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉
ࡣ᫂ⓑ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊཎᏊຊᏳ☜ಖࡢ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࠊᑓ㛛ᐙ㞟ᅋࡋ
࡚ࠊࢭࣥࢱ࣮ෆእ࡛ࡼࡾᙉ࠸࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ

࠸࡚ JAEA ࡀᯝࡓࡍࡁᙺࢆ᫂☜ࡋࠊᚋࡢ◊✲ィ⏬ࡢ❧ࠊ㐙⾜ࠊホ౯ࢆࡢࡼ࠺㐍ࡵࡿ
ࡶྵࡵࠊ᳨ウࢆጞࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡼ࠺⪃࠼ࡿࠋ

࣭⌧ᅾࠊᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᏳ◊✲ࡣཎᏊຊᏳጤဨࡼࡿᣦ㔪㢮ࡢᩚഛᨭཎᏊຊᏳ࣭ಖ
Ᏻ㝔➼ࡢつไ⾜ᨻᨭࡢ୧᪉ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࢆᅗࡿᙧ࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ḟᖺᗘࡽᏳつไ⾜ᨻࡀ
ཎᏊຊつไᗇ୍ᮏࡉࢀࡿ᪉ྥࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㐍⾜୰ࡢ⌧⾜ィ⏬ࢆኚ᭦ࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢ
ࡼ࠺࡞እ㒊≧ἣࡢኚ㐺ษᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞㛗ᮇⓗ࡞どⅬ࡛ࠊᅜࡢᏳ◊✲యࡢ୰࠾
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付録 3-3

第３回安全研究・評価委員会資料
第 3 回安全研究・評価委員会
議事次第（案）

日時：平成 25 年 1 月 8 日（火）13:30〜17:30
場所：
（独）日本原子力研究開発機構

東京事務所

東京都千代田区内幸町 2 丁目 2 番 2 号

19 階

役員会議室

富国生命ビル

議事：
１．挨拶、議事次第・資料等の確認

13:30〜13:35

２．中間評価の進め方

13:35〜13:45

３．安全研究センターの第2期中期計画の中間評価（全体概要）

13:45〜14:10

４．個別テーマの中間評価（平成24年度の研究活動と今後の計画）
・リスク評価・管理技術に関する研究

14:10〜14:35

・軽水炉の高度利用に対応した新型燃料の安全性に関する研究*

14:35〜15:05

・軽水炉の高度利用及び新型の軽水炉等に関する熱水力安全研究

15:05〜15:30

（休憩）
・材料劣化・高経年化対策技術に関する研究*

15:40〜16:10

・核燃料サイクル施設の安全評価に関する研究

16:10〜16:35

・放射性廃棄物に関する安全評価研究*

16:35〜17:05

（*：個別課題の24年度成果の概要を含む）
17:05〜17:25

・全体質疑

17:25〜17:30

５．その他

以上
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配付資料リスト(案)
資料 No. 安研評委 3-0

議事次第及び配布資料リスト

資料 No. 安研評委 3-1

安全研究・評価委員会委員名簿

資料 No. 安研評委 3-2

中間評価の進め方について

資料 No. 安研評委 3-3 安全研究センターの平成 24 年度の研究活動及び今後の研究
計画について
資料 No. 安研評委 3-4

リスク評価・管理技術に関する研究

資料 No. 安研評委 3-5

軽水炉の高度利用に対応した新型燃料の安全性に関する研究

資料 No. 安研評委 3-6

軽水炉の高度利用及び新型の軽水炉等に関する熱水力安全
研究

資料 No. 安研評委 3-7

材料劣化・高経年化対策技術に関する研究

資料 No. 安研評委 3-8

核燃料サイクル施設の安全評価に関する研究

資料 No. 安研評委 3-9

放射性廃棄物に関する安全評価研究

資料 No. 安研評委 3-10

平成 24 年度成果調査票

資料 No. 安研評委 3-11

安全研究・評価シート

資料 No. 安研評委 3-12

個別課題・評価シート（4 課題）

＜参考資料＞
資料 No. 安研評委参 3-1

研究開発・評価委員会設置達

資料 No. 安研評委参 3-2

安全研究・評価報告書

資料 No. 安研評委参 3-3

第 1 回安全研究・評価委員会議事録

資料 No. 安研評委参 3-4

安全研究・評価報告書案

資料 No. 安研評委参 3-5

第 2 回安全研究・評価委員会議事録案
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資料No.

安研評委3‑1

安全研究・評価委員会名簿
職

務

氏

名

勤務先及び勤務先所属

委員

阿部

清治

独立行政法人

原子力安全基盤機構技術参与

委員

浦田

茂

関西電力（株）原子力事業本部安全技術グループ
ジャー

委員

鹿島

光一

（一財）電力中央研究所軽水炉保全特別研究チーム・首席研究員

委員

関村

直人

東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻・教授

委員

田中

知

東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻・教授

委員長

藤城

俊夫

（一財）高度情報科学技術研究機構参与

委員

山口

彰

大阪大学大学院

委員

山中

伸介

大阪大学大学院工学研究科教授

委員

山中

康慎

東京電力株式会社原子力設備管理部原子炉安全技術グループマ
ネージャー

委員

山根

義宏

名古屋大学

工学研究科環境・エネルギー工学専攻

名誉教授
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16
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䜛䚹
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䝺䝧䝹2䞉3PSA䛺䛹䛾䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛾㧗ᗘཬ䜃
ᨾ䞉ᨾ㞀ศᯒ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䝥䝻䝟䞊◊✲䛸䛧䛶ᐇ䛩䜛䚹᰾
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z OECD/NEA-IAEA䛾㇟ሗ࿌䝅䝇䝔䝮䠄IRS䠅ཬ䜃ᅜ㝿ཎᏊຊ㇟ホ౯ᑻᗘ䠄INES䠅䛻ሗ࿌䛥䜜䛯䜔
⡿ᅜNRCつไሗ䜢ศᯒ䛧䚸㛵ಀᶵ㛵䜈䛾ሗᥦ౪➼䛻䜘䜚▱ぢ䜔ᩍカ䛾ඹ᭷䜢ᅗ䛳䛯䚹
z ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛾ᨾ䠄⚟ᓥཎⓎᨾ䠅䛾ᑐᛂ䛻䛚䛔䛶䛿䚸THALES2䝁䞊䝗䜢⏝䛔䛯䛣䜜䜎䛷䛾
ゎᯒ⤖ᯝ䜢ศᯒ䛧䚸SBO㇟䛻䛚䛡䜛䝋䞊䝇䝍䞊䝮䛾ሗ䜢ཎᏊຊᏳጤဨ䛻ᥦ♧䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ྠ
䝁䞊䝗䛻䜘䜛ᨾ㐍ᒎゎᯒ䜢㐍䜑䛯䚹ཎᏊ⅔ᐜჾෆ䛛䜙⎔ቃ䜈䛾Csᨺฟ㔞䜢᥎ᐃ䛩䜛⡆᫆䝰䝕䝹䜢ᵓ
⠏䛧䚸ཎᏊຊᏳ䞉ಖᏳ㝔ཬ䜃ᮾ㟁䛻ᥦ♧䛧䛯䚹ᨺᑕᛶ᰾✀䛾྾ධᦤྲྀ䛻䜘䜛බ⾗䛾ෆ㒊⿕䜀䛟⥺㔞ཬ
䜃ᆅ⾲㠃ỿ╔᰾✀䛻䜘䜛እ㒊⿕䜀䛟⥺㔞䜢ホ౯䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸㣗≀ཬ䜃Ỉ㐨Ỉᦤྲྀไ㝈䛻䜘䜛බ⾗䛾ᅇ
㑊⥺㔞䜢ホ౯䛧䛯䚹䜎䛯䚸ᵝ䚻䛺⏕ά⩦័䜢᭷䛩䜛ఫẸ䛾ಶே⥺㔞䜢 ᐃ䞉ศᯒ䛧䚸ෆ㛶ᗓཬ䜃JNES䛻
ሗ࿌䛧䛯䚹

2

◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ䠄2/3䠅
Ẕᵐᵒ࠰ࡇỉܱϋܾẆᢋႸểௐẕ
ᐇෆᐜ

㐩ᡂ┠ᶆ

ᡂᯝ䠄ぢ㎸䜏䜢ྵ䜐䠅

䐟䝺䝧䝹2PSA⏝䝋䞊䝇䝍䞊䝮ホ౯䝁䞊 䐟THALES2䝁䞊䝗䛻䜘䜛 OECD/NEA䛾 䐟බ㛤ሗ䛻ᇶ䛵䛔䛯⚟ᓥཎⓎᨾ㐍
ᒎゎᯒ䛻ᘬ䛝⥆䛝䚸BSAFィ⏬䛾ゎᯒ
䝗THALES2䛻䜘䜛⚟ᓥཎⓎᨾ㐍ᒎ
BSAFィ⏬䠄⚟ᓥཎⓎᨾ䛾䝧䞁䝏
䛻╔ᡭ䚹䝸䝇䝍䞊䝖ᶵ⬟➼䜢ᙉ䛩䜛䛸
ゎᯒ䛸ྜ䜟䛫䛶䚸ྠ䝁䞊䝗䛾ᨵ㐀䜢㐍
䝬䞊䜽ゎᯒ䠅䛻ྥ䛡䛯ゎᯒ䜢ᐇ䛩䜛䚹
䜑䜛䚹
䛸䜒䛻䚸⅔ෆ⇕ఏ㐩䝰䝕䝹䛾ᨵ㐀䜔Ỉ
≀⌮䝰䝕䝹䛾ᨵⰋཬ䜃ゎᯒຠ⋡䛾ྥ
⣲⇿⇞䝰䝕䝹䛾᳨ウ䜢ᐇ䚹
ୖ䜢ᅗ䜛䚹
䐠䝺䝧䝹3PSAᡭἲ䛻䛴䛔䛶䚸⎔ቃ୰䛻 䐠ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ❧ᆅᆅᇦ䛾ᆅᙧሗ䜢 䐠ᆅᙧ䜢⪃៖䛧䛯Ẽὶື䞉≀㉁㍺㏦ゎ
ᯒ䝁䞊䝗RAMS/HYPACT䛻䜘䜛ゎᯒ
⪃៖䛷䛝䜛䜘䛖OSCAAR䝁䞊䝗䜢ᨵⰋ
䛚䛡䜛ᨺᑕᛶ≀㉁䛾⛣⾜䜔⿕䜀䛟⥺
⤖ᯝ䜢ྲྀ䜚㎸䜐䛯䜑䛾䜲䞁䝍䝣䜵䞊䝇䜢
㔞ホ౯䛾㧗ᗘ䛻ྥ䛡䛯䝰䝕䝹䛾ᨵ
䛩䜛䚹ᨺᑕᛶ᰾✀䛾៏ᛶᦤྲྀ䛻䜘䜛ෆ
సᡂ䛧OSCAAR䝁䞊䝗䜢ᨵⰋ䚹៏ᛶ⿕
Ⰻ䜢㐍䜑䜛䚹
㒊⿕䜀䛟ホ౯ᡭἲ䜢ᵓ⠏䛩䜛䚹
䜀䛟⥺㔞ホ౯ゎᯒ䝁䞊䝗DSYSChronic䜢㛤Ⓨ䚹
䐡㧗䝺䝧䝹⃰⦰ᗫᾮ㈓ᵴ䛾Ἓ㦐䞉ᅛ 䐡◪㓟⁐ᾮ䛾 ᗘୖ᪼➼䛻క䛖㧗Ⓨ
䐡᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹タ䛾䝸䝇䜽ホ౯ᡭ
㇟䛻䛚䛡䜛Ru䛾ᨺฟ䞉⛣⾜ゎᯒᡭἲ䜢
ἲ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ฎ⌮タ䛾ᨾ
ᛶRu䠄8౯䠅䛾ᨺฟ䞉⛣⾜䝰䝕䝹䜢సᡂ
ᵓ⠏䛩䜛䚹
䛻䛚䛡䜛ᨺᑕᛶ≀㉁⛣⾜ᣲືホ౯ᡭ
䛧䚸ᨺᑕᛶ≀㉁⛣⾜ᣲືゎᯒ䝁䞊䝗
ἲ䛾ᩚഛ䜢㐍䜑䜛䚹
ART䛻ᑟධ䚹
䐢⚟ᓥཎⓎᨾ䛻䜘䜛⎔ቃởᰁ䜔බ⾗ 䐢⚟ᓥཎⓎᨾᚋ䛻䛚䛡䜛⿕䜀䛟⟶⌮ᡭ 䐢80kmᅪෆ䛻䛚䛡䜛ᨺᑕᛶ≀㉁䠄Cs䠅
ἲ➼䛾ホ౯䞉᳨ウ䛻⏝䛔䜛ᢏ⾡ᇶ┙䜢
䛾⿕䜀䛟䛻㛵䛩䜛≧ἣ䜢ศᯒ䛧䚸ᐇຠ
ศᕸண 䝰䝕䝹䛾ᯟ⤌䜏䜢ᵓ⠏䚹䝰䝙
ᩚഛ䛩䜛䚹
ᛶ䛾㧗䛔㜵ㆤᥐ⨨䛻㛵䛩䜛᳨ウ䜢㐍
䝍䝸䞁䜾䝕䞊䝍䜔ᆅᇦఫẸ䛾ಶே⥺㔞
䜑䜛䚹
ᐇ ್䛻ᇶ䛵䛔䛶㑊㞴䝟䝍䞊䞁䜔⏕
ά⩦័䛸⿕䜀䛟⥺㔞䛾㛵ಀ䜢ศᯒ䚹
䐣ᨾᨾ㞀ཬ䜃㛵㐃ሗ䛻䛴䛔䛶ศᯒ 䐣ᨾ䞉ᨾ㞀ሗ䜢ศᯒ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ศ 䐣IRS䠄㠀බ㛤䠅䛻ሗ࿌䛥䜜䛯䜢ศᯒ
䜢⾜䛔䚸䛭䛾⤖ᯝ䜢ሗ࿌᭩䛻䜎䛸䜑䛶
ᯒ⤖ᯝ䜢㛵ಀᶵ㛵䛻㓄ᕸ䛧䚸▱ぢ䜔ᩍ
䛧䚸⤖ᯝ䜢ཎᏊຊつไጤဨ䚸JNES䚸
㛵ಀྛᶵ㛵䛻㓄ᕸ䛩䜛䚹
カ䛾ඹ᭷䜢ᅗ䜛䚹
㟁ຊ➼䛻㓄ᕸ䚹
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◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ䠄3/3䠅
Ẕௐỉဇẕ
z䝺䝧䝹2ཬ䜃䝺䝧䝹3PSA䛻ಀ䜟䜛ᇶ┙ᢏ⾡䛿䚸䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛾つไせ௳䜔㜵⅏ᣦ㔪
䛾ᨵゞ➼䛻᭷⏝䛺ሗ䜢ᥦ౪䛩䜛䠄୍㒊䛿ᥦ౪῭䜏䠅䚹
zJAEA-JNESᏳゎᯒ䝁䞊䝗┦⏝䛻㛵䛩䜛༠ᐃ䛻ᇶ䛵䛔䛶THALES2䝁䞊䝗䜢JNES䛻ᥦ౪
䛧䛯䚹
zOSCAAR䝁䞊䝗䛾ゎᯒ䛻ᇶ䛵䛔䛯㜵ㆤᥐ⨨䛾⿕䜀䛟పῶຠᯝ䜔」ྜⓗᐇᡓ␎䛻ಀ䜟䜛ศ
ᯒ⤖ᯝ䜢䚸ᢏ⾡ⓗ䛺ཧ⪃ሗ䛸䛧䛶ཎᏊຊつไጤဨ䛾䛂ཎᏊຊ⅏ᐖ๓ᑐ⟇➼䛻㛵䛩䜛᳨
ウ䝏䞊䝮䛃ཬ䜃ᆅ᪉⮬య䛻ᥦ♧䛧䛯䚹
zฎ⌮タ䛾㧗䝺䝧䝹⃰⦰ᗫᾮ㈓ᵴ䛾Ἓ㦐䞉ᅛ㇟䛻䛚䛡䜛ᨺᑕᛶ≀㉁⛣⾜ホ౯ᡭἲ䛿
ྠタ䛾ᨾᙳ㡪ホ౯䛻ά⏝䛥䜜䜛䚹
z⚟ᓥཎⓎᨾ䛻䛚䛡䜛බ⾗䛾⿕䜀䛟ホ౯䛛䜙ᚓ䜙䜜䜛▱ぢཬ䜃䝺䝧䝹3PSA䛾ᇶ┙ᢏ⾡䛿䚸
⚟ᓥཎⓎᨾ䛾⥺㔞ᵓ⠏䜔බ⾗䛾⿕䜀䛟㜵ㆤ䞉⟶⌮ᡭἲ䛾᳨ウ䛻ά⏝䛥䜜䜛䚹
zᨾ䞉ᨾ㞀䛾ศᯒ䛿䚸㛵ಀᶵ㛵䜈䛾⥅⥆ⓗ䛺㓄ᕸ䜢㏻䛨䛶䚸つไ䜔タ䛾Ᏻᛶྥୖ䛾᳨ウ
䛻᭷⏝䛺ሗ䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䜛䚹
Ẕௐỉπẕ 䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘぢ㎸䜏䠅
zㄽᩥ 12௳䚸ᢏ⾡ሗ࿌ 4௳䚸ᅜ㝿㆟ሗ࿌ 12௳䚸ཱྀ㢌Ⓨ⾲ 18௳䚸ཷクሗ࿌᭩➼ 2௳

4

䛺ᡂᯝ䠄1/2䠅
【主な成果】䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖ゎᯒᡭἲ䛾ᩚഛ

䝗䝷䜲䜴䜵䝹䠄D/W䠅ᅽຊ䠄2ྕᶵ䠅
㻝㻚㻜

 THALES2䝁䞊䝗䛻䜘䜛⚟ᓥཎⓎᨾ㐍ᒎゎᯒ
z ᐇ ್ཬ䜃MELCOR䝁䞊䝗䛻䜘䜛ゎᯒ䛸ẚ㍑䛧䛴䛴䚸ᾘ㜵䝫
䞁䝥䛻䜘䜛ὀỈ㔞䜔᱁⣡ᐜჾ◚ᦆ⨨䛾ᙳ㡪䜢ホ౯
z ⚟ᓥཎⓎᨾ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䠄ಖᏳ㝔䠅➼䛻䛚䛔
䛶ᡂᯝ䜢බ⾲

ᅽຊ䠄MPa䠅

 ≀⌮⌧㇟䝰䝕䝹䛾᳨ウ
z OECD/NEA-THAIィ⏬䛻䛚䛡䜛つᶍỈ⣲⇿⇞ᐇ㦂䛾䝕䞊
䝍䜢ศᯒ䛧䚸⇞↝䛾ᛶ䜔ⅆ⅖ఏ㏿ᗘ䛻㛵䛩䜛᪤Ꮡ䝰䝕
䝹䜢ಟṇ
z THALES2䝁䞊䝗䛻ᑟධணᐃ
600
0.7

800

᭱㧗 ᗘᐇ ್㻌㻔㻷㻕
1000
1200
1400

0.4

0.3

0.2
0.2

1000

᭱㧗 ᗘ
ึᮇ ᗘ䠖ᐊ
ึᮇ ᗘ䠖㧗

800

ึᮇ⤌ᡂ䠖Ỉ⣲䠄㻢䡚㻝㻜㻑䠅䠉✵Ẽ
ึᮇᅽຊ䠖㻜㻚㻝㻡㻹㻼㼍
ึᮇ ᗘ䠖ᐊ ཬ䜃㻟㻢㻜䡚㻠㻝㻜㻷
0.3

0.4
0.5
0.6
᭱㧗ᅽຊᐇ ್㻌㻔㻹㻼㼍㻕

㻞㻜

㻠㻜

㻢㻜

㻤㻜

㻝㻜㻜

⅔Ṇᚋ䛾㛫䠄h䠅

ᨺฟྜ䠄-䠅
䠄ᑐึᮇ⅔ෆෆⶶ㔞䠅

1200

D/W䝦䝑䝗䝸䞊䜽
㻜

⎔ቃ䜈䛾CsIᨺฟྜ䠄2ྕᶵ䠅

1400

0.5

㻜㻚㻠

㻝㻜㻜

᭱㧗 ᗘண ್㻌㻔㻷㻕

᭱㧗ᅽຊண ್㻌㻔㻹㻼㼍㻕

0.6

᱁⣡ᐜჾ◚ᦆ

䝖䞊䝷䝇ᐊ䛾ᾐỈ䛻䜘䜛
䝃䝥䝺䝑䝅䝵䞁䝏䝱䞁䝞
䠄S/C䠅䛾㝖⇕䜢௬ᐃ

㻜㻚㻢

㻜㻚㻜

1600
1600

ึᮇ ᗘ䠖ᐊ
ึᮇ ᗘ䠖㧗

ཎᏊ⅔ᐜჾ䠄RPV䠅ῶᅽ

㻜㻚㻞

᭱㧗ᅽຊ

ᐇ㦂䛸䝰䝕䝹
䛸䛾ẚ㍑

㻌㼀㻸㻿㻌㻔ὶ㔞㻞㻡㻑㻕
㻌㼀㻸㻿㻌㻔ὶ㔞㻝㻜㻑㻕
㻌㻹㻱㻸㻌㻔ὶ㔞㻝㻜㻑㻕
㻌ᐇ ್㻔㻰㻛㼃㻕

㻜㻚㻤

THALES2

D/WẼ┦◚ᦆ
S/CẼ┦◚ᦆ

㻝㻜㻙㻞
㻝㻜

ὀỈὶ㔞10%
䠄RPV◚ᦆ䠅

㻙㻠

㻝㻜㻙㻢
㻝㻜㻙㻤

ὀỈὶ㔞25%
䠄RPVᮍ◚ᦆ䠅
㻤㻜

㻤㻡

㻥㻜

D/WẼ┦◚ᦆ
㻥㻡

㻝㻜㻜

⅔Ṇᚋ䛾㛫䠄h䠅

600
0.7
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䛺ᡂᯝ䠄2/2䠅
【主な成果】☜⋡ㄽⓗᡭἲ䜢⏝䛔䛯ఫẸ䛾⿕䜀䛟⥺㔞ホ౯
 ⚟ᓥ┴┴Ẹᗣㄪᰝ䛻ᇶ䛵䛟㑊㞴䝟䝍䞊䞁18䜿䞊䝇
䛸⚟ᓥ┴せ㒔ᕷ䛻ᐃఫ䛧䛯ሙྜ䛻䛴䛔䛶䚸Cs-137
䛾ᆅ⾲㠃⃰ᗘศᕸ䛸ᒇෆእᅾ㛫䠄⏕ά⩦័䠅䛾
ศᕸ䜢⏝䛧䛶⚟ᓥ┴ෆ䛻䛚䛡䜛ఫẸ䛾⿕䜀䛟⥺㔞
䜢☜⋡ㄽⓗ䛻ホ౯

㐳ཬⓗホ౯䛾⤖ᯝ䠄ởᰁⓎ⏕ᚋ1ᖺ㛫䛷䛾ᐇຠ⥺㔞䠅
汚染発生後初めの1年間での被ばく線量(mSv)

50

z 㑊㞴༊ᇦཬ䜃ィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦ䛾ఫẸ䚸⚟ᓥ┴せ㒔
ᕷ䛾ఫẸ䛻䛴䛔䛶䚸ᨾᚋ1ᖺ㛫䛾⿕䜀䛟⥺㔞䛾ศᕸ
䜢ホ౯
z ⚟ᓥ┴ෆせ㒔ᕷ䛾ఫẸ䛻䛴䛔䛶䚸ᚋᒃఫ䛧⥆䛡䛯
ሙྜ䛾⏕ᾭ⥺㔞䠄60ᖺ㛫䠅䛾ศᕸ䜢ホ౯

注1)
注2)

40

注3)

30

クラウドシャイン、グランドシャイン、呼吸摂取による合計線量。
クラウドシャインと呼吸摂取に対する希ガスの寄与は含まない。
屋外作業者の生活習慣をもとに評価した値。屋内作業者は、
屋外作業者のおおよそ0.6~0.7倍程度。
市町村名は、地震発生時の住民の居住地。

95%値
50%値

20
避難
区域

計画的
定住
避難区域 シナリオ

10

0

㑊㞴༊ᇦ䜘䜚䜒ィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦ䛾ఫẸ䛻䛚䛔䛶
⥺㔞䛜㧗䛟䛺䜛ഴྥ

線源
外部被ばく

ண
内部被ばく

環境媒体中の放射性核種濃度の
推定または測定

⎔ቃ⃰ᗘ
䝕䞊䝍䛾ศᕸ

⏕ά⩦័
䝕䞊䝍䛾ศᕸ

50
40

ⓗホ౯䛾⤖ᯝ䠄⏕ᾭ⥺㔞䠅
注1)
注2)

クラウドシャイン、グランドシャイン、呼吸摂取による合計線量。
クラウドシャインと呼吸摂取に対する希ガスの寄与は含まない。
屋外作業者の生活習慣をもとに評価した値。

95%値

30
環境濃度

被ばく率

環境濃度

生活習慣

被ばく時間

生活習慣

体内摂取量

50%値

20

生涯
線量

事故後
1年間での
線量

10
線量換算係数との組合せによる
線量計算

個人の被ばく線量

0
⚟ᓥᕷ

⥺㔞䜢ศᕸ
䛸䛧䛶ホ౯

㒆ᒣᕷ

䛔䜟䛝ᕷ

⏕ᾭ⥺㔞䛾⣙3ศ䛾1䛜ởᰁᚋ1ᖺ㛫䛷Ⓨ⏕

6

ᚋ䛾◊✲ィ⏬
ẔᄂᆮႸႎẕ

Ẕᾁᾄ῍ᾁᾅ࠰ࡇᚘဒẕ

䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛾ᩚഛ䞉㧗ᗘཬ䜃䛭䛾㐺⏝䜢㏻䛧䛶䚸
䝸䝇䜽ሗ䜢ά⏝䛧䛯䜘䜚⛉Ꮫⓗ䞉ྜ⌮ⓗ䛺Ᏻつไ䛾ᵓ⠏
䜔ཎᏊຊ㜵⅏䛾ᐇຠᛶྥୖ䛻㈉⊩䛩䜛䚹

Ẕᇹ2ɶᚘဒί٭కὸẕ
䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛾つไせ௳䛻ᑐᛂ䛧䛶䝸䝇䜽ホ౯ᡭἲ
䛾㧗ᗘ䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸ཎᏊຊ㜵⅏䛻䛚䛡䜛ᐇຠⓗ䛺㜵
ㆤᑐ⟇ᡓ␎䜢ᥦ䛩䜛䚹䛥䜙䛻䚸ཎᏊຊᨾ䞉ᨾ㞀ሗ䛾
㞟䚸ศᯒ䜢⾜䛖䚹

᭱᪂▱ぢ䛻ᇶ䛵䛔䛯ゎᯒᡭἲ䛾ᨵၿ
AM⟇䛾
᭷ຠᛶ
ホ౯

䜸䞁䝃䜲䝖

THALES2

䝋䞊䝇
䝍䞊䝮

䜸䝣䝃䜲䝖

OSCAAR

㜵ㆤ
ᑐ⟇䛾
᭱㐺

⚟ᓥཎⓎᨾ䛾ศᯒ䞉ゎᯒホ౯

Ẕܱ˳Сẕ

Ẕᾁᾄ῍ᾁᾅ࠰ࡇᚘဒẕ
 䝺䝧䝹2PSAゎᯒ䝁䞊䝗THALES2䛾㧗ᗘཬ䜃䝋䞊䝇
䝍䞊䝮ホ౯䜈䛾㐺⏝
z OECD/NEA-BSAFィ⏬䛻䛚䛡䜛⚟ᓥཎⓎᨾ㐍ᒎゎᯒ
z 䜰䜽䝅䝕䞁䝖䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠄AM䠅⟇䛾᭷ຠᛶホ౯
z ☜䛛䛥ホ౯䜔ᅜ㝿༠ຊィ⏬➼䛻䜘䜚ྲྀᚓ䛩䜛䝕䞊䝍䛻ᇶ䛵
䛔䛯䝰䝕䝹䛾ᵓ⠏䞉᳨ド

 䝺䝧䝹3PSAゎᯒ䝁䞊䝗OSCAAR䛾㧗ᗘཬ䜃㜵ㆤᑐ⟇
䛾᭱㐺䜈䛾㐺⏝
z ᆅᙧሗ䜢⪃៖䛩䜛䛯䜑䛾ᨵ㐀䜢⥅⥆
z ᭱᪂▱ぢ䜢ᫎ䛧䛯እ㒊ཬ䜃ෆ㒊⿕䜀䛟ホ౯ᡭἲ䛾ᵓ⠏
z ⚟ᓥཎⓎᨾ䛻䛚䛡䜛⥭ᛴཬ䜃⌧Ꮡ⿕䜀䛟⥺㔞䛾ホ౯

 ฎ⌮タ䛾ᨾ䛻䛚䛡䜛ᨺᑕᛶ≀㉁⛣⾜ᣲືゎᯒ
䝁䞊䝗䛾ᩚഛ
 ཎᏊຊᨾ䞉ᨾ㞀ሗ䛾㞟䞉ศᯒ

䝺䝧䝹2䞉3PSA䛺䛹䛾䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛾㧗ᗘཬ䜃
ᨾ䞉ᨾ㞀ศᯒ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䝥䝻䝟䞊◊✲䛸䛧䛶ᐇ䛩䜛䚹᰾
⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹タ䛻ᑐ䛩䜛PSAᡭἲ䛾ᩚഛ䛻㛵䛧䛶䛿䚸
JNESཬ䜃⏘ᴗ⏺䛸ඹྠ䛧䚸୰❧ᛶཬ䜃㏱᫂ᛶ䛾☜ಖ䛻␃
ព䛧䛶◊✲䜢㐍䜑䜛䚹ཎᏊຊ㜵⅏䛻ಀ䜟䜛◊✲䛻䛴䛔䛶䛿䚸
ཎᏊຊつไጤဨ䚸JNES䚸ᆅ᪉⮬య➼䛸㐃ᦠ䛧䛴䛴䝥䝻
䝟䞊䛷ᐇ䛧䚸୍㒊ᩥ⛉┬ཷク䛸䛧䛶㐍䜑䜛䚹

ẔࢳẰủỦௐểẸỉဇ૾ሊẕ
 THALES2䝁䞊䝗ཬ䜃OSCAAR䝁䞊䝗䛾⥅⥆ⓗ䛺ᨵၿ䛻䜘
䜚䝸䝇䜽ホ౯䛻䛚䛡䜛☜䛛䛥䛾పῶ䜢ᅗ䜚䛴䛴䚸䝋䞊䝇
䝍䞊䝮䜔ᨾᙳ㡪䛻ಀ䜟䜛▱ぢ䜢ྲྀᚓ䛧䚸䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕
䞁䝖䜔ཎᏊຊ㜵⅏䛻ಀ䜟䜛つไάື䛾ᨭ䛻ά⏝䛩䜛䚹
 䛣䜜䜎䛷䛻ᵓ⠏䛧䛯䝰䝕䝹䜢ᫎ䛧䛯ฎ⌮タ䛾ᨾ
ᨺᑕᛶ≀㉁ᨺฟᣲື䛻ಀ䜟䜛ண ᡭἲ䜢ᩚഛ䛧䚸ྠ
タ䛾ᨾᙳ㡪ホ౯䛻ά⏝䛩䜛䚹
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䜎䛸䜑
【平成22年度〜24年度上期までの実績、及び今後の計画に対する自己評価】：Ａ
z䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛾ᩚഛཬ䜃ཎᏊຊ㜵⅏䛻ಀ䜟䜛◊✲䛻䛚䛔䛶䛿䚸䝺䝧䝹2ཬ䜃䝺䝧䝹3
䛾PSAᡭἲ䛾㧗ᗘ䛻ྥ䛡䛶ゎᯒ䝁䞊䝗䛾ᩚഛ䜢㐍䜑䚸⚟ᓥཎⓎᨾ䜢ྵ䜑䛯ᐇᶵ䛾䝅䝡
䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖ゎᯒ䜔ᨾᙳ㡪ゎᯒ䛻㐺⏝䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ཎᏊຊつไጤဨ䜔ཎᏊຊᏳጤ
ဨJNES䛻ᑐ䛧䚸䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛾䝋䞊䝇䝍䞊䝮䜔AM⟇䛾᭷ຠᛶ䚸㜵ㆤᑐ⟇ᡓ␎䛾
ᵓ⠏➼䛻ಀ䜟䜛ᢏ⾡ⓗሗ䜢ᥦ౪䛧䛯䚹
z᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹タ䛾PSAᡭἲ䛾ᩚഛ䛷䛿䚸JNESཬ䜃ᴗ⪅䛸䛾ඹྠ◊✲䛸䛧䛶䚸ฎ⌮
タ䛾㧗䝺䝧䝹⃰⦰ᗫᾮ㈓ᵴ䛾Ἓ㦐䞉ᅛ㇟䛻ಀ䜟䜛ᐇ㦂ⓗ◊✲䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸ྠタ
䛾ᨾᙳ㡪ホ౯䜢⾜䛖ୖ䛷ྍḞ䛺ᨺᑕᛶ≀㉁⛣⾜ᣲືゎᯒᡭἲ䛾ᩚഛ䜢㐍䜑䛯䚹䛺䛚䚸
ᮏᡭἲ䛿䚸ᩚഛ⤊ᚋ䛻බ㛤䛩䜛ணᐃ䛷䛒䜛䚹
zཎᏊຊᨾ䞉ᨾ㞀䛾ศᯒ䛷䛿䚸IRS➼䛾䜢⥅⥆ⓗ䛻ศᯒ䛧䚸ཎᏊຊᏳ䞉ಖᏳ㝔䚸ཎᏊ
ຊᏳጤဨ䚸JNES䚸㟁ຊ♫➼㛵ಀᶵ㛵䛻ศᯒ⤖ᯝ䜢㓄ᕸ䛩䜛䛺䛹䚸ཎᏊຊ䛾Ᏻつ
ไ䜔タ䛾Ᏻᛶྥୖ䛾᳨ウ䛻᭷⏝䛺ሗ䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䜛䚹
z⚟ᓥཎⓎᨾ䜈䛾ᑐᛂ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ୖグ䛻ຍ䛘䛶䚸ཎᏊ⅔ᐜჾ䛛䜙⎔ቃ䜈䛾Csᨺฟ㔞᥎
ᐃᡭἲ䛾ᵓ⠏䚸Ỉ㐨Ỉᦤྲྀไ㝈➼䚸㜵ㆤᥐ⨨䛾᭷ຠᛶホ౯䚸බ⾗䛾ಶே⥺㔞 ᐃཬ䜃䛭䛾
⤖ᯝ䛾ศᯒ䜢ⓗ☜䛛䛴㐺䛻ᐇ䛧⤖ᯝ䜢බ⾲䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ཎᏊຊᏳ䞉ಖᏳ㝔䚸ᮾி㟁
ຊ䚸ෆ㛶ᗓ䛻ᑐ䛧䚸෭ Ṇ≧ែ䛾☜ㄆ᪉ἲ䛾᳨ウ䜔ఫẸ䛾⿕䜀䛟⥺㔞䛾᥎ᐃ䛻㛵䛧䛶᭷
⏝䛺ሗ䜢ᥦ౪䛧䛯䚹

8

ཧ⪃䠖22ᖺᗘ䛾ホ౯⤖ᯝ
【基準点】：+10
㧗䛟ホ౯䛥䜜䜛Ⅼ
䞉䝸䝇䜽ホ౯䛾ά⏝䛻ྥ䛡䛶䚸㔜せᗘホ౯ᡭἲ䜔㈝⏝౽┈ศᯒ➼䛾ඛ
⾜ⓗ䛺◊✲䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹䠄+1㽢5䠅
䞉ཎᏊຊᨾ䞉ᨾ㞀ศᯒ䛷䛿䚸ሗศᯒ䠈ᥦ౪䜢ᆅ㐨䛻⥅⥆䛧䚸Ᏻᛶ
ྥୖ䜈㈉⊩䛧䛶䛔䜛䚹䠄+1㽢2䠅
䞉䛂䝺䝧䝹2PSAᡭἲ䛾㧗ᗘ䛃䛿䠈Ⓨᛶ䝶䜴⣲䛾᱁⣡ᐜჾෆᾋ㐟
ྜ䛜䝥䞊䝹Ỉ䛾p䠤್䛻ⴭ䛧䛟౫Ꮡ䛩䜛䛣䛸䜢♧䛧䠈䝶䜴⣲䛾䝋䞊䝇䝍䞊
䝮ホ౯䛻᪂䛧䛔▱ぢ䜢䛘䛯Ⅼ䛷㧗䛟ホ౯䛩䜛䚹ᚋ䛿䠈᭷ᶵ䝶䜴⣲䜒
ྵ䜑⥲ྜⓗ䛺䝶䜴⣲䝋䞊䝇䝍䞊䝮ホ౯䜢ᮇᚅ䛩䜛䚹䠄+1㽢2䠅
䞉Ⓨ㟁⅔䛛䜙ฎ⌮䜎䛷ᗈ䛔ᑐ㇟⠊ᅖ䛷䝸䝇䜽ά⏝䜢᳨ウ䛧䛶䛔䜛䚹
䠄+1䠅
䞉ᅇሗ࿌䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛜䚸Ᏻ◊✲䝉䞁䝍䞊ሗ࿌䛷⤂䛥䜜䛯㜵⅏
ᨭ䛾䛯䜑䛾◊✲䛿䚸᪉ྥᛶ䚸ໟᣓᛶ䚸ෆᐜ䚸ᡂᯝ䛸䜒㧗䛟ホ౯䚹
䠄+1䠅
䞉䝺䝧䝹䠎䠬䠯䠝䛾㧗ᗘ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛺䛹䝸䝇䜽ሗ䜢ά⏝䛧䛯Ᏻつไ
䜢㐍䜑䛶䛔䛟ୖ䛷㔜せ䛺㈉⊩䜢䛧䛶䛔䜛䚹䠄+1䠅
䞉䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖୪䜃䛻䝋䞊䝇䝍䞊䝮䛻㛵䛩䜛◊✲䛷䛿Ᏻつไ䛻
䛸䛳䛶㔜せ䛺◊✲ᡂᯝ䛜ᚓ䜙䜜䛶䛔䜛䚹䠄+1䠅
䞉᰾⇞ᩱタPSA䛷䛿䝕䞊䝍䛜ᑡ䛺䛔≧ἣ䛷╔ᐇ䛻ᡂᯝ䜢ୖ䛢䛶䛔䜛䚹
䠄+1䠅
䞉䛂᰾⇞ᩱタ䛾PSAᩚഛ䛃䛾䛖䛱䠈పẼὶ㏿䛷䛾Ẽᾮྠక⋡䛛䜙ᑟ
䛔䛯⛣⾜ྜ䛾ホ౯ᘧ䜢䠈ᐇ㦂䝕䞊䝍䛷᳨ド䛧䛯◊✲䛿䠈ᐇド◊✲䛷
䛒䜛Ⅼ䜢ホ౯䛩䜛䚹䠄+1䠅
䞉◊✲䛿ᴫ䛽ィ⏬㏻䜚㐍ᤖ䛧䚸ᡤᐃ䛾ᡂᯝ䜢ᚓ䛶䛔䜛䚹䠄+1䠅
䞉እ㒊ᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ䛺䛹䛻䜘䜚ຠ⋡ⓗ䛺◊✲䜢᥎㐍䛧䛶䛔䜛䚹䠄+1䠅
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ᨵၿ䜢せ䛩䜛Ⅼ
䞉ᮏศ㔝䜢ᢸᙜ䛩䜛ேᮦ䛾⫱ᡂ䞉☜ಖ䚸≉䛻
ᨾ䞉ᨾ㞀ศᯒᢸᙜ⪅䛾☜ಖ䛿⥭ᛴ䛾ㄢ㢟䛸
䛺䛳䛶䛔䜛䚹䠄-1㽢2䠅
䞉ᅇሗ࿌䛥䜜䛯䜒䛾䛿䛩䜉䛶䛂ᡭἲ䛾㛤Ⓨ䛃䚹
ᐇ㝿䛾つไ䜈䛾ᛂ⏝◊✲䜢㔜ど䛧䛶ḧ䛧䛔䚹
䠄-1䠅
䞉㈨ᩱ1-9,p.8,Cs⛣⾜ྜ䛾ᐇ㦂⤖ᯝ䛛䜙䚸䛂ẚ
㛵ಀ䛃䛜ゝ䛘䜛䛸䛿ᛮ䛘䛺䛔䛾䛰䛜䚹䠄-1䠅
䞉ᨾ䞉ᨾ㞀䛾ศᯒホ౯䛿ከ䛟䛾ほⅬ䛛䜙㔜せ䛺
ᢏ⾡䛷䛒䜚䚸⥅⥆ⓗ䛻ᐇ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䜢ศᯒ䛩䜛䛻䛸䛹䜑䛪䚸ᚓ䜙䜜䛯▱ぢ䜢Ᏻ
つไ䜔Ᏻホ౯䛻ᫎ䛧䛶䛔䛟యไ䜢ᵓ⠏䛩
䜉䛝䛷䛿䛺䛔䛛䚹䜎䛯䚸䛣䜜䛻䛴䛔䛶䛿䚸ཎᢏ
༠䜔ᴗ⪅䛸䛾༠ຊయไ䜢ᵓ⠏䛩䜛ᚲせ䛜䛒
䜛䚹䠄-1䠅
䞉䛂㔜せᗘホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨ䛃䛷䛿䠈ホ౯⤖ᯝ䛾ᖹ
ᆒ್䛻ᑐ䛩䜛ධຊኚᩘ䛾☜ᐇ䛥䛾ᐤ䜢ㄪ
䜉䜛┠ⓗ䛷䠈᪂䛧䛔㔜せᗘᣦᶆ䜢ᥦ䛧䛯䚹ᚑ
᮶䛾ศᩓ䜔ศᕸ䛻ᇶ䛵䛟ᣦᶆ䛻ᑐ䛧䛶䠈ᖹᆒ
್䛻ᇶ䛵䛟ᣦᶆ䛾ᑟධ䛜ఱᨾᚲせ䛺䛾䛛䠈ศ
䛛䜚䜔䛩䛔ㄝ᫂䜢ᕤኵ䛧䛶䜋䛧䛔䚹䛣䜜䛻䜘䜚䠈
᪂䛧䛔ᥦ䜈䛾⌮ゎ䛜ቑ䛧䠈ά⏝䛜㐍䜐䛸ᮇ
ᚅ䛥䜜䜛䚹䠄-1䠅
䞉✚ᴟⓗ䛻ᡂᯝ䜢බ㛤䛩䜛䛣䛸䠄-1䠅
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ཧ⪃䠖23ᖺᗘ䛾ホ౯⤖ᯝ
【基準点】：+4
㧗䛟ホ౯䛥䜜䜛Ⅼ
䞉⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ䜈䛾ᑐᛂ䛸䛧䛶⿕䜀䛟⥺㔞ホ౯➼䜢㎿㏿
䛻ᐇ䚸✚䛥䜜䛯⤒㦂䜔ᡂᯝ䛾᭷ຠά⏝䜢㐺ษ䛻⾜䛳䛯䛣䛸䛿㧗䛟
ホ౯䛧䛯䛔䚹䠄+1䠅
䞉䝸䝇䜽ホ౯◊✲䛜䚸ᕤᏛタ䜃ಀ䜛ၥ㢟䛛䜙⎔ቃᙳ㡪䛻ಀ䜛ၥ㢟䜎䛷
ໟᣓⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛣䛸䛿㐺ษ䚹䠄+1䠅
䞉⚟ᓥᨾ䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸䛣䜜䜎䛷䛾▱ぢ䛻ᇶ䛵䛔䛶㐺ษ䛻ᑐᛂ䛧䛯䛸ホ
౯䚹䠄+1䠅
䞉䝸䝇䜽ホ౯ᇶ┙ᢏ⾡䛾㧗ᗘ᳨ウ䛻ຍ䛘䚸⚟ᓥᨾᑐᛂ䛸䛧䛶䚸◊✲
䛾㔜Ⅼ䜢䛝䛟ኚ᭦䛧䚸ᴫ䛽ィ⏬㏻䜚䛾ᡂᯝ䜢ᚓ䛶䛔䜛䚹䠄+1䠅
䞉≉䛻䚸බ⾗䛾ෆ㒊䞉እ㒊⿕䜀䛟⥺㔞ホ౯䚸㣗≀䞉Ỉ㐨Ỉ䛻㛵䛩䜛ᅇ㑊
⥺㔞ホ౯➼䚸⿕⅏ᆅ䛾⿕䜀䛟ᑐ⟇ୖ㔜せ䛛䛴ᐇຠⓗ䛺ᡂᯝ䛾Ⓨಙ䛻
ດ䜑䛯䛣䛸䛿㧗䛟ホ౯䛥䜜䜛䚹䠄+1䠅
䞉䝸䝇䜽ホ౯ᢏ⾡䛾ᩚഛ䜢╔ᐇ䛻㐍䜑䜙䜜䛶䛚䜚䚸⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁
ᡤᨾᚋ䛾ᑐ⟇䜈䛾㈉⊩䜒㠀ᖖ䛻䛝䛔䚹䠄+1䠅
䞉⚟ᓥᨾ䛻ᑐᛂ䛧䛯◊✲䛻㐺ษ䛻䝅䝣䝖䛧䚸䛛䛴⿕䜀䛟ホ౯䜢ᐇ䛧බ
⾲䛧䛶䛚䜚䚸♫ⓗ䛻䜒㔜せ䛺ᙺ䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䚹䠄+1䠅
䞉⚟ᓥ➨୍ᨾ䛻ᑐᛂ䛧䛯⥺㔞ホ౯䛿䚸䛣䜜䜎䛷䛾▱ぢ䜢⥲ྜⓗ䛻ά
⏝䛧䛯䝸䝇䜽ホ౯䛾ᐇ䛸䛧䛶ព⩏䛜䛒䜚䚸ホ౯䛷䛝䜛䚹䠄+1䠅

ᨵၿ䜢せ䛩䜛Ⅼ
䞉ᮏศ㔝䜢ᢸᙜ䛩䜛ேᮦ䛾⫱ᡂ䞉☜ಖ䚸≉䛻
ᨾ䞉ᨾ㞀ศᯒᢸᙜ⪅䛾☜ಖ䛿ᖺᗘ᮶䛾ㄢ㢟
䛸䛧䛶ᣦ䛧䛯䛔䚹䠄-1䠅
䞉᭱㏆䛾◊✲䛜䚸㐣ཤ䛻ᩚഛ䛥䜜䛯ᡭἲ䛾ᛂ⏝
䛻⛣䛳䛶䛔䜛䛣䛸⮬య䛿⮬↛䛺䛣䛸䛷䛒䜛䛜䚸䛺
䛻䛛᪂䛧䛔䝔䞊䝬䛷㞟୰ⓗ䛺◊✲䜢ጞ䜑䛺䛔䛸䚸
ᢏ⾡ຊ䛜పୗ䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᠱᛕ䚹䠄-1䠅
䞉⚟ᓥᑐᛂ䛻䝅䝣䝖䛧䛯䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸䜋䜌ィ
⏬㏻䜚㐍ᤖ䛧䛯䛸䛾䛣䛸䛰䛜䚸ᮏᙜ䛻䛭䛖䛺䜙䜀
ඖ䚻䛾ィ⏬䛻⏑䛥䛜䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䠄-1䠅
䞉⚟ᓥ➨୍ᨾᑐᛂ䛾䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖ゎᯒ䚸
⿕䜀䛟⥺㔞ホ౯䛻䛴䛔䛶䛿༑ศ䛺グ㏙䛜䛒䜛
䛜䚸䛂䜋䜌ィ⏬㏻䜚䛻㐍ᤖ䛧䛶䛔䜛䚹䛃䛸䛧䛶䛔
䜛ᙜึィ⏬䜈䛾ᑐᛂ䡡ᡂᯝ䛜᫂☜䛷䛺䛔䚹ᡂ
ᯝ䛾ᥦ♧᪉ἲ䛻䜒ᕤኵ䛜ḧ䛧䛔䚹䠄-1䠅

10
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ᶵᵓእ⛎

㈨ᩱNo.Ᏻ◊ホጤ3䠉5

㍍Ỉ⅔䛾㧗ᗘ⏝䛻ᑐᛂ䛧䛯
᪂ᆺ⇞ᩱ䛾Ᏻᛶ䛻㛵䛩䜛◊✲
䡬୰㛫ホ౯䡬
ᖹᡂ25ᖺ1᭶䠔᪥
➨䠏ᅇᏳ◊✲䞉ホ౯ጤဨ
᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ
Ᏻ◊✲䝉䞁䝍䞊

ᮏ㈨ᩱ䛿䚸⌧Ⅼ䛷䛿⛎ᐦሗ䛜ྵ
䜎䜜䛶䛔䜛䛯䜑䛂⛎ᐦᩥ᭩䛃ᢅ䛔䛸
䛺䛳䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸ᖹᡂ25ᖺᗘ௨㝆
ᡤᐃ䛾ᡭ⥆䛝ᚋ䚸බ㛤䛔䛯䛧䜎䛩䚹

◊✲ィ⏬䛾ᯟ⤌䜏䛸ᐇ≧ἣ
ẔᄂᆮႸႎẕ

Ẕ24࠰ࡇᚘဒẕ

㍍Ỉ⅔䛾㧗ᗘ⏝䛻ᑐᛂ䛧䛯ᨵⰋᆺ⇞ᩱ䛺䛹᪂ᆺ
⇞ᩱ䛾Ᏻᛶ䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍ཬ䜃▱ぢ䜢ᩚഛ䛧䚸
Ᏻホ౯ᢏ⾡䜢㧗⢭ᗘ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸Ᏻᑂᰝ
䛻⏝䛔䜙䜜䜛ᇶ‽➼䛾㧗ᗘ䛻㈉⊩䛩䜛䚹

ᛂᗘᨾ(RIA)ཬ䜃෭༷ᮦ႙ኻᨾ(LOCA)䛾
⇞ᩱ◚ᦆ➼䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍➼䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹䜎䛯䚸㏻ᖖ
ཬ䜃RIA⇞ᩱᣲືゎᯒ䝁䞊䝗䛾ᨵⰋ䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸
LOCA⇞ᩱᣲືゎᯒ䝁䞊䝗䛾ᩚഛ䛻╔ᡭ䛩䜛䚹

Ẕᇹ2ɶᚘဒẕ

Ẕܱ˳Сẕ

㏆䛔ᑗ᮶䛻つไ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛᪂ᆺ⇞ᩱ䛺䛹䛾Ᏻ
ᑂᰝ䜔ᇶ‽㢮䛾㧗ᗘ䛻㈨䛩䜛䛯䜑䚸␗ᖖ㐣Ώ
ཬ䜃ᨾ䛾◚ᦆ㝈⏺䜔◚ᦆᙳ㡪䛺䛹䛻㛵䛩䜛
▱ぢ䜢ྲྀᚓ䛧䚸ゎᯒ䝁䞊䝗䛾㧗⢭ᗘ䜢㐍䜑䜛䚹

ᶵᲔ≉ᛶヨ㦂⨨䜔㧗 ຍ⇕⨨➼䜢ά⏝䛧䛶ᨾ᮲
௳䜢ᶍᨃ䛧䛯ヨ㦂➼䜢⾜䛔䚸RIA䛾⿕そ⟶◚ᦆᣲື䜔
LOCA䛾⿕そ⟶㧗 㓟ཬ䜃ᶵᲔ≉ᛶ䛻㛵䛩䜛䝕䞊
䝍䜢ᣑ䛩䜛䚹䜎䛯䚸㏻ᖖ㐠㌿ཬ䜃ᨾ⇞ᩱᣲືゎ
ᯒ䝁䞊䝗䛻䛴䛔䛶㧗⇞↝ᗘ⇞ᩱ䛻≉᭷䛾⌧㇟䛻㛵䛩䜛
䝰䝕䝹䛾ᨵⰋ䜢⾜䛔䚸Ᏻホ౯ᡭἲ䜢㧗⢭ᗘ䛩䜛䚹
ཎᏊຊつไᗇ(ᪧཎᏊຊᏳ䞉ಖᏳ㝔)䛛䜙ཷク䛩䜛䛂⇞
ᩱ➼Ᏻ㧗ᗘᑐ⟇ᴗ䛃䛻䛚䛔䛶䚸ᨵⰋᆺ⇞ᩱ䜢Ⲵ
䛧䛯ཎᏊ⅔䛾Ᏻᑂᰝ䛻ᚲせ䛺䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹䜎䛯䚸
䛂㍍Ỉ⅔⇞ᮦᩱヲ⣽ᛶㄪᰝ䛃䛻䛚䛔䛶䚸᪂ᆺBWR⇞
ᩱ䛾␗ᖖ㐣Ώᛶ䜢☜ㄆ䛩䜛䛯䜑䛾⨨䜢JMTR
䛻䛶⥔ᣢ⟶⌮䛧䚸ヨ㦂㛤ጞ䛻ഛ䛘䜛䚹

ẔࣖݣẴỦໜܤμᄂᆮᛢ᫆ẕ
II. ཎᏊ⅔タศ㔝 䕿Ᏻホ౯ᢏ⾡
㍍Ỉ⅔⏝䛾㧗ᗘ䛻㝿䛧䛶ᑟධ䛥䜜䜛⇞ᩱ䛾
Ᏻᛶ䛻㛵䛩䜛▱ぢ䞉䝕䞊䝍䛾ᩚഛཬ䜃Ᏻホ౯
ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛◊✲䚹≉䛻㔜Ⅼ䛩䜉䛝◊✲䛸䛧
䛶䚸㍍Ỉ⅔⏝䛾㧗ᗘ䛻ಀ䜛ᨾ⇞ᩱᣲື䛻
㛵䛩䜛ᇶ♏䝕䞊䝍䛾୰㛗ᮇⓗྲྀᚓ䚸Ᏻホ౯ᢏ⾡
䛾㧗⢭ᗘ䚹
ཎᏊຊᶵᵓ䛻ᮇᚅ䛩䜛◊✲䠖 ⇞ᩱ䛾㧗ᗘ䛻ᑐᛂ
䛧䛯Ᏻホ౯ᢏ⾡䛾ᩚഛ䛸ཎᏊ⅔Ᏻᛶ◊✲⅔
NSRR䚸RFEF(⇞ᩱヨ㦂タ) 䛺䛹䜢⏝䛧䛯䝕䞊䝍
䝧䞊䝇䛾ᣑ䞉ゎᯒ䝁䞊䝗䛾ᩚഛ

Ẕٳᢿؾỉ҄٭ሁỆˤạᚘဒỉᙸႺẲẕ
䛺䛧䚹
Ẕᡶཞඞẕ
ィ⏬㏻䜚㐍ᤖ䛧䛶䛔䜛䚹
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⇞ᩱᏳ◊✲䛾యീ
⇞ᩱᣲື䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䞉▱ぢ䛾ᩚഛ

ᇶ┙◊✲

 ᛂᗘᨾ(RIA)ᶍᨃᐇ㦂

⇞ᩱ◚ᦆ㝈⏺䚸FP䜺䝇ᨺฟ䚸⿕そ⟶ኚᙧ
 ෭༷ᮦ႙ኻᨾ(LOCA)ᶍᨃᐇ㦂
ᛂ⏝
⿕そ⟶◚᩿㝈⏺䚸⿕そ⟶㓟㏿ᗘ
 ␗ᖖ㐣Ώᶍᨃᐇ㦂
NSRR
RFEF
⇞ᩱ◚ᦆ㝈⏺䚸◚ᦆ䝯䜹䝙䝈䝮
WASTEF
 タィᇶ‽㉸ᨾ䛾ᶍᨃᐇ㦂
JMTR
㧗 㓟䚸⁐⼥䚸⇞ᩱ䝥䞊䝹ෆᣲື

䞉 ⿕そ⟶ᶵᲔ≉ᛶホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨ
䞉 Ỉ⣲⬤䛾ᚤどⓗᶵᵓ䛾ゎ᫂
䞉 ⇞ᩱ⤌⧊ኚ䛾䝯䜹䝙䝈䝮ゎ᫂

▱ぢ䛾㞟⣙
⇞ᩱᣲືゎᯒ䝁䞊䝗䛾㛤Ⓨ
㏻ᖖ䠖FEMAXI-7, RIA䠖RANNS

ẚ㍑
᪂ᆺ⇞ᩱ䜈䛾ᑐᛂ
䞉 ᐇ⏝䛜ぢ㎸䜎䜜䜛⇞ᩱ䛾Ᏻᛶ䜢᳨ド
䞉 ⌧⾜ᇶ‽䛸䛾㐺ྜᛶ䜢☜ㄆ

䞉 䝰䝕䝹䛾ᩚഛ
䞉 ⇞ᩱᣲື䛾ண ⢭ᗘྥୖ
䞉 ᐇ㦂䠋ᐇᶵ䛾᮲௳䛾㐪䛔䜢྾

z Ᏻホ౯ᢏ⾡䛾㧗⢭ᗘ
z Ᏻᇶ‽➼䛾㧗ᗘ

3

ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(1/3)
Ẕᵐᵐ῍ᵐᵑ࠰ࡇỉಒᙲẕ
z RIA䛾⇞ᩱ◚ᦆ䛧䛝䛔್ཬ䜃LOCA⿕そ⟶◚᩿㝈⏺䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ᣑ䛧䚸㧗⇞↝ᗘ䛻
㝿䛩䜛Ᏻᑂᰝ䛾䛯䜑䛾▱ぢ䜢✚䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸⌧⾜ᇶ‽㐺⏝ᛶ䜢☜ㄆ䛧䛯䚹
z Ỉ⣲㞟✚㡿ᇦ䜢㉳Ⅼ䛸䛧䛯㧗⇞↝ᗘPWR⇞ᩱ䛾RIA◚ᦆ䝯䜹䝙䝈䝮➼䚸㧗⇞↝ᗘ⇞ᩱ≉᭷䛾
⌧㇟䛻㛵䛩䜛▱ぢ䜢ྲྀᚓ䛧䚸⿕そ⟶㓟⭷ཌ䛥䛜RIA䛾⇞ᩱ◚ᦆ䛻ᑐ䛩䜛ᣦᶆ䛸䛺䜛䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹
z FEMAXIཬ䜃RANNS䛻䛴䛔䛶䛿䚸㏻ᖖ㐠㌿䛾FP䜺䝇䝞䝤䝹䛾ᡂ㛗ண 䚸RIA䛾FP䜺䝇
ᨺฟ䜔⿕そ⟶ኚᙧ㔞䚸DNBⓎ⏕➼䛻㛵䛩䜛ᨵⰋ䛸ᐇ㦂䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯᳨ド䜢⾜䛔㧗⢭ᗘ䜢㐍䜑䛯䚹
z RIA䛻Ⓨ⏕䛩䜛ከ㍈ᛂຊ᮲௳ୗ䛷⿕そ⟶䛾ኚᙧ䚸◚ᦆ㝈⏺䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛯䜑䛾⨨
䜢〇స䛧䚸ヨ㦂䜢㛤ጞ䛧䛯䚹
z ෭༷Ỉ䛾⁐Ꮡ㓟⣲⃰ᗘ䜔↷ᑕ䛻క䛖ᮦᩱ䛾ኚ㉁䛜㐠㌿䛾⿕そ⟶⭉㣗䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶▱ぢ
䜢ᚓ䛯䚹䜎䛯䚸ィ⟬⛉Ꮫⓗᡭἲ䛻䜘䜚⿕そ⟶Ỉ⣲䛾ᚤどⓗᶵᵓ䛻㛵䛩䜛▱ぢ䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹

4
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ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(2/3)
Ẕᵐᵒ࠰ࡇỉܱϋܾẆᢋႸểௐẕ
ᐇෆᐜ

㐩ᡂ┠ᶆ

ᡂᯝ

䐟㧗⇞ ↝ᗘ⇞ ᩱ⿕ そ⟶䛾 RIA
◚ᦆ㝈⏺䛻㛵䛩䜛ᶵᲔ≉ᛶ
䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹

䐟䞉⣔⤫ⓗ䛻⿕そ⟶◚ᦆ䛻䛴䛔䛶ㄪ䜉䜛䛯䜑䛻䚸Ỉ⣲྾䛥
䛫䛯እ㠃ண䛝ධ䜚㧗⇞↝ᗘᶍᨃ⿕そ⟶䛸RIA䛾㈇Ⲵ䜢ᶍ
ᨃ䛧䛯ᶵᲔヨ㦂䜢⤌ྜ䛫䛯ヨ㦂ᡭἲ䜢㛤Ⓨ䛧䚸Ỉ⣲≀䛾ᯒ
ฟᙧែ䛜⿕そ⟶◚ᦆཬ䜌䛩ᙳ㡪䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹

䐟䐠ᨾ᮲௳䜢ᶍᨃ䛧䛯
ヨ㦂➼䜢⾜䛔䚸ᛂᗘᨾ
(RIA)  ཬ 䜃 ෭ ༷ ᮦ ႙ ኻ
ᨾ(LOCA)䛾⇞ᩱ◚ᦆ
➼䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ᣑ䛩 䐠LOCA 䛾 ⿕そ ⟶㧗 㓟 
ᣲື䛺䜙䜃䛻LOCAᚋ䛾⿕そ⟶
䜛䚹
䛾ᶵᲔ≉ᛶ䜢ホ౯䛩䜛䚹

䐠䞉LOCAཬ䜃LOCAᚋ䛾⇞ᩱᛶホ౯䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸
LOCA᮲௳䜢⤒㦂䛧䛯⿕そ⟶䛻ᑐ䛩䜛4Ⅼ᭤䛢ヨ㦂䜢ᐇ䛧䚸
᭤䛢ᙉᗘ䛸㓟㔞䛸䛾㛵ಀ䜢ホ౯䛧䛯䚹
䞉⿕そ⟶◚ᚋ䛻䝤䝺䜲䜽䜰䜴䜵䜲㓟䛜ᚑ᮶▱ぢ䜘䜚▷㛫
䛷Ⓨ⏕䛩䜛ཎᅉ䛜䚸◚䛻క䛖ෆ㠃㓟ཬ䜃Ỉ⣲྾䛻䛒
䜛ྍ⬟ᛶ䜢♧䛧䛯䚹
䞉㧗 ỈẼ୰䛷䛾⿕そ⟶㓟㔞䛻㛵䛩䜛ホ౯ᘧ䜢᪂䛧䛟ᥦ
䛧䚸 ᗘ䛻䜘䜛㓟㏿ᗘ䛾ኚ䛸㓟⿕そ⟶ෆ㒊䛾ඖ⣲
ศᕸ䛾㛵ಀ䛻䛴䛔䛶▱ぢ䜢ᚓ䛯䚹

䐡䐢㏻ᖖཬ䜃RIA⇞ᩱ
䐡RIAFP 䜺䝇ᨺฟ ᣲື䛻㛵
ᣲືゎᯒ䝁䞊䝗䛾FP䜺䝇ᨺ
䛩䜛ホ౯⢭ᗘ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䚹
ฟ䝰䝕䝹➼䛾ᨵⰋ䜢㐍䜑䜛䚹
䐢᪤ Ꮡ䛾 LOCA ⇞ᩱ ᣲື ゎ
䜎䛯䚸LOCA⇞ᩱᣲືゎ
ᯒ䝁䞊䝗䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䜢⾜䛖䚹
ᯒ䝁䞊䝗䛾ᩚഛ䛻╔ᡭ䛩䜛䚹

䐡⇞ᩱᣲືゎᯒ䝁䞊䝗䛾䝨䝺䝑䝖FP䜺䝇ᨺฟཬ䜃䝨䝺䝑䝖⤖ᬗ
⢏⏺ศ㞳䛻㛵䛩䜛䝰䝕䝹䜢ᨵⰋ䛧䚸ᨺฟ䜺䝇䛾䝥䝺䝘䝮䜈䛾
⛣ືᢠ䜢䝰䝕䝹䛧䛯⤖ᯝ䚸NSRR-RIAᐇ㦂䛷 ᐃ䛥䜜䛯
ෆᅽኚ䛾⌧ᛶ䛜ྥୖ䛧䛯䚹
䐢᪤Ꮡ䛾LOCA⇞ᩱᣲືゎᯒ䝁䞊䝗䜢ㄪᰝ䛧䚸⌧ᅾ䛾ィ⟬
ᶵ⎔ቃ䜈䛾⛣᳜䜔せ䛺ゎᯒ䝰䝕䝹䛾ẚ㍑᳨ウ䜢㛤ጞ䛧䛯䚹

䐣ẚ㍑䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䚸ᨵⰋᆺ⇞
䐣ᨵⰋᆺ⇞ᩱ䜢ᑐ㇟䛻䛧䛯
ᩱ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ヨ㦂‽ഛཬ䜃୍
ヨ㦂䛾ᐇཬ䜃ᚲせ䛺‽ഛ
㒊䛾ヨ㦂䚸ᨵⰋྜ㔠䛾↷ᑕᡂ
䜢㐍䜑䜛䚹
㛗ヨ㦂䜢⾜䛖䚹

䐣ᮍ↷ᑕ⇞ᩱ⿕そ⟶➼䜢⏝䛔䛯ẚ㍑䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䚸ᨵⰋᆺ
⇞ᩱ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ヨ㦂‽ഛཬ䜃୍㒊䛾ヨ㦂䚸䝝䝹䝕䞁⅔䜢⏝
䛔䛯ᨵⰋྜ㔠䛾↷ᑕᡂ㛗ヨ㦂䜢ィ⏬㏻䜚䛻⾜䛳䛯䚹

5

ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(3/3)
Ẕௐỉဇẕ
z NSRR䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯Ⓨ㟁⅔᮲௳䛷䛾⇞ᩱ◚ᦆ㝈⏺ホ౯䚸ከ㍈ᛂຊ᮲௳ୗ䛻䛚䛡䜛⿕そ⟶◚ᦆᣲື䛾
ホ౯䚸LOCAཬ䜃LOCAᚋ䛾⿕そ⟶ホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨཬ䜃ホ౯䚸RANNS䝁䞊䝗䛾㛤Ⓨ➼䛿䚸ᨾ
䛾⇞ᩱ◚ᦆ䝯䜹䝙䝈䝮ゎ᫂䚸Ᏻᑂᰝཬ䜃Ᏻᇶ‽䛾⛉Ꮫⓗྜ⌮ᛶྥୖ䛻ᙺ❧䛴䚹
z 㧗⇞↝ᗘ⇞ᩱ䜔MOX⇞ᩱ䛾RIAཬ䜃LOCA⇞ᩱᣲື䜔◚ᦆ䛧䛝䛔್➼䛾▱ぢ䛿䚸⌧⾜ᇶ‽䛾㧗⇞
↝ᗘ⇞ᩱ䜔᪂ᆺ⇞ᩱ䜈䛾㐺⏝ᛶ☜ㄆ䜔ぢ┤䛧䛻ά⏝䛥䜜䜛䚹
z RIA䛾⇞ᩱ◚ᦆ䛧䛝䛔್䛻㛵䛧䚸⛉Ꮫⓗ䛻ྜ⌮ᛶ䛜㧗䛟⇞ᩱ䛾ᛶ⬟ྥୖ䜢ᫎྍ⬟䛺ᇶ‽䛾⟇ᐃ䛻
ྥ䛡䚸◚ᦆ䝯䜹䝙䝈䝮䜢ᇶ䛻⇞↝ᗘ䛻௦䜟䜛᪂䛯䛺ᣦᶆ䜢ᥦ䛧䛶䛔䜛䚹
z 㧗⇞↝ᗘ⇞ᩱ䛾㏻ᖖᣲື䛻㛵䛩䜛ゎᯒ䝁䞊䝗FEMAXI䛿䚸ᅜ䛻䜘䜛䜽䝻䝇䝏䜵䝑䜽⏝䛾ゎᯒ䝁䞊䝗䛸
䛺䛳䛶䛔䜛䚹
z タィᇶ‽㇟䜢㉸䛘䛯᮲௳䜔䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖᮲௳ୗ䛷䛾⇞ᩱᣲື䛻㛵䛩䜛◊✲䛿䚸⚟ᓥཎⓎᗫṆ
ᥐ⨨䚸᪤Ꮡ⅔䛾Ᏻᛶྥୖཬ䜃䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖ホ౯䛾ྥୖ䛻ᫎ䛥䜜䜛䚹

Ẕௐỉπẕ ί24࠰ࡇὸ
1) H. Ogiyanagi, S. Hanawa, M. Suzuki, F. Nagase, “FEMAXI-7 analysis on behavior of medium and
high burnup BWR during base-irradiation and power ramp”, Nucl. Eng. Des., Vol. 253, pp.77-85
(2012)䛺䛹䚸ㄽᩥ4௳䚸ᢏ⾡ሗ࿌᭩➼1௳䚸ᅜ㝿㆟ሗ࿌4௳䚸ཱྀ㢌Ⓨ⾲5௳䚸ཷクሗ࿌᭩➼2௳䚹
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䛺ᡂᯝ 㻔㻝㻛㻞㻕
䛆䛺ᡂᯝ䛇

ᛂᗘᨾ(RIA)䛾⇞ᩱᣲື
Ỉ⣲≀䝸䝮

9 RIA䛾⿕そ⟶◚ᦆ䛿Ỉ⣲≀䛾㔞ཬ䜃⤖ᬗ⤌⧊
䛻ᛂ䛨䛯ᯒฟᙧែ䛻ᙉ䛟౫Ꮡ䛩䜛䛜䚸⅔ෆヨ㦂䛾䜏
䛷䛿⣔⤫ⓗ䛺䝕䞊䝍ྲྀᚓ䛜ᅔ㞴䚹
9 ◚ᦆ䝯䜹䝙䝈䝮䛻㛵䛩䜛䛣䜜䜎䛷䛾◊✲ᡂᯝ䜢ᇶ䛻䚸
እ㠃ண䛝ධ䜚⿕そ⟶䛻Ỉ⣲䜢ῧຍ䛧䚸⅔ෆ᮲௳
䛻㏆䛔ᛂຊ䜢䛘䜛⅔እヨ㦂ᡭἲ䜢㛤Ⓨ䚹
RIA᪩ᮇ䛻Ỉ⣲≀䝸䝮䛻Ⓨ⏕
䛩䜛䛝䜢ᶍᨃ䛧䛯ண䛝䜢タ䛡
䛯⿕そ⟶䛻Ỉ⣲䜢྾䛥䛫䛯䚹

RIA䛻PCMI䠄䝨䝺䝑䝖⿕そ⟶
ᶵᲔⓗ┦స⏝䠅䛷Ⓨ⏕䛩䜛
Ⲵ㔜䜢䛘䛶◚ᦆᣲື䜢ㄪ䜉䛯䚹

䠄ᘏᛶ䛜ప䛟䚸RIA᪩ᮇ䛻䛝䛜⏕䛨䜛䠅 200Pm

⬤ᛶ
ᘏᛶ

Ỉ⣲≀䛻
ἢ䛳䛯䜜

NSRRᐇ㦂䛷◚ᦆ䛧䛯↷ᑕ῭PWR⇞ᩱ⿕そ⟶䛾᩿㠃
ண䛝 䠄Ỉ⣲≀䝸䝮ཌ䛥┦ᙜ䛾῝䛥䠅

ᅽ⦰

ண䛝ධ䜚ヨᩱ〇స
ᮏ䜾䝹䞊䝥䛷㛤Ⓨ䛧䛯ᡭἲ䠄RAGἲ䠅䛻䜘䜛

⬤ᛶ
ᣑ⟶

Ỉ⣲྾

Ỉ⣲≀ᯒฟ

ᅛᐃ

ᘏᛶ

Ỉ⣲≀䛻
ἢ䛳䛯䜜

ᮏヨ㦂䛷◚ᦆ䛧䛯Ỉ⣲྾ண䛝ධ䜚⿕そ⟶䛾᩿㠃

ヨ㦂䝟䝷䝯䞊䝍
䞉 ⿕そ⟶⤖ᬗ⤌⧊
䞉 ண䛝䛾῝䛥
䞉 Ỉ⣲྾㔞

NSRRᐇ㦂䛷ほᐹ䛥䜜䛯㧗⇞↝ᗘ⇞ᩱ⿕そ⟶䛾
◚ᦆ䜢㧗䛔ᶍᨃᛶ䛷⌧䛷䛝䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䚹

7

䛺ᡂᯝ 㻔㻞㻛㻞㻕
䛆䛺ᡂᯝ䛇

෭༷ᮦ႙ኻᨾ(LOCA)䛾⇞ᩱᣲື

⿕そ⟶㧗 㓟ᣲື䛾ゎ᫂
LOCAཬ䜃LOCAᚋ䛾⿕そ⟶ᛶホ౯
9 㓟䞉ᛴ෭䛰䛡䛷䛺䛟䚸LOCAᚋ䛾㛗ᮇᛶ 9 ≉ᐃ䛾 ᗘ䞉㛫᮲௳䛷⿕そ⟶䛾㓟䛜
ᛴ⃭䛻ቑ䛩䜛䝤䝺䜲䜽䜰䜴䜵䜲⌧㇟䛻
☜ಖ䛻ᚲせ䛺▱ぢཬ䜃ホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䛜ᚲせ䚹
㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹
9 LOCA䛾⅔ᚰ෭༷ᛶ☜ಖ䛻㔜せ䛺⇞ᩱᲬ
ᛶ䜢ホ౯䛩䜛ヨ㦂ᡭἲ䛸䛧䛶䚸4Ⅼ᭤䛢ヨ㦂ᡭἲ 9 ◚ᚋ䛻ᚑ᮶▱ぢ䜘䜚▷㛫䛷䝤䝺䜲䜽
䜰䜴䜵䜲⌧㇟䛜Ⓨ⏕䛩䜛ཎᅉ䜢ᑐ↷ᐇ㦂
䜢㛤Ⓨᑟධ䚹LOCAᶍᨃヨ㦂ᚋ䛾ᮍ↷ᑕ⿕そ⟶
䛻 䜘䜚 ㄪ 䜉 䚸◚  䛻 క䛖 ෆ 㠃㓟  ཬ 䜃
䜢⏝䛔䛯ヨ㦂䜢ᐇ䛧䚸㓟㔞(ECR)䛸᭤䛢ᙉᗘ
Ỉ⣲྾䛜ᙳ㡪䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䜢♧䛧䛯䚹
䛾㛵ಀ䜢ホ౯䛧䛯䚹
䞉ECR䛾ቑຍ䛸䛸䜒䛻᭤䛢ᙉᗘ䛜పୗ䛩䜛ഴྥ
䞉15%ECR௨ୗ䛷䛿ᆅ㟈䛻䜘䜚䚸◚᩿䛧䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
Ⲵ㔜

LOCA䜢⤒㦂䛧䛯
ᮍ↷ᑕ⿕そ⟶

᭤䛢䝰䞊䝯䞁䝖୍ᐃ
䛫䜣᩿ຊ䛺䛧

ECCSᛶ⬟ホ౯ᣦ㔪
䛻䛚䛡䜛ᇶ‽್(15%)

ᆅ㟈䛾ホ౯್*
(1.7N䞉m)

4Ⅼ᭤䛢ヨ㦂䛾ᵝᏊ
◚᩿᭤䛢䝰䞊䝯䞁䝖䛾ECR౫Ꮡᛶ
(* ཎᏊຊᏳ䞉ಖᏳ㝔䚸䛂ἩⓎ㟁ᡤཎᏊ⅔タ⨨ኚ᭦チྍ⏦ㄳ᭩䠄䠍ྕ䚸䠎ྕཬ䜃 䠏ྕཎᏊ⅔タ䛾ኚ᭦䠅䛻ಀ䜛
䝁䝯䞁䝖ᅇ⟅(䛭䛾3) 䛃䠄ᖹᡂ19ᖺ3᭶䠅 ูῧ䠉䠍グ㍕䛾 䛂ᆅ㟈䛻䜘䜛ᛂຊ䛃䛻ᇶ䛵䛔䛶ホ౯䛧䛯್)
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䠄䛔䛪䜜䜒1273K, 2400s 㓟䠅

◚(㛤ཱྀ)䛺䛧

䝤䝺䜲䜽䜰䜴䜵䜲↓
↓

◚(㛤ཱྀ)᭷䜚

䝤䝺䜲䜽䜰䜴䜵䜲᭷
᭷

◚䛺䛧䚸䝗䝸䝹㛤ཱྀ

䝤䝺䜲䜽䜰䜴䜵䜲᭷
᭷

◚䛾᭷↓䛻䜘䜛㓟ᣲື䛾㐪䛔
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ᚋ䛾◊✲ィ⏬
Ẕܱ˳Сẕ

ẔᄂᆮႸႎẕ

タィᇶ‽㇟䛷䛒䜛RIAཬ䜃LOCA୪䜃䛻タィᇶ‽㇟
㍍Ỉ⅔䛾㧗ᗘ⏝䛻ᑐᛂ䛧䛯ᨵⰋᆺ⇞ᩱ䛺䛹䛾Ᏻᛶ䛻
㛵䛩䜛䝕䞊䝍ཬ䜃▱ぢ䜢ᩚഛ䛧䚸Ᏻホ౯ᢏ⾡䜢㧗⢭ᗘ䛩䜛 䜢㉸䛘䜛᮲௳ୗ䛷䛾⇞ᩱᣲື䛻㛵䛩䜛ヨ㦂➼䛻䛚䛔䛶䛿䚸
䛣䛸䛻䜘䜚䚸Ᏻᑂᰝ䛻⏝䛔䜙䜜䜛ᇶ‽➼䛾㧗ᗘ䛻㈉⊩䛩䜛䚹 NSRR䚸RFEF䚸LOCAヨ㦂⨨䜔ྛ✀ᶵᲔ≉ᛶヨ㦂⨨
➼䜢ά⏝䛩䜛䚹
Ẕᇹ2ɶᚘဒẕ
Ᏻホ౯ᡭἲ䛾㧗⢭ᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ཎᏊຊᶵᵓ䛜᭷䛩
ᨵⰋᆺ⇞ᩱ䛾Ᏻつไཬ䜃᪤Ꮡ⅔䛾Ᏻᛶྥୖ䛻㈨䛩䜛 䜛㏻ᖖ㐠㌿ཬ䜃ᨾ⇞ᩱᣲືゎᯒ䝁䞊䝗(FEMAXIཬ䜃
䛯䜑䚸タィᇶ‽ᨾ䛾⇞ᩱᣲືホ౯䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻タィᇶ‽ RANNS)䛾䝰䝕䝹䛾ᨵⰋཬ䜃ᐇ㦂ゎᯒ➼䛻䜘䜚㐍䜑䜛䚹
㇟ 䜢㉸ 䛘䛯᮲ ௳䜔 䝅 䝡 䜰 䜰䜽 䝅䝕 䞁 䝖 䛾⇞ ᩱ ᣲື ➼䛻
ཎᏊຊつไᗇ䛛䜙ཷク䛩䜛䛂⇞ᩱ➼Ᏻ㧗ᗘᑐ⟇ᴗ䛃
㛵䛩䜛▱ぢ䜢ྲྀᚓ䛧䚸⇞ᩱᣲືゎᯒ䝁䞊䝗䛾ᩚഛཬ䜃㧗⢭ᗘ
䛻䛚䛔䛶䚸ᨵⰋᆺ⇞ᩱ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯RIAヨ㦂ཬ䜃LOCAヨ㦂
䜢㐍䜑䜛䚹
୪䜃䛻䝝䝹䝕䞁⅔䜢⏝䛔䛯↷ᑕヨ㦂➼䛻䜘䜚䚸ᨵⰋᆺ⇞ᩱ
Ẕᾁᾄ῍ᾁᾅ࠰ࡇᚘဒẕ
䜢Ⲵ䛧䛯ཎᏊ⅔䛾Ᏻᑂᰝ䛻ᚲせ䛺䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹䜎
ᮍ↷ᑕ⇞ᩱ䜔㧗⇞↝ᗘ⇞ᩱ䜢ᑐ㇟䛻䚸RIA䜢ᶍᨃ䛧䛯NSRR 䛯䚸䛂㍍Ỉ⅔⇞ᮦᩱヲ⣽ᛶㄪᰝ䛃䛻䛚䛔䛶䚸ᑟධ䛜ぢ㎸
↷ᑕヨ㦂䜔⿕そ⟶ᶵᲔ≉ᛶヨ㦂䚸LOCA䛾⇞ᩱᣲື䛻㛵䛩 䜎䜜䜛᪂ᆺBWR⇞ᩱ䛾␗ᖖ㐣Ώᛶ䜢☜ㄆ䛩䜛䛯䜑
䜛ヨ㦂➼䜢⾜䛔䚸タィᇶ‽㇟䛷䛒䜛RIAཬ䜃LOCA୪䜃䛻タ 䛾⨨䜢ᮦᩱヨ㦂⅔(JMTR)䛻䛚䛔䛶⥔ᣢ⟶⌮䛧䚸ヨ㦂㛤ጞ
ィᇶ‽㇟䜢㉸䛘䜛᮲௳ୗ䛷䛾⇞ᩱᣲື䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍ཬ䜃 䛻ഛ䛘䜛䚹
▱ぢ䜢ྲྀᚓ䚸ᣑ䛩䜛䚹䜎䛯䚸ゎᯒ䝁䞊䝗䛾ᨵⰋ䜔ୖグྲྀᚓ
䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯᳨ド➼䛻䜘䜚䚸Ᏻホ౯ᡭἲ䜢㧗⢭ᗘ䛩䜛䚹
ẔࢳẰủỦௐểẸỉဇ૾ሊẕ
ペレット
スタック

被覆管

䠏䠒ᒙ
䝸䞁䜾
せ⣲

䜼䝱䝑䝥㻌㼛㼞㻌
䝪䞁䝕䜱䞁䜾ᒙ

୰ᚰ㍈

䝨䝺䝑䝖䝇䝍䝑䜽

⿕そ⟶

䠄➼య✚㻟㻢䝸䞁䜾せ⣲䠅

0.0

0.2

出力密度
プロファイル
0.4

0.6

0.8

㓟⭷

䠄➼ཌ䜏
㻤䝸䞁䜾せ⣲䠅
1 23 4 56 7 8

1.0

つ᱁༙ᚄ

㻺㻿㻾㻾↷ᑕヨ㦂

㻸㻻㻯㻭ᶍᨃヨ㦂

ィ⟬䝁䞊䝗䜢⏝䛔䛯ゎᯒホ౯

㧗⇞↝ᗘ䜎䛷䛾㻾㻵㻭ཬ䜃㻸㻻㻯㻭⇞ᩱᣲື䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ୪
䜃䛻䛣䜜䜙䛾䝕䞊䝍䜢ά⏝䛧䛯㏻ᖖཬ䜃ᨾ䛾⇞ᩱᣲ
ືゎᯒ䝁䞊䝗䛾㧗ᗘ䛿䚸ᇶ‽䛾ᨵᐃ䚸ᅜ䛾Ᏻᑂᰝ䛾ጇ
ᙜᛶ䜔❧ᆅᆅᇦ➼䜈䛾ㄝ᫂䛻㈨䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹
⚟ᓥཎⓎᨾ䜢ཷ䛡䛶㛤ጞ䛧䛯タィᇶ‽㇟䜢㉸䛘䛯᮲
௳䜔䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖᮲௳ୗ䛷䛾⇞ᩱᣲື䛻㛵䛩䜛◊✲
䛿䚸⚟ᓥཎⓎᨾᪧ䚸᪤Ꮡ⅔䛾Ᏻᛶྥୖཬ䜃䝅䝡䜰䜰
䜽䝅䝕䞁䝖ホ౯䛾ྥୖ䛻ᫎ䛥䜜䜛䚹

9

䜎䛸䜑
【平成22年度〜24年度上期までの実績、及び今後の計画に対する自己評価】：Ａ
z RIA䛻Ⓨ⏕䛩䜛ከ㍈ᛂຊୗ䛻䛚䛡䜛㧗⇞↝ᗘ⇞ᩱ⿕そ⟶䛾◚ᦆᣲື䜢䜘䜚ᛅᐇ䛻⌧䛩䜛ヨ㦂
ᡭἲ䜢㛤Ⓨ䛧䚸⿕そ⟶䛾⤖ᬗ⤌⧊䠄〇㐀↝䛝㕌䛧᮲௳➼䠅䛻䜘䜚Ỵ䜎䜛Ỉ⣲≀ᯒฟᙧែ䛜◚ᦆ
㝈⏺䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪➼䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹䛣䜜䜙䛾▱ぢ䛿䚸RIA䛾◚ᦆ䝯䜹䝙
䝈䝮ゎ᫂䜔Ᏻᑂᰝ䞉Ᏻᇶ‽䛾⛉Ꮫⓗྜ⌮ᛶྥୖ䛻ᙺ❧䛴䜒䛾䛷䛒䜛䚹
z LOCA䛾⿕そ⟶㧗 㓟ᣲື䠄䝤䝺䜲䜽䜰䜴䜵䜲⌧㇟䠅ཬ䜃LOCAᚋ䛾⿕そ⟶䛾ᶵᲔ≉ᛶ䠄4Ⅼ᭤
䛢ᙉᗘ䠅䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹䛣䜜䜙䛾䝕䞊䝍䛿䚸LOCA୪䜃䛻LOCAᚋ䛾⇞ᩱᛶཬ䜃
㛗ᮇ෭༷ᛶ䛻㛵䛩䜛Ᏻホ౯ᡭἲ䛾㧗ᗘཬ䜃Ᏻᇶ‽⟇ᐃ䜈䛾ά⏝䛜ぢ㎸䜎䜜䜛䚹
z 䝨䝺䝑䝖FP䜺䝇ᨺฟ➼䛻㛵䛩䜛䝰䝕䝹䜢ᨵⰋ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸NSRR-RIAヨ㦂⤖ᯝ➼䜢⏝䛔䛯᳨ド䜢⾜
䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸↷ᑕヨ㦂⤖ᯝ䛻ᑐ䛩䜛㏻ᖖཬ䜃ᨾ⇞ᩱᣲືゎᯒ䝁䞊䝗䛾⌧ᛶ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛣
䛸䛜䛷䛝䛯䚹䛣䛾䜘䛖䛺䝰䝕䝹䛾ᨵⰋ䛿䚸⇞ᩱ䛻ಀ䜛Ᏻホ౯ᡭἲ䛾㧗ᗘ䛻䛴䛺䛜䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹
z ⚟ᓥཎⓎᨾ䜢ཷ䛡䚸ᾏỈᡂศ䛜⿕そ⟶ཬ䜃⇞ᩱ䝨䝺䝑䝖䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪➼䚸タィᇶ‽㇟䜢㉸䛘䛯
᮲௳䜔䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖᮲௳ୗ䛷䛾⇞ᩱᣲື䛻㛵䛩䜛◊✲䜢㛤ጞ䛧䛯䚹䛣䛾◊✲䛷ᚓ䜙䜜䜛ᡂᯝ䛿
⚟ᓥཎⓎᨾᪧ䚸᪤Ꮡ⅔䛾Ᏻᛶྥୖཬ䜃䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖ホ౯䛾ྥୖ䛻ᫎ䛥䜜䜛䚹
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ཧ⪃䠖22ᖺᗘ䛾ホ౯⤖ᯝ
【基準点】：+11
㧗䛟ホ౯䛥䜜䜛Ⅼ

ᨵၿ䜢せ䛩䜛Ⅼ

䞉ᣦ㔪➼䜈䛾ᡂᯝᫎィ⏬䛻䛴䛔䛶䛾グ㍕䛜
䞉ᡂᯝ䛾බ⾲䜒✚ᴟⓗ䛻⾜䛔䚸ᅜ㝿ⓗ䛻㧗䛔ホ౯䜢ᚓ䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝㽢㻞䠅
䞉㻺㻿㻾㻾㻘㻾㻲㻱㻲➼㻶㻭㻱㻭䛜ᡤ᭷䛩䜛ᆺ◊✲タཬ䜃ホ౯䝒䞊䝹䠄㻲㻱㻹㻭㼄㻵䠅䜢ά⏝䛧䚸㍍Ỉ⅔㧗 ᮃ䜎䛧䛔䚹䠄㻙㻝䠅
ᗘ⏝䛾䝙䞊䝈䛻ᑐᛂ䛧䛯ᡤ䛷䛿ᚓ䜙䜜䛺䛔䝕䞊䝍䚸▱ぢ䛾㞟䚸ᩚഛ䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹䞉㍍Ỉ⅔䛾Ᏻ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡ᇶ┙䛾ຎ䛜ᚰ
㓄䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛣䜝䚸㻶㻹㼀㻾䛾⏝ィ⏬䜢ྵ䜑䚸
䠄㻗㻝㽢㻞䠅
䞉㻾㻵㻭䛾ヨ㦂䛛䜙ྛ✀⇞ᩱ䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䚸Ᏻᇶ‽⟇ᐃ䛾䝧䞊䝇䛸䛺䜛᭷⏝䛺▱ぢ䜢ᚓ䛶 タ䛾⏝䛸⥔ᣢ䛻ಀ䜛㛗ᮇ䛾ィ⏬䜢䜘䜚
䛔䜛䚹䠄㻗㻝㽢㻞䠅
᫂░䛻♧䛩䛣䛸䛜ᚲせ䚹䠄㻙㻝䠅
䞉⇞ᩱ䛾Ᏻ◊✲䛾యീ䜢㋃䜎䛘䛶య⣔ⓗ䛺䜰䝥䝻䞊䝏䜢ᚰᠱ䛡䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉◊✲┠ⓗ䛻ᇶ‽➼䛾㧗ᗘ䛸䛒䜛䚹ᇶ‽䛿せ
䞉㻾㻵㻭䚸㻸㻻㻯㻭ᇶ‽್䜔ᣦ㔪య⣔䜈䛾ᐤ䛾ᵝᏊ䛜䜘䛟䜟䛛䛳䛯䚹䠄㻗㻝䠅
ồ㡯䜢グ㍕䛩䜛䛾䛷䛒䜛䛛䜙䚸ఱ䜢䜒䛳䛶
䞉ᮏ᮶ᴗົ䛸ಖᏳ㝔䛛䜙䛾ཷク◊✲䛸䜢䛖䜎䛟⤖䜃䛡䛶䚸య䛸䛧䛶㻾㻵㻭㻘㻸㻻㻯㻭䛾⇞ᩱᣲື 㧗ᗘ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛛䜢♧䛥䛺䛔䛸䛔䛡䛺䛔䚹
䛻㛵䛩䜛◊✲䜢⣔⤫ⓗ䛻ᐇ䛧䚸▱ぢ䛾ᐇ䛜ぢ䜙䜜䜛䚹䠄㻗㻝䠅
Ᏻ◊✲䛾ព⩏䛛䜙ゝ䛘䜀䚸ᇶ‽䛾䛯䜑䛾
䞉⇞ᩱ䛾Ᏻᛶ◊✲䛻䛴䛔䛶ᵝ䚻䛺ᅔ㞴䛥䜢䜚㉺䛘ດຊ䜢⥅⥆䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛿ኚ㧗䛟 ᚲせ༑ศ䛺ᢏ⾡ᇶ┙䜢ᥦ౪䛩䜛䚸䛭䛾ୖ䛷䚸
ホ౯䛷䛝䜛䚹䠄㻗㻝䠅
☜䛛䛥䜢䛥䜙䛻పῶ䛩䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛩䛸䛔䛖
䞉⇞ᩱᏳ䛿ཎᏊຊ㛤Ⓨ䛻䛚䛔䛶䛝䜟䜑䛶㔜せ䛺◊✲䛷䛒䜛䚹䛧䛳䛛䜚䛧䛯ᡂᯝ䛜ฟ䛶䛔䜛䛸 䛣䛸䛛䚹䠄㻙㻝䠅
ホ౯䛩䜛䚹⌧ᅾᐇ䛧䛶䛔䜛◊✲ෆᐜ䛜⇞ᩱᏳᛶ䜢ㄒ䜛䛻ᚲせ༑ศ䛷䛒䜛䛣䛸䜢♧䛩ᕤኵ 䞉㻞䝨䞊䝆䛾ᐇయไ䛿䚸䛹䛾䜘䛖䛺⤌⧊䛸◊✲
䛜䛺䛥䜜䜜䜀䛺䛚Ⰻ䛔䚹䛘䜀䚸ᨾ᮲௳䛤䛸䛻⇞ᩱ◚ᦆ䝯䜹䝙䝈䝮䜢ิᣲ䛧䛭䜜䛸ᑐᛂ䛥 䛾䛹䛾㒊ศ䜢ศᢸ䛩䜛䛾䛛䚸䜎䛯䚸䝉䞁䝍䞊
䛫䛶䝰䝕䝹䛸䝕䞊䝍䛾㊊ᗘ䜢♧䛩䛺䛹䚹䠄㻗㻝䠅
ෆ䛷䛿䛹䛾◊✲䛻ேဨ䜢㔜Ⅼ㓄⨨䛩䜛䛾䛛
䞉ᨵⰋᆺཬ䜃᪂ᆺ⇞ᩱ䛾Ᏻᑂᰝ䜢㏿䜔䛛䛻䛛䛴ཝ᱁䛻ᐇ䛩䜛䛯䜑䛻䠈␗ᖖ㐣Ώ䛚䜘䜃 䛺䛹䚸◊✲ෆᐜ䛜䛭䛾యไ䛷䛒䜜䜀☜䛛䛻
ᨾ䛾◚ᦆ㝈⏺䜔◚ᦆᣲື䛻㛵䛩䜛▱ぢ䜢䠈ண䜑ศ䛻㞟䞉ᩚ⌮䛧䛶䛚䛟䛣䛸䛿㔜せ䛷 ᐇ䛷䛝䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢♧䛥䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
䛒䜛䚹䛣䛾Ⅼ䛷䛂ᛂᗘᨾ㻔㻾㻵㻭㻕䛾⇞ᩱᣲື䛃◊✲䛿ᇶ┙ⓗ䛛䛴ṇ⤫ⓗ䛺◊✲䛷䛿䛒䜛 䠄㻙㻝䠅
䞉ಶูㄢ㢟䠄㍍Ỉ⅔⇞ᮦᩱヲ⣽ᛶㄪᰝ䠅䛿
䛜䠈㔜せ䛺◊✲ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉㛗ᮇᒎᮃ䛻❧䛴ಶูㄢ㢟䛾ྛ◊✲┠ᶆ䛿䠈䛔䛪䜜䜒ᚋ䛾Ᏻᑂᰝ䛻䛸䛳䛶㈗㔜䛺▱ぢ䛾 ◊✲ᐇᮇ㛫䛜㻝㻝ᖺ䛻䜒ཬ䜆䛾䛷䠈㐺ᐅ‽
ഛ≧ἣ䜢ぢ┤䛧䠈◊✲䛾ຍ㏿䛻␃ព䛧䛶䜋䛧
⋓ᚓ䛷䛒䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䛔䚹䠄㻙㻝䠅
䞉᪂ᆺ⇞ᩱ䜈䛾ᑐᛂ䛸䛔䛖᫂☜䛺┠ᶆ䛻ᑐ䛩䜛╔ᐇ䛺ᡂᯝ䠄㻗㻝䠅
䞉ண㏻䜚䛾㐍ᤖ䛜Ỵ䛧䛶ᝏ䛔䛣䛸䛷䛿䛺䛔䛜䚸
䞉㻶㻭㻱㻭䛻ᮇᚅ䛥䜜䜛◊✲䛻୍⮴䛧䛯άື䠄㻗㻝䠅
䞉◊✲䛿ᴫ䛽ィ⏬㏻䜚㐍ᤖ䛧䚸ᡤᐃ䛾ᡂᯝ䜢ᚓ䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸ᡂᯝ䛾බ⾲䚸እ㒊Ⓨ⾲䛻ດ䜑䛶 㐩ᡂ┠ᶆ䛜ಖᏲⓗ䛺タᐃ䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔䛛䚹
䠄㻙㻝䠅
䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉㧗⇞↝ᗘ⇞ᩱᣲື䛻㛵䛩䜛ᇶ┙ⓗ◊✲䜒䚸✚ᴟⓗ䛻ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅

11

ཧ⪃䠖23ᖺᗘ䛾ホ౯⤖ᯝ
【基準点】：+6
㧗䛟ホ౯䛥䜜䜛Ⅼ
䞉㻺㻿㻾㻾䜢⏝䛧䛯↷ᑕᐇ㦂䛿㟈⅏䛾ᙳ㡪䛷㐜䜜䜛≧ἣ䛻䛒䜛䛜䚸ከ㍈ᛂຊୗ䛷
䛾⅔እヨ㦂➼䜢ᙉ䛧䛶㐍䜑䜛䛺䛹እⓗ᮲௳䛾ኚ䛻㐺ษ䛻ᑐᛂ䛧ᡂᯝ䜢ᚓ
䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾᑐᛂ䛸䛧䛶䛿䚸ᾏỈὀධ䛾⇞ᩱ䜈䛾ᙳ㡪➼䜢⾜䛳
䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉䛣䜜䜎䛷䛻䛺䛥䜜䛯ಶ䚻䛾◊✲䛿䚸䛭䜜䛮䜜ᮇᚅ䛥䜜䛯ᡂᯝ䜢ᣲ䛢䛯䛸ホ౯䚹
䠄㻗㻝䠅
䞉ಖᏳ㝔ཷクᴗ䛻䛚䛔䛶䛿䚸タഛ㻔㻺㻿㻾㻾䚸㻶㻹㼀㻾㻕䛾⿕⅏䛻䜘䜚䚸୍㒊ヨ㦂䛾ᐇ
䛜㐜䜜䛶䛔䜛䛜䚸䛭䜜䜢㝖䛝◊✲䛿ᴫ䛽ィ⏬㏻䜚㐍ᤖ䛧䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉≉䛻䚸㻾㻵㻭䛾⇞ᩱ◚ᦆ㝈⏺䛸䛧䛶䚸ヨ㦂᮲௳䛜Ⓨ㟁⅔䛸䛿␗䛺䜛㻺㻿㻾㻾䛾ᐇ㦂
䝕䞊䝍䜢⏝䛔䚸Ⓨ㟁⅔᮲௳ୗ䛷䛾◚ᦆ㝈⏺䜢᥎ᐃ䛩䜛ᡭἲ䜢ᑟ䛔䛯䛣䛸䛿ᐇᶵ
䜈䛾㐺⏝䛾ほⅬ䛛䜙䜒ホ౯䛻್䛩䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉㻸㻻㻯㻭䛚䜘䜃㻾㻵㻭䛾⇞ᩱᣲື䛻䛴䛔䛶⢭ຊⓗ䛻◊✲䜢⾜䛳䛶䛚䜚䚸⇞ᩱᣲືゎ
ᯒ䝁䞊䝗䛾ᨵⰋ䛻䛴䛔䛶䜒╔ᐇ䛻ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉⚟ᓥᨾᑐᛂ䛸䛧䛶䚸᱁⣡ᐜჾෆ㒊᥎ᐃ᪉ἲ䛾㛤Ⓨ䜔䚸㟈⅏䛾ᙳ㡪䜢᭱ప㝈
䛻䛩䜛䛯䜑䛾ᑐᛂ➼䚸ែ䛻㐺ษ䛻ᑐᛂ䛧䛯◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉㻺㻿㻿㻾ᐇ㦂⤖ᯝ䜢㻾㻭㻺㻺㻿ィ⟬䝁䞊䝗䛻䜘䜛ゎᯒ䛸⤌䜏ྜ䜟䛫䛶䚸Ⓨ㟁⅔䛾㻾㻵㻭
ฟຊ䝟䝹䝇᮲௳ୗ䛷䛾㻼㻯㻹㻵◚ᦆ㝈⏺䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯◊✲䛿䚸㍍Ỉ⅔䛾Ᏻ⿱
ᗘ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯Ⅼ䛷ホ౯䛷䛝䜛䚹䠄㻗㻝䠅

ᨵၿ䜢せ䛩䜛Ⅼ
䞉┤᥋ⓗ䛺ά⏝ᑐ㇟䛸䛥䜜䜛㻝㻜㼤㻝㻜⇞ᩱ
ᑟධ䛜㐜ᘏ䛩䜛ぢ㏻䛧䛾୰䛷䚸䜘䜚୍
⯡ⓗ䛺ホ౯ᢏ⾡䛾㧗⢭ᗘ䜔䚸Ᏻᑂ
ᰝ䛾ྜ⌮ᛶྥୖ➼䜈䛾ά⏝䜒䜘䜚ᙉ䛟
ព㆑䛩䜉䛝䛸⪃䛘䜛䚹䠄㻙㻝䠅
䞉⮬ᕫホ౯䛻䛚䛔䛶䚸䛂㛤Ⓨ䛧䛯ከ㍈ᛂ
ຊ᮲௳䜢ᛅᐇ䛻ᶍᨃ䛷䛝䜛ヨ㦂⨨䜢
⏝䛔䛶䚸㻾㻵㻭䛾⿕そ⟶ኚᙧ䡡◚ᦆᣲື
䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䛃䛣䛸䜢㧗䛟ホ
౯䛩䜛䛸䛧䛶䛔䜛䛜䚸ᡂᯝㄪᰝ⚊ཬ䜃
ㄝ᫂⏝㻼㻼㼀䛻ලయⓗ䛺グ㏙䛜䛺䛔䚹㝈
䜙䜜䛯䝇䝨䞊䝇䛷䛿䛒䜛䛜䚸グ㏙䜢ᕤ
ኵ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹䠄㻙㻝䠅
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ᶵᵓእ⛎

㈨ᩱNo.Ᏻ◊ホጤ3䠉6

㍍Ỉ⅔䛾㧗ᗘ⏝ཬ䜃᪂ᆺ䛾㍍Ỉ⅔➼䛻㛵䛩䜛
⇕ỈຊᏳ◊✲
䡬୰㛫ホ౯䡬
ᖹᡂ25ᖺ1᭶8᪥
➨3ᅇᏳ◊✲䞉ホ౯ጤဨ
᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ
Ᏻ◊✲䝉䞁䝍䞊

ᮏ㈨ᩱ䛿䚸⌧Ⅼ䛷䛿⛎ᐦሗ䛜
ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛯䜑䛂⛎ᐦᩥ᭩䛃ᢅ䛔䛸
䛧䛶䛔䜎䛩䛜䚸ᖹᡂ25ᖺᗘ௨㝆ᡤᐃ
䛾ᡭ⥆䛝ᚋ䚸බ㛤䛔䛯䛧䜎䛩䚹

◊✲ィ⏬䛾ᯟ⤌䜏䛸ᐇ≧ἣ
ẔᄂᆮႸႎẕ

Ẕᾁᾃ࠰ࡇᚘဒẕ

䝅䝇䝔䝮ຠᯝᐇ㦂ཬ䜃3ḟඖ┦ὶ䜔⅔ᚰ⇕ఏ㐩䛻ಀ䜛
ಶูຠᯝᐇ㦂䜢⥅⥆䛧䛶᭱㐺ホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䜢㐍䜑䜛䛸
䛸䜒䛻䚸☜䛛䛥ホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨཬ䜃3ḟඖ⇕ὶືゎᯒ
ᡭἲ䛾ᩚഛ䜢⥅⥆䛩䜛䚹
䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛻䛴䛔䛶䛿䚸䝋䞊䝇䝍䞊䝮䜢ྵ䜐ㅖ⌧
㇟䛚䜘䜃ᑐᛂᶵჾ䛾᭷ຠᛶ䜢⢭ᗘⰋ䛟ホ౯䛩䜛᭱㐺ホ౯
ᡭἲ䜢ᩚഛ䛩䜛䚹

䝅䝇䝔䝮ຠᯝᐇ㦂䛚䜘䜃3ḟඖ┦ὶ䜔⅔ᚰ⇕ఏ㐩䛻ಀ䜛ಶู
ຠᯝᐇ㦂䜢⥅⥆䛧䛶᭱㐺ホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸☜
䛛䛥ホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨཬ䜃3ḟඖ⇕ὶືゎᯒᡭἲ䛾ᩚഛ䜢⥅⥆䛩
䜛䚹

Ẕᇹ2ɶᚘဒẕ
䝅䝇䝔䝮ຠᯝᐇ㦂ཬ䜃ಶูຠᯝᐇ㦂䛺䛹䛻ᇶ䛵䛔䛶3ḟ
ඖ⇕ὶືゎᯒᡭἲ䛾㛤Ⓨཬ䜃᭱㐺ホ౯ᡭἲ䛾㧗ᗘ䜢
⾜䛔䚸䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䜢ྵ䜐Ᏻホ౯䛻ᚲせ䛺ᢏ⾡ᇶ
┙䜢ᥦ౪䛩䜛䚹

ẔࣖݣẴỦໜܤμᄂᆮᛢ᫆ẕ
II. ཎᏊ⅔タศ㔝

䕿Ᏻホ౯ᢏ⾡

䞉 ⇕ỈຊᏛⓗᏳホ౯ᢏ⾡䛾㧗⢭ᗘ䛻㛵䛩䜛◊✲
䞉 ༢┦䛚䜘䜃┦䠏ḟඖὶື䛻ಀ䜛ᩘ್ὶయຊᏛゎᯒ
䠄CFD䠅ᡭἲ䛾ᩚഛ䛸᭱㐺ホ౯䝁䞊䝗ᩚഛ䜈䛾ᛂ⏝
䞉 LSTF䜢⏝䛧䛯⥲ྜヨ㦂䛚䜘䜃᰾⇕⤖ྜᐇ㦂⨨
THYNC䛺䛹䜢⏝䛧䛯ಶูຠᯝヨ㦂䛻䜘䜛䝕䞊䝍䝧䞊
䝇䛾ᣑ

Ẕܱ˳Сẕ
つไᨭ䛻ಀ䜛◊✲䛾ᐇ䜔⚟ᓥᨭ䜢䚸OECD/NEA䛺䛹㛵㐃
䛩䜛⏘ᐁᏛ䛾እ㒊ᶵ㛵䜔⏘ᴗ⏺䚸ཎᏊຊᶵᵓ䛾ཎᏊຊᇶ♏ᕤᏛ
◊✲㒊㛛䚸䛺䜙䜃䛻ཎᏊຊ⛉Ꮫ◊✲ᡤ䛾タ⟶⌮㒊㛛䛸༠ຊ䛧䛶
㐍䜑䜛䚹
䞉LSTFᐇ㦂䛻䜘䜛ROSA䝥䝻䝆䜵䜽䝖➨2ᮇィ⏬䠄OECD/NEA䠅
䞉LSTF䜢⏝䛔䛯෭༷ᮦ႙ኻᨾᶍᨃ⇕Ỉຊᐇ㦂䠄⏘ᴗ⏺䠅
䞉LSTF䜢⏝䛔䛯ḟୡ௦㍍Ỉ⅔䛾᪂ᆺᏳᶵჾ䛾ᛶ⬟☜ドヨ㦂
䠄⏘ᴗ⏺䠅
䞉Ỉ✵Ẽᾮὶヨ㦂⨨䛺䛹䚸✀䚻䛾ヨ㦂⨨䜢⏝䛔䛯⇕ỈຊᏳ
ಶูຠᯝᐇ㦂

Ẕٳᢿؾỉ҄٭ሁỆˤạᚘဒỉᙸႺẲẕ
≉䛻䛺䛧

Ẕᡶཞඞẕ
ᖹᡂ䠎䠐ᖺᗘ䛾ィ⏬䛿㡰ㄪ䛻㐍ᤖ䛧䛶䛔䜛䚹

䞉 䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛻ಀ䜛ᢏ⾡ᇶ┙䛾᳨ウ䞉ᩚഛ

1
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◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(1/3)
Ẕᾁᾁ῍ᾁᾂ࠰ࡇỉಒᙲẕ
z ㍍Ỉ⅔ᨾ䛾Ᏻᛶ☜ಖ䞉ྥୖ䛻ಀ䜛OECD/NEA ROSA䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠄➨䠎ᮇィ⏬䠅䜢䚸䠍䠑䜹ᅜ䠍
䠕ᶵ㛵䛾ཧຍ䛻䜘䜚⥅⥆䛧䚸୰ཱྀᚄ◚᩿෭༷ᮦ႙ኻᨾ䠄LOCA䠅䚸ẼⓎ⏕ჾఏ⇕⟶◚᩿ᨾ䚸⮬
↛ᚠ⎔䛻䜘䜛䝅䝇䝔䝮෭༷䛺䛹つไୖ㔜せ䛺䠐௳䛾ㄢ㢟䛻㛵䛩䜛ヲ⣽䛺LSTFᐇ㦂䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩
䜛䛸ඹ䛻䚸ᐇ㦂๓䠄blind䠅ゎᯒ䛾ᐇ䛺䛹䜢⾜䛔䚸⇕Ỉຊ᭱㐺ホ౯䠄䠞䠡䠅ᡭἲ䛾ᛶ⬟᳨ド䛸ᨵ㐀䞉ᩚ
ഛ䛺䜙䜃䛻ゎᯒ⤖ᯝ䛾☜䛛䛥ホ౯䛻ᐤ䛩䜛ሗ䛾ྲྀᚓ䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹
z ᆅ㟈ຍ㏿ᗘୗ䛻䛚䛡䜛BWR䛾⅔ᚰᏳᐃᛶ䜢ホ౯䛩䜛䛯䜑䚸ᶵᵓ䛷㛤Ⓨ䛧䛯3ḟඖ᰾⇕⤖ྜゎᯒ
䝁䞊䝗TRAC/SKETCH䛾ᇶ♏᪉⛬ᘧ䛸⇕ὶື┦㛵ᘧ䛻ືຍ㏿ᗘ䜢ᑟධ䛩䜛ᨵ㐀䜢⾜䛔䚸ゎᯒ⎔
ቃ䜢ᩚ䛘䜛䛸ඹ䛻䚸ᐇᶵ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ឤᗘゎᯒ䜢ᐇ䛧䛶䚸≉䛻㐲㝸ᆅ䛾ᆺᆅ㟈䛻䜘䜛ᆅ㟈ຍ㏿
ᗘ䛾ᖜ䞉࿘Ἴᩘ䛜⅔ᚰฟຊኚື䛻䛘䜛ᙳ㡪䛜䛝䛔䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹
z ⚟ᓥᨾゎᯒ䛾ᨭ䛸䛧䛶䚸⡆᫆ホ౯䝁䞊䝗HOTCB䜢᪂䛯䛻㛤Ⓨ䛧䛶⅔䛾≧ែゎᯒ䜢⾜䛔䚸ྠ䝁䞊
䝗䜢ᮾி㟁ຊ䛺䛹䜈ᥦ౪䛩䜛䛸ඹ䛻䚸බ㛤䛧䛯䚹䛥䜙䛻䚸BE䝁䞊䝗䛻䜘䜛⅔ᚰ⁐⼥䜎䛷䛾ゎᯒ䜢⾜䛔䚸
௦᭰ὀỈ㛤ጞ䛾䝍䜲䝮䝸䝭䝑䝖䜢ホ౯䛧䛯䚹
z 䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛾䝋䞊䝇䝍䞊䝮ホ౯ୖ㔜せ䛺☜䛛䛥せᅉ䛷䛒䜛䚸ᨺᑕ⥺ሙ䛸䛺䜛᱁⣡ᐜჾ
䠄CV䠅ෆ䛷䛾Ỉ䝥䞊䝹䛛䜙䛾䜺䝇≧䝶䜴⣲ᨺฟ䛻㛵䛩䜛↷ᑕୗᐇ㦂䜢⾜䛳䛶䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢ᩚഛ䛧
䛯䚹䛥䜙䛻CVෆ䝶䜴⣲Ꮫ䝁䞊䝗Kiche䜢᪂䛯䛻㛤Ⓨ䛧䚸ᶵᵓ䛷㛤Ⓨ䛧䛯䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖ゎᯒ䝁䞊
䝗THALES-2䛸㐃ᦠゎᯒ䜢⾜䛔䚸Mark-IᆺCV䜢ᣢ䛴BWR4⅔䛷䛾௦⾲ⓗᨾ䝅䞊䜿䞁䝇䛷䛾䝋䞊䝇
䝍䞊䝮ᙳ㡪䜢᳨ウ䛩䜛䛸ඹ䛻䚸⚟ᓥᨾ䛷䛾ᨺᑕᛶ≀㉁䛾ᨺฟ㔞⟬ᐃ䛻ᙺ❧䛶䛯䚹

2

◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(2/3)
Ẕᾁᾃ࠰ࡇỉܱϋܾẆᢋႸểௐẕ
ᐇෆᐜ

㐩ᡂ┠ᶆ

䐟ᆺ㠀ᐃᖖᐇ㦂⨨(LSTF)䜢⏝䛔䛯 䐟ෆእ䛾䝙䞊䝈䛻ᑐᛂ䛧䛯ᨾ䝅䝇䝔
OECD ROSA-2䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᐇ㦂䛺䛹
䝮ຠᯝ䝕䞊䝍䜢ᣑ䛧䚸ROSA-2䝥䝻
䜢⾜䛔䚸ෆእ䛾䝙䞊䝈䛻ᑐᛂ䛧䛯
䝆䜵䜽䝖䜢⤊䛧䛶᭱⤊ሗ࿌᭩䜢సᡂ䚹
ᨾ䝅䝇䝔䝮ຠᯝ䝕䞊䝍䜢ᣑ䛩䜛䚹
䛥䜙䛻䚸⏘ᴗ⏺䛛䜙䛾ཷクᴗ䛸䛧䛶⾜
䜟䜜䜛LSTFᐇ㦂䛾ᐇ䜢ᨭ䛩䜛䚹
䐠ᨾ䜔␗ᖖ㐣Ώ䛾⅔ᚰෆఏ⇕
䜔ὶື䛻㛵䛩䜛ಶูຠᯝヨ㦂䜢⥅⥆ 䐠⅔ᚰෆᾮᣲື➼䛻ಀ䜛Ỉí✵Ẽ䝕䞊
䛩䜛
䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛯䜑䛻ᐇ㦂⨨䛾ᩚഛ䜢
⾜䛖
䐡ᐇ㦂䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯᭱㐺ホ౯ᡭἲ䛾
ᩚഛ䜢㐍䜑䜛
䐡ᐇ㦂ゎᯒ䛻䜘䜚⇕Ỉຊ᭱㐺ホ౯䝁䞊䝗
䛾⢭ᗘホ౯䛸䝰䝕䝹䛾ᨵ㐀䜢㐍䜑䜛
䐢CFD䝁䞊䝗䜢䛿䛨䜑䚸3ḟඖ⇕ὶືゎ
ᯒᡭἲ䛾┦ὶ䝰䝕䝹䜢㛤Ⓨ䞉ᩚഛ
䛩䜛

䐢◚᩿ὶᐇ㦂ゎᯒ䛺䛹䛻䜘䜚䚸3ḟඖ┦
ὶ䜔⏺㠃⇕ఏ㐩䚸┦ኚ䛾䝰䝕䝹㛤Ⓨ
䜢㐍䜑䜛

䐣LSTFᐇ㦂䛾ᐇ㦂ᚋゎᯒ䛺䛹䜢㏻䛨䛶Ᏻ
వ⿱䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩⌧㇟䛾㔜せᗘ䝷
䞁䜽⾲䛾సᡂ䛺䛹䜢㐍䜑䜛
䐤䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛾ᙳ㡪ホ౯䜔ᑐᛂ 䐤⚟ᓥᨾ䜢ཷ䛡䛶䚸䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖
タィ➼䛻㛵䛩䜛䝰䝕䝹䛾ㄪᰝ䞉᳨ウ
䛾Ⓨ⏕㜵Ṇ䜔᮰䛻ྥ䛡䛯ᑐ⟇䛾᳨
䜢㐍䜑䜛
ウ䜢⾜䛖
䐣᭱㐺ホ౯ᡭἲ䛾☜䛛䛥ホ౯䜢⥅⥆
䛩䜛

ᡂᯝ䠄ぢ㎸䜏䜢ྵ䜐䠅
䐟ROSA-2䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷LSTFᐇ㦂䜢䠍ᅇ⾜䛔䚸
ᨾ㇟䜢ゎ᫂䛩䜛䛸ඹ䛻᭱⤊ሗ࿌᭩䜢సᡂ
䛧䛯䚹䛥䜙䛻䚸⏘ᴗ⏺䛛䜙䛾ཷクᴗᐇ㦂䜢3
ᅇᨭ䛧䚸䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢ᣑ䛧䛯䚹
䐠䝺䞊䝄䞊ᅇᢡ䛻䜘䜛ᾮᚄศᕸィ ჾ䛻ྜ䜟
䛫䛯ヨ㦂㒊䛾ᨵ㐀䜢⾜䛔䠈ᐇ㦂䜢㛤ጞ䛧䛯䠄ᐇ
㦂䛿1᭶௨㝆ᐇணᐃ䠅
䐡LSTF䛾୰ཱྀᚄ◚᩿LOCAᐇ㦂䛾RELAP5
䝁䞊䝗ゎᯒ䜢⾜䛔䚸᭱㧗⿕そ⟶ ᗘ䛻ᙳ㡪䜢
䛘䜛䝟䝷䝯䞊䝍䛾ຠᯝ䛾ศᯒ䜢㐍䜑䛯

䐢ቨ䛾ᙳ㡪䜢⪃៖䛧䛯ῶᅽἛ㦐䝰䝕䝹䛾㛤Ⓨ
ᩚഛ䜢⾜䛔䚸┦⮫⏺◚᩿ὶ䛾ண ⢭ᗘྥ
ୖ䜢㐍䜑䛯䚹䜎䛯䚸⅔ᚰෆ㐣⇕Ẽὶ䛜䚸䜰
䜽䝅䝕䞁䝖䝬䝛䝆䝯䞁䝖⟇䛾ᐇุ᩿䛻㔜せ
䛺ᣦᶆ䛸䛺䜛⅔ᚰฟཱྀ ᗘ䛻䛘䜛ᙳ㡪䜢
ホ౯䛧䛯䚹
䐣᭱㐺ホ౯䝁䞊䝗䛾☜䛛䛥ホ౯䛻䛴䛔䛶䚸୰
ཱྀᚄ◚᩿ᨾ䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛ឤᗘゎᯒ䜢ᇶ䛻䚸
㔜せᗘ䝷䞁䜽⾲䛾సᡂ䜢㐍䜑䛯
䐤䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛾᱁⣡ᐜჾ䛾ᣲື䜢ᶍ
ᨃ䛩䜛ヨ㦂⨨䚸䛚䜘䜃ᐇᶵ⌧㇟䛸䛾䝇
䜿䞊䝸䞁䜾䜢⪃៖䛧䛯┦ὶᐇ㦂⨨䛾ண
ഛタィ䜢⾜䛳䛯䚹䛥䜙䛻䚸⡆᫆ホ౯䝁䞊䝗
HOTCB䜢⏝䛔䛶䚸⚟ᓥᨾศᯒ䜢㐍䜑䛯

3
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◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(3/3)
Ẕௐỉဇẕ
z ROSA䝥䝻䝆䜵䜽䝖LSTFᐇ㦂䛻ᇶ䛵䛔䛶䚸㐣⇕᳨ฟ⏝⅔ᚰฟཱྀ ᗘィ䛾᭷ຠᛶ䛻㛵䛩䜛䝺䝫䞊䝖䛜
NEA䜘䜚ฟ䛥䜜䚸ᶵ⬟䛾☜ㄆ䛜ྛᅜ䜈䜃䛛䛡䜙䜜䛯䚹ROSA-2䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛿䚸⡿NRC䜔CEA
䛺䛹䝁䞊䝗㛤Ⓨᶵ㛵䛸ඹ䛻⇕ỈຊBE䝁䞊䝗䛾V&V䛾୍⎔䛸䛧䛶Blindゎᯒ䜢⣔⤫ⓗ䛻ᐇ䛧䛶䚸ᚋ䛾
ᨵၿⅬ䜢䜘䜚᫂☜䛻䛧䛯䚹
z ⚟ᓥᨾ䛻ᑐ䛧䛶ᅜ䜔ᴗ⪅䛜⾜䛖ᨾㄪᰝ䜈䛾ᨭ䛸䛧䛶䚸⇕ỈຊBE䝁䞊䝗䛻䜘䜛⅔ᚰ⁐⼥䜎䛷䛾
ᨾ㇟䛾ゎ᫂䚸᱁⣡ᐜჾෆ䛾≧ែホ౯䝁䞊䝗HOTCB䛾᪂䛯䛺㛤Ⓨ䛸ᮾி㟁ຊ䛺䛹䜈䛾ᥦ౪䛸බ㛤䚸
䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛾䝶䜴⣲ᣲືホ౯䝁䞊䝗Kiche䛾㛤Ⓨ䛸ᨺᑕᛶ䝶䜴⣲䛾ᨺฟ㔞ホ౯䛺䛹䜢⾜䛳䛯䚹
z ᨾ⇕Ỉຊᣲື䛻㛵䛩䜛ヲ⣽䝕䠉䝍䛸㧗⢭ᗘ䛾᭱㐺ホ౯ᡭἲ䛿䚸Ᏻవ⿱䛾⢭ᗘⰋ䛔ホ౯䜔Ᏻ
ᇶ‽䛾ぢ┤䛧䚸RIA䜔㐣Ώ䛾⇞ᩱᛶ䛻㛵䛩䜛䜘䜚ྜ⌮ⓗ䛺Ᏻホ౯䛾ᢏ⾡ᇶ┙䛸䛧䛶⏝䛷
䛝䜛䚹
z ᪂䛯䛺䜰䜽䝅䝕䞁䝖䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠄AM䠅⟇䛾❧䜔䚸ᨾᚋ䛾㜵⅏ᑐ⟇ゎ㝖䛾ุ᩿ᇶ‽䛺䛹䛾ពᛮỴᐃ
䛻ᚲせ䛺ᢏ⾡ᇶ┙䛸䛧䛶ά⏝䛥䜜䜛䚹
z Post-BTᇶ‽䛾つไ䜈䛾ᑟධ䜔ᑟධᚋ䛾つไุ᩿䛺䛹䜢ᨭ䛩䜛ᢏ⾡ᇶ┙䛸䛧䛶ά⏝䛥䜜䜛䚹

Ẕௐỉπẕ 䠄ᖹᡂ䠎䠐ᖺᗘ䛾ぢ㎸䜏䠅
z ㄽᩥ 䠓௳䚸ᢏ⾡ሗ࿌ 䠌௳䚸ᅜ㝿㆟ሗ࿌ 䠑௳䚸ཱྀ㢌Ⓨ⾲ 䠓௳䚸ཷクሗ࿌᭩➼ 䠕௳䚹

4

䛺ᡂᯝ 㻔䠍䠋䠎㻕
䛆䛺ᡂᯝ䛇 ᨾ䝅䝇䝔䝮ຠᯝᐇ㦂䝕䞊䝍ྲྀᚓཬ䜃⇕Ỉຊ᭱㐺ホ౯ᡭἲ䛾ᛶ⬟ホ౯
ẼⓎ⏕ჾ

ຍ ᅽჾ

z LSTFᐇ㦂䛻䜘䜛ᅜ㝿ඹྠ◊✲
OECD/NEA ROSA䝥䝻䝆䜵䜽䝖➨ᮇィ⏬
䠄H21ᖺ4᭶䡚H24ᖺ9᭶䠅

᭱㧗⿕そ⟶ ᗘ䠄PCT䠅
LSTFᐇ㦂䛸Blindゎᯒ⤖ᯝ䛾ẚ㍑
Test 2䠖17%◚᩿䚸HPI༢୍ᨾ㞀

z ཧຍᶵ㛵䛛䜙䛾せㄳ䛻ᑐᛂ䛧䚸つไୖ䛾ㄢ
㢟䛸䛧䛶䚸䠓ᐇ㦂䜢䠤䠎䠐䜎䛷䛻⤊
9 ୰ཱྀᚄ◚᩿LOCA䠄䠏ᅇ䠅 ĸ 䠤䠎䠐䛻䠍ᅇᐇ
9 ẼⓎ⏕ჾఏ⇕⟶◚᩿ᨾ䠄䠎ᅇ䠅
9 ⅔ᚰฟཱྀ ᗘィ᭷ຠᛶ䠄䠍ᅇ䠅 PKL䝥䝻䝆䜵䜽䝖
┦ཧ↷ᐇ㦂
9 ⮬↛ᚠ⎔෭༷䠄䠍ᅇ䠅

⅔ᚰ

z ⇕Ỉຊ᭱㐺ホ౯ᡭἲ䛾V&V䛾୍⎔䛸䛧䛶
ཧຍᶵ㛵䛸ᐇ㦂๓ゎᯒ䠄Blindゎᯒ䠅䜢⣔⤫
ⓗ䛻ᐇ

Peak7䠖13%◚᩿䚸HPIὀධ
Cladding Temperature
Test

z Blindゎᯒ䛾 LSTFᐇ㦂䛸䛾ẚ㍑

¾ Test 2
¾ Test 7

ĺ PCT䜢㠀ಖᏲⓗ䛻ண
ĺ PCT䜢ಖᏲⓗ䛻ண

9 ⅔ᚰỈ䜢⢭ᗘⰋ䛟ண 䛩䜛䛯䜑䚸
ୖ㒊䝥䝺䝘䝮䛷䛾Ẽᾮᑐྥὶไ㝈䠄CCFL䠅䝰䝕䝹䛺
䛹䚸ゎᯒ䝰䝕䝹䛾ᨵၿⅬ䜢䜘䜚᫂☜䛻䛧䛯
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ATHLT
TRC54
R5M32
TRC5rc3
CATHR
LSTF Pos. 4
LSTF Pos. 7
LSTF Pos. 8
LSTF Pos. 9

㼀㼑㼙㼜㼑㼞㼍㼠㼡㼞㼑㻌㻔㻙㻕

9 ప ഃ㓄⟶୰ཱྀᚄ◚᩿LOCA
9 ゎᯒ⤖ᯝ䛻䛝䛺䝞䝷䝒䜻䠄⣔ᅽຊ䚸⅔ᚰỈ䛺䛹䠅

㻜

㻝㻜㻜

㻞㻜㻜

㻟㻜㻜
㼀㼕㼙㼑㻌㻔㼟㻕

㻠㻜㻜

㻡㻜㻜
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䛺ᡂᯝ 㻔䠎䠋䠎㻕
【主な成果】 3ḟඖ⇕ὶືゎᯒᡭἲ䛾㛤Ⓨᩚഛ
z CFD䝁䞊䝗䛻䜘䜛⮫⏺ὶ䛾ᐇ㦂ゎᯒ䜢⾜䛔䚸ቨ䛾ᙳ㡪䜢⪃៖䛧䛯ῶᅽἛ㦐䝰䝕䝹䛾㛤Ⓨᩚഛ䜢㐍䜑䛯䚹
z CFD䝁䞊䝗䛻䜘䜛LSTF⅔ᚰෆ䛾䛚䛡䜛㐣⇕Ẽ䛾⇕ὶືゎᯒ䜢㐍䜑䛯䚹
Super Moby Dick䝜䝈䝹ෆ⮫⏺ὶᐇ㦂ゎᯒ

LSTFᐇ㦂⅔ᚰ㐣⇕䛾㐣⇕Ẽ䛾⇕ὶືゎᯒ
⅔ᚰෆ

ືᚄ᪉ྥ㏿ᗘศᕸ

ᗘศᕸ

flow direction

䝜䝈䝹ෆືᚄ᪉ྥ䛾
䝪䜲䝗⋡ศᕸ

ᐇ⥺䠖 ᪤ᏑῶᅽἛ㦐䝰䝕䝹
◚⥺䠖 ᨵⰋᆺῶᅽἛ㦐䝰䝕䝹
䠇 䠖 ᐇ㦂⤖ᯝ

ὶ㔞䛾ẚ㍑

 CFD䝁䞊䝗FLUENT䛻䜘䜚䚸LSTFᐇ㦂䛷䛾⅔ᚰෆ䠏ḟඖ
㐣⇕Ẽὶື䛾つᶍゎᯒ䜢ึ䜑䛶⾜䛳䛯
 䠏ḟඖⓗ䛺Ẽὶ䜜䛜䚸䜰䜽䝅䝕䞁䝖䝬䝛䝆䝯䞁䝖⟇䛾ᐇ
ุ᩿䛻㔜せ䛺ᣦᶆ䛸䛺䜛⅔ᚰฟཱྀ ᗘ䛻䛘䜛ᙳ㡪
䜢ホ౯䛧䛯䚹

㉥䠖 ᐇ㦂⤖ᯝ
⥳䠖 ᪤ᏑῶᅽἛ㦐䝰䝕䝹
㟷䠖 ᨵⰋᆺῶᅽἛ㦐䝰䝕䝹

 䠏ḟඖCFD䝁䞊䝗FLUENT䛻䚸ቨ䛛䜙䛾ⓎἻ䜢ᶍᨃ䛩䜛ῶᅽἛ
㦐䝰䝕䝹䜢⤌䜏㎸䜏䚸ண ⢭ᗘ䜢ྥୖ䛧䛯䚹
 ㍍Ỉ⅔䛾Ᏻホ౯ୖ㔜せ䛺┦⮫⏺ὶ䛾ホ౯䛻ከḟඖᣲື
䛾ᙳ㡪䜢⪃៖䛩䜛䛣䛸䛷䚸ண ᛶ⬟䛾ྥୖ䛜ᐇ⌧䛷䛝䛯䚹

䛆ᚋ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛇
z ┦ኚ䜢ྵ䜐ヲ⣽┦ὶゎᯒ䝰䝕䝹䛾㛤Ⓨ

6

ᚋ䛾◊✲ィ⏬
Ẕᾁᾄ῍ᾁᾅ࠰ࡇᚘဒẕ

ẔᄂᆮႸႎẕ
䝅䝇䝔䝮ຠᯝᐇ㦂䛺䜙䜃䛻3ḟඖ┦ὶ䜔⅔ᚰ⇕ఏ㐩䛻ಀ䜛
ಶูຠᯝᐇ㦂䜢⥅⥆䛧䛶᭱㐺ホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䜢㐍䜑䚸☜
䛛䛥ホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨཬ䜃3ḟඖ⇕ὶືゎᯒᡭἲ䛾ᩚഛ䜢⥅
⥆䛩䜛䚹䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛻䛴䛔䛶䛿䚸᱁⣡ᐜჾෆእ䛾⇕Ỉ
ຊᣲື䚸䝋䞊䝇䝍䞊䝮䜢ྵ䜐ㅖ⌧㇟ཬ䜃ᑐᛂᶵჾ䛾᭷ຠᛶ䜢
⢭ᗘⰋ䛟ホ౯䛩䜛᭱㐺ホ౯ᡭἲ䜢ᩚഛ䛩䜛䚹

ෆ
እ
䛸
䛾
༠
ຊ

ಶูຠᯝヨ㦂

䠄⅔ᚰఏ⇕䚸䝇䜿䞊䝸䞁䜾䚸䠏䠠┦ὶ䠅

Ẕᇹᾁɶᚘဒẕ
䝅䝇䝔䝮ຠᯝᐇ㦂ཬ䜃ಶูຠᯝᐇ㦂䛺䛹䛻ᇶ䛵䛔䛶3ḟඖ⇕
ὶືゎᯒᡭἲ䛾㛤Ⓨཬ䜃᭱㐺ホ౯ᡭἲ䛾㧗ᗘ䜢⾜䛔䚸䝅
䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛾Ⓨ⏕㜵Ṇ䛸ᙳ㡪⦆䜎䛷䛾Ᏻホ౯䛻ᚲ
せ䛺ᢏ⾡ᇶ┙䜢ᥦ౪䛩䜛䚹

Ẕᾁᾄ῍ᾁᾅ࠰ࡇᚘဒẕ
䐟 ⚟ᓥᨾ䛻ᑐᛂ䛧䛯SBO᮲௳䜔᪂䛯䛺Ᏻ⟇䛾᳨ウ䛺䛹
䛻㛵䛩䜛LSTFᐇ㦂䜢⾜䛔䚸⇕Ỉຊ᭱㐺ホ౯ᡭἲ䛾ᛶ⬟
᳨ド䛺䛹䛻ᚲせ䛺䝕䞊䝍ᣑ䜢㐍䜑䜛
䐠 ᱁⣡ᐜჾෆእ䛾ఏ⇕ὶື䜔䝋䞊䝇䝍䞊䝮䛻㛵䛩䜛ᐇ㦂䛻
䜘䜚䚸䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛾ᅇ㑊䜔ᙳ㡪⦆䛾᭷ຠᛶ☜ㄆ
䛻᭷⏝䛺䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䚸ゎᯒᡭἲ䛾㛤Ⓨ䜢ᨭ䛩䜛
䐡 ⅔ෆఏ⇕ὶື䜔ᐇᶵ䛸䛾䝇䜿䞊䝸䞁䜾䜢⪃៖䛧䛯3ḟඖ
┦ὶ䛻ಀ䜛ಶูຠᯝヨ㦂䜢㏻䛨䛶䚸⇕Ỉຊ᭱㐺ホ౯ᡭἲ
䛾㛤Ⓨ䛻ᚲせ䛺䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䚸䝰䝕䝹㛤Ⓨ䜢㐍䜑䜛
䐢 ᭱㐺ホ౯ゎᯒ䝁䞊䝗䛾☜䛛䛥ホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䜢㐍䜑䜛
䐣 CFD䝁䞊䝗䜢䛿䛨䜑䚸3ḟඖ⇕ὶືゎᯒᡭἲ䛾┦ὶ䝰䝕
䝹䜢㛤Ⓨ䞉ᩚഛ䛩䜛

1D᭱㐺ホ౯䝁䞊䝗

᱁⣡ᐜჾヨ㦂
LSTFヨ㦂

Ẕܱ˳Сẕ

⇕Ỉຊ᭱㐺ホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ
㛤Ⓨ᳨ド

CFD + 3D┦ὶ䝁䞊䝗 㛤Ⓨ᳨ド
ᢏ⾡ⓗ
▱ぢ䜔
䝕䞊䝍

䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䝁䞊䝗 㛤Ⓨᨭ
Ᏻホ౯ᡭἲ

つไᨭ

⅔䜔᱁⣡ᐜჾ䛾Ᏻᶵ⬟䛾☜ㄆ䚸
AM⟇䛾᭷ຠᛶ䛾☜ㄆ 䛺䛹

⇕Ỉຊ᭱㐺ホ౯䝁䞊䝗䛾㛤Ⓨ䞉ᩚഛ䜢䛿䛨䜑つไᨭ䜔Ᏻྥ
ୖ䛻ಀ䜛◊✲䛾ᐇ䜔⚟ᓥᨭ䜢OECD/NEA䛺䛹㛵㐃䛩䜛ෆ
እ䛾⏘ᐁᏛ䛾እ㒊ᶵ㛵䛸䚸ゎᯒ䝁䞊䝗䛾㛤Ⓨ䞉ᩚഛ䜔ಶูຠᯝ
ヨ㦂䛾ᐇ䛻䛴䛔䛶䛿ཎᏊຊᶵᵓ䛾ཎᏊຊᇶ♏ᕤᏛ◊✲㒊㛛䚸
⇕Ỉຊᐇ㦂䛾⯡䛻䛴䛔䛶䛿ཎᏊຊ⛉Ꮫ◊✲ᡤ䛾⚟ᓥᢏ⾡㛤
Ⓨヨ㦂㒊䛸䚸ྛ䚻༠ຊ䛧䛶㐍䜑䜛䚹

ẔࢳẰủỦௐểẸỉဇ૾ሊẕ
 ᱁⣡ᐜჾෆእ䛾⇕Ỉຊᣲື䛻㛵䛩䜛ᐇ㦂䜔ゎᯒᡭἲ䛾ᵓ⠏
ᨭ䛻䜘䜛䚸䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛾᱁⣡ᐜჾᛶホ౯䜔
䝋䞊䝇䝍䞊䝮ホ౯䛾⢭ᗘⰋ䛔ᐇ
 3ḟඖ┦ὶ䜔⅔ᚰ⇕ఏ㐩䛺䛹䛻ಀ䜛ಶูຠᯝᐇ㦂䝕䞊䝍䛚
䜘䜃ヲ⣽⇕Ỉຊゎᯒ䚸☜䛛䛥ホ౯䛻䜘䜛᭱㐺ホ౯ᡭἲ䛾
㛤Ⓨ䞉᳨ド䛺䜙䜃䛻Ᏻホ౯⢭ᗘ䛾⥅⥆ⓗྥୖ
 LSTF䛻䜘䜛䝅䝇䝔䝮ຠᯝᐇ㦂䛻䜘䜚䚸⅔タィ䛾ᨵⰋ䛺䛹Ᏻ
ᑐ⟇䛾᭷ຠᛶ☜ㄆ䚸㛵㐃䛩䜛ᨾ⌧㇟䛾ゎ᫂䚸䛺䜙䜃䛻⇕Ỉ
ຊ᭱㐺ホ౯ゎᯒ䜢㏻䛨䛯ᐇᶵ㐺⏝ᛶ䛾᳨ド
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䜎䛸䜑
【平成２２年度〜２４年度上期までの実績、及び今後の計画に対する自己評価】：S
z ◊✲䛿ᴫ䛽㡰ㄪ䛻㐍ᤖ䛧䚸ᙜึィ⏬䜢ୖᅇ䜛ᡂᯝ䜢ୖ䛢䛶䛔䜛䚹
z ᅜ㝿ඹྠ◊✲OECD/NEA ROSA-2䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾୰ཱྀᚄ◚᩿LOCAᐇ㦂䛺䛹䚸LSTF䝅䝇䝔䝮ຠᯝᐇ㦂䜔ಶูຠᯝ
ᐇ㦂䜢䚸ᙜึィ⏬䜢ୖᅇ䜛ᅇᩘ䛷ᐇ䛧䚸⇕Ỉຊ᭱㐺ホ౯䠄BE䠅䝁䞊䝗䛾㧗ᗘ䛻ά⏝䛧䛯䚹䛥䜙䛻ྠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ᡂᯝ
䛻ᇶ䛵䛟◊✲䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䜢OECDᮏ㒊䛷㛤ദ䛧䚸᪂䛯䛻ᐇ䛧䛯⣔⤫ⓗBlindゎᯒ䜔⅔ᚰฟཱྀ ᗘィ䛾᭷ຠᛶ䛻㛵䛩
䜛PKL䛸䛾┦ẚ㍑ᐇ㦂䛺䛹䚸BE䝁䞊䝗䛾ゎᯒ⢭ᗘྥୖ䛻ᚲせ䛺ᢏ⾡ሗ䜢䚸ෆእ䛾つไ䜔つไᨭᶵ㛵䚸⏘ᴗ⏺䛸
᳨ウ䞉ඹ᭷䛧䛯䛣䛸䛿䚸≉➹䛻್䛩䜛䚹
z BWR⅔ᚰ䛾᰾⇕⤖ྜ䜢ᶍᨃ䛩䜛THYNCಶูຠᯝᐇ㦂䛻䜘䜚䚸UO2⅔ᚰ䛸MOX⅔ᚰ䛾᰾⇕≉ᛶ䛾┦㐪䛜᰾⇕Ᏻᐃᛶ
䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䛺䛹䜢ㄪ䜉䚸ὶືື䛾ῶᖜẚ䜔Ᏻᐃ㝈⏺ฟຊ䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹䛥䜙䛻䚸ᶵᵓ䛜㛤Ⓨ䛧䛯3ḟ
ඖ᰾⇕⤖ྜ䝁䞊䝗TRAC/SKETCH䛾ෆ䛾BE䝁䞊䝗TRAC-BF1䛜䚸Ᏻᐃᛶ䛻ཬ䜌䛩⇞ᩱ≉ᛶ䛾ᙳ㡪䜢ᐃᛶⓗ䛻ண 䛷
䛝䜛䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛺䛹䚸╔ᐇ䛻◊✲䜢㐍䜑䛯䚹
z ᚠ⎔䝫䞁䝥䝖䝸䝑䝥䛺䛹␗ᖖ㐣Ώ䛾BWR⇞ᩱ䛾Ἓ㦐㑄⛣ᚋ䠄Post-BT䠅⇕ఏ㐩䛻㛵䛩䜛ヨ㦂䜢ᐇᶵ䛸ྠ䛨⇕Ỉຊ᮲
௳ୗ䛷ᐇ䛧䚸⇞ᩱ⿕そ⟶䛾ᛶホ౯ୖ㔜せ䛺䝗䝷䜲䜰䜴䝖䛸䝸䜴䜵䝑䝖䛻㛵䛩䜛ヲ⣽䝕䞊䝍䜢ᚓ䛯䚹䛥䜙䛻䚸ཎᏊຊᏛ
ᇶ‽䛜᥎ዡ䛩䜛⿕そ⟶ ᗘண ᡭἲ䛾ಖᏲᛶᐃ㔞䛺䛹䛾䛯䜑䚸᪂䛯䛻⇕ఏ㐩┦㛵ᘧ䛸ᶵᵓㄽⓗ䝰䝕䝹䜢㛤Ⓨ䛧䚸
䝃䝤䝏䝱䞁䝛䝹BE䝁䞊䝗COBRA-TF䜈ᑟධ䛧䛶⢭ᗘⰋ䛔ホ౯䜢⾜䛳䛯䛣䛸䛿㧗䛟ホ౯䛷䛝䜛䚹䜎䛯䚸䝸䜴䜵䝑䝖㐍ᒎ䛻䛝
䛺ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ᾮ䛾ᣲື䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᾮ⃰ᗘ䜔ᾮᚄศᕸ䛺䛹䜢ヲ⣽ィ 䛩䜛Ỉ✵Ẽᐇ㦂⨨䜢ᩚഛ䛧䚸ᐇ㦂䜢
㛤ጞ䛩䜛䛺䛹䚸╔ᐇ䛻◊✲䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹
z ㍍Ỉ⅔LOCA䛾᭱䜒㔜せ䛺ቃ⏺᮲௳䛷䛒䜛◚᩿ὶ䠄3ḟඖ⮫⏺┦ὶ䠅䛾CFDゎᯒ䛻䛴䛝䚸ῶᅽἛ㦐䝰䝕䝹䜢㛤Ⓨ䛧
䛶ண ⢭ᗘ䜢ྥୖ䛧䛯䚹䛥䜙䛻䚸ᨾ䛾᪼ ⅔ᚰෆ䛾䠏ḟඖ㐣⇕Ẽὶ䛜䜰䜽䝅䝕䞁䝖䝬䝛䝆䝯䞁䝖⟇䛾ᐇุ᩿䛾ᣦ
ᶆ䛸䛺䜛⅔ᚰฟཱྀ ᗘ䛻䛘䜛ᙳ㡪䜢䚸䠏ḟඖẼὶືゎᯒ䛻䜘䜚ホ౯䛧䚸╔ᐇ䛻◊✲䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹
z ⚟ᓥᨾ䛾ᨭ䛸䛧䛶䚸BE䝁䞊䝗䠄TRAC-BF1䠅䛻䜘䜛⅔ᚰ⁐⼥䜎䛷䛾⇕Ỉຊᣲື䛾ゎ᫂䚸᱁⣡ᐜჾෆ㒊䛾≧ែホ౯ᡭ
ἲHOTCB䛾᪂䛯䛺㛤Ⓨ䛸ᮾி㟁ຊ䛺䛹䜈䛾ᥦ౪ཬ䜃බ㛤䚸䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖ᬌᮇ䛾᱁⣡ᐜჾෆ䛾䝶䜴⣲ᣲື䛻㛵䛩
䜛⊂⮬㛤Ⓨ䛾䝶䜴⣲Ꮫゎᯒ䝁䞊䝗Kiche䛻䜘䜛ᨺᑕᛶ䝶䜴⣲䛾ᨺฟ㔞ホ౯䛺䛹䚸䛣䜜䜎䛷䛻ᇵ䛳䛯⇕ỈຊᏳホ౯䛻
㛵䛩䜛ᢏ⾡䜢ᇶ䛻䚸ᅜ䜔ᴗ⪅䛜⾜䛖ᨾㄪᰝ䛻ᐤ䛧䛯䛣䛸䛿㧗䛟ホ౯䛷䛝䜛䚹
z 䠄⊂䠅⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ䛛䜙䛾ཷク◊✲䛷䛒䜛䛂ཎᏊຊⓎ㟁䝥䝷䞁䝖䛾ᆅ㟈⪏ຊண 䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛃䛻ಀ䜛ᆅ㟈᰾⇕
㐃ᡂゎᯒ䛻䛚䛔䛶䚸ຍ㏿ᗘሙ䛻䛚䛡䜛ᐇᶵ⅔ᚰ䛾䠏ḟඖゎᯒ䜢ᐇྍ⬟䛺䝁䞊䝗ཬ䜃䝰䝕䝹䛾ᩚഛ䜢䛧䛯䚹䛣䜜䛻
䜘䜚䚸ᆅ㟈䛾⅔ᚰฟຊኚື䜢䠏ḟඖⓗ䛻䜘䜚⢭⦓䛻ホ౯䛩䜛䛣䛸䚸䛺䜙䜃䛻㐃ᦠゎᯒ䜢⾜䛖䛾䝁䞊䝗䜈ቃ⏺᮲௳䜢㧗
⢭ᗘ䛷ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䜢ྍ⬟䛸䛧䛯䛣䛸䛿䚸㐃ᦠⓗ◊✲䛻䛚䛡䜛㔜せ䛺㈉⊩䛸ゝ䛘䜛䚹
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ཧ⪃䠖22ᖺᗘ䛾ホ౯⤖ᯝ
【基準点】：+14
㧗䛟ホ౯䛥䜜䜛Ⅼ

ᨵၿ䜢せ䛩䜛Ⅼ

䞉㻸㻿㼀㻲䛻䜘䜛ᆺᐇドヨ㦂䜢୰ᚰ䛻䚸᭱㐺ホ౯䝁䞊䝗䛾ᐇド䝕䞊䝍㞟䚸ḟୡ௦㻸㼃㻾Ᏻᶵჾᛶ⬟☜ㄆ䛺䛹 䞉ᣦ㔪せồ䛾⫼ᬒ䜒ព㆑䛧䛯᳨ウ䛜ᮃ
༟㉺䛧䛯ヨ㦂◊✲䜢㐙⾜䚸᭷⏝䛺▱ぢ䜢ෆእ䛻ᥦ౪䛧䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝㽢㻟䠅
䜎䛧䛔䚹䠄㻙㻝䠅
䞉ಶูᐇ㦂䜢⾜䛳䛯ୖ䛷䚸ゎᯒ䝰䝕䝹䛾ᵓ⠏䛛䜙ィ⟬䝁䞊䝗䜈䛾ᫎ䜎䛷䚸୍㐃䛾ὶ䜜䛻๎䛳䛶◊✲䛜ᐇ䛥 䞉䛯䛸䛘䜀㻿㻭䛾ศ㔝䛷䛿䜋䜣䛾ഹ䛛
䜜䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝㽢㻞䠅
䛾◊✲䛧䛛䛺䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹㻶㻭㻱㻭䜘
䞉㻾㻻㻿㻭䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾╔ᐇ䛺㐙⾜䛿䚸㍍Ỉ⅔䛾⇕ỈຊᏳ◊✲䛻䛝䛟㈉⊩䛧䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䜎䛯䚸ᅜ 䜚䜒㻶㻺㻱㻿䛜⪃䛘䜛䜉䛝ၥ㢟䛷䛒䜛䛜䚸
ศ㔝䛤䛸䛻୰㛗ᮇ䛾ໟᣓⓗ◊✲ィ
㝿ⓗ䛻ぢ䛶䜒㧗䛟ホ౯䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹䠄㻗㻝㽢㻞䠅
⏬䛜ᚲせ䚹䠄㻙㻝䠅
䞉㻻㻱㻯㻰㻛㻾㻻㻿㻭䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻๎䜚䚸䝔䞊䝬䛸䛧䛶䜒㔜せ䛺䜒䛾䜢㐺ษ䛻㑅ᐃ䛧䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉ᖹᡂ䠎䠏ᖺᗘ䛻⤊䛩䜛㻻㻱㻯㻰䠋㻺㻱㻭
䞉᭱㐺ᡭἲ䚸䠏ḟඖ⇕ὶື䛺䛹䝍䜲䝮䝸䞊䛺ㄢ㢟㑅ᐃ䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䛾㻾㻻㻿㻭䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᚋ䛻䛴䛔䛶䚸
䞉┦⮫⏺ὶᐇ㦂䜔᭷ᶵ䝶䜴⣲⏕ᡂᐇ㦂䛺䛹⌧⾜つไ䛻ᐤ䛷䛝䜛ᡂᯝ䛜ᩓぢ䛷䛝䜛䚹䠄㻗㻝䠅
ලయⓗ䛻᳨ウ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹䠄㻙㻝䠅
䞉ᨾὶື䚸᰾⇕⤖ྜ䚸䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䚸ᆅ㟈⅔ᚰᏳᐃᛶ䚸➼䚻䚸ᵝ䚻䛺ཷクᴗ䜢ά⏝䛧䛶ᖜᗈ䛔 䞉◊✲䛾ከ䛟䛜እ㒊㈨㔠䛻ᣐ䛳䛶䛔䜛䚹
ศ㔝䛷◊✲䜢ᒎ㛤䛧䚸ᢏ⾡䛾㐍ᒎ䡡⥔ᣢ䛻䛴䛺䛢䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
ゎᯒ䝁䞊䝗䜔ᐇ㦂タ䛿ᡂᯝ䛸▱ぢ
䞉୰ᮇ┠ᶆ䛻ἢ䛳䛶╔ᐇ䛻ᡂᯝ䛜ฟ䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䛜ල⌧䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛣䜜䜙
䛾㐠Ⴀ䚸ಖᏲ䞉⟶⌮䚸ရ㉁ಖド䛺䛹䜒
䞉ᅜ㝿ⓗ䛺༠ຊ㛵ಀ䜢᭷ຠ䛻ά⏝䛧䛶䝁䞊䝗䛾᳨ド䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛿ホ౯䛥䜜䜛䚹䠄㻗㻝䠅
Ᏻ◊✲䛾㔜せ䛺୍㒊䛸䜏䛺䛩䜉䛝
䞉ୡ⏺䛷䝖䝑䝥䝺䝧䝹䛻䛒䜛◊✲⤌⧊䛷䛒䜛䚹⌧ᅾ䛾Ꮫ⾡䞉ᢏ⾡Ỉ‽䜢⥔ᣢ䚸Ⓨᒎ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹䠄㻗㻝䠅
䛷䛒䜛䚹䛭䛾䛯䜑䛾ෆ㒊㈨㔠䜢☜ಖ
䞉䛂⇕Ỉຊ᭱㐺ホ౯ᡭἲ䛾ጇᙜᛶホ౯䛃䛷䛿䠈䐟⅔ᚰฟཱྀ䛷䛾Ẽᾮᑐྥὶไ㝈䛸⅔ᚰ┦㛫ᦶ᧿䜢⪃៖䛩䜛䛣
䛩䜛䛣䛸䜒㔜せ䛷䛒䜛䚹䠄㻙㻝䠅
䛸䛻䜘䜚䠈୰ཱྀᚄ◚᩿㻸㻻㻯㻭䛾᭱㧗⿕そ⟶ ᗘ䛾㛫ᣲືண 䜢㧗䜑䛯◊✲䠈䛚䜘䜃䐠䝃䝤䜽䞊䝹Ỉ୰
䞉᭱㐺ホ౯ᡭἲ䛾ᑟධ䛻ྥ䛡䛯ᡂᯝ
䛻䛚䛡䜛ᛴ㏿ຍ⇕ୗ䛾ఏ⇕㠃䛛䜙䛾䝪䜲䝗㞳⬺䝰䝕䝹䜢ᵓ⠏䛧䛶䠈㐣Ώ䝪䜲䝗ヨ㦂ゎᯒ䛾ண ⢭ᗘ䜢ᨵၿ
䛾ᫎ➼䚸ᡂᯝ䛾ලయⓗ䛺ά⏝䛻
䛧䛯◊✲䛜䠈ண ⢭ᗘྥୖ䛾Ⅼ䛷ホ౯䛷䛝䜛䚹䠄㻗㻝䠅
᭦䛻␃ព䛧ィ⏬䜢㐍䜑䜛䛜㔜せ䛷
䞉䛂ᆅ㟈ᙳ㡪ゎᯒ䛃䛷䛿䠈䠏ḟඖ᰾䠉⇕Ỉຊ㐃ᡂゎᯒ䝁䞊䝗䛻෭༷Ỉ䛻ാ䛟ኚືຍ㏿ᗘ䜢⤌䜏㎸䜣䛰◊✲䛿䠈
䛒䜛䚹䠄㻙㻝䠅
ᆅ㟈Ἴ䛜⅔ᚰฟຊᛂ⟅䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䛸䛭䛾ឤᗘ䜢ᢕᥱ䛩䜛ୖ䛷⯆῝䛔◊✲䛷䛒䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉ᚲせ䛺ᐇ㦂䜢ணᐃ㏻䜚䛻㐍䜑䛶䛔䜛
䞉⏘ᴗ⏺䛛䜙䛾せᮃ䜢ྲྀ䜚ධ䜜╔ᐇ䛻㐍ᒎ䠄㻗㻝䠅
䜘䛖䛷䛒䜛䛜䚸䛭䜜䛜య䛾㐩ᡂ┠
䞉◊✲䛿ᴫ䛽ィ⏬㏻䜚㐍ᤖ䛧䚸ᡤᐃ䛾ᡂᯝ䜢ᚓ䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸ᡂᯝ䛾බ⾲䚸እ㒊Ⓨ⾲䛻ດ䜑䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
ᶆ䛻ᑐ䛧䛶䛹䛾⛬ᗘ䛾㐍ᤖ䛺䛾䛛䛜
䞉ᶵᵓ䛜ᡤ᭷䛧䛶䛔䜛タ㻔㻸㻿㼀㻲䚸㼀㻴㼅㻺㻯䛺䛹㻕䜢ຠᯝⓗ䛻ά⏝䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸ᶵᵓෆ㒊䚸ᅜෆእᶵ㛵䛸䛾㐃 ุ䜚䛻䛟䛔䚹䠄㻙㻝䠅
ᦠ䛺䛹䚸ຠ⋡ⓗ䛺◊✲䜢᥎㐍䛧䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉䠏ḟඖ᰾⇕㐃ᡂゎᯒᡭἲ䜢ᐇྍ⬟䛺䝰䝕䝹䜢ᩚഛ䛧䛯䚹䠄㻗㻝䠅
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ཧ⪃䠖23ᖺᗘ䛾ホ౯⤖ᯝ
【基準点】：+7
㧗䛟ホ౯䛥䜜䜛Ⅼ
ᨵၿ䜢せ䛩䜛Ⅼ
䞉㻸㻿㼀㻲䛻䜘䜛ᆺᐇドヨ㦂䜢ィ⏬㏻䜚㐍䜑䚸᭷⏝䛺ᐇド䝕䞊䝍䜢ᅜ㝿ⓗ䛺ሙ䛻ᥦ౪䛩䜛 䞉⇕ỈຊᏳ◊✲䛿䚸ᐇ㦂䛸ゎᯒ
䛸䛸䜒䛻䚸⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ䛾ゎᯒ䞉ホ౯䛻䜒䚸㎿㏿䛻ᑐᛂ䛧䚸ᐇ⏝ⓗ䛺ホ౯ 䛾୧⪅䛜䛒䛳䛶䛣䛭䛔䛔◊✲䛻
ᡭẁ䛸᭷⏝䛺▱ぢ䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䛺䜛䛸ᛮ䛖䛜䚸㏆䛔ᑗ᮶䚸タ
䞉㏆ᖺᡂ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛣䛾◊✲䛿䚸䛭䜜䛮䜜䚸䛝䛱䜣䛸䛧䛯ᡂᯝ䜢ฟ䛧䛶䛔䜛䛸ホ౯䚹䠄㻗㻝䠅 䛾㐠㌿䞉⥔ᣢ䞉ᨵⰋ䛜ேဨ䛸ண
⟬䛾㠃䛛䜙ᅔ㞴䛻䛺䜚䛭䛖䚹᪩
䞉◊✲䛿䚸タഛ⿕⅏䛻䜘䜛୍㒊ヨ㦂䛾୰᩿䜢㝖䛝䚸ᴫ䛽ィ⏬㏻䜚㐍ᤖ䛧䚸ᡤᐃ䛾ᡂᯝ䜢 ᛴ䛻ᑐᛂ䛧䛶ḧ䛧䛔䚹䠄㻙㻝䠅
ᚓ䛶䛔䜛䚹≉䛻䚸㻻㻱㻯㻰 㻾㻻㻿㻭㻙㻞ィ⏬䛻䛴䛔䛶䛿㻸㻿㼀㻲ヨ㦂䜢ィ⏬㏻䜚㐍䜑䚸䝕䞊䝍䝧䞊
䝇䜢ᣑ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᡂᯝ䛾බ⾲䚸እ㒊Ⓨ⾲䛻䜒ດ䜑䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉⚟ᓥᨾㄪᰝ䛻㛵䛧䚸ᨾゎᯒ䚸⇕Ỉຊゎᯒ䚸䝶䜴⣲ᨺฟゎᯒ䛾ྛ✀䝁䞊䝗䜢⏝䛔䛯
ホ౯䜢⢭ຊⓗ䛻⾜䛔䚸ᅜ䚸ᴗ⪅䜈䛾ᨭάື䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉⇕ỈຊᏳ◊✲䛻䛴䛔䛶⢭ຊⓗ䛻ᐇ䛧䛶䛝䛶䛚䜚䚸⚟ᓥᨾゎᯒᨭ䛻䜒༠ຊ䛧䛶
䛔䜛Ⅼ䛜㧗䛟ホ౯䛷䛝䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉⿕⅏䛻䜘䜛ᙳ㡪䜔⚟ᓥᨾᑐᛂ䜢㐺ษ䛻ᫎ䛧䛯ィ⏬䛾ぢ┤䛧䛸䛭䜜䛻๎䛧䛯◊✲䛜
䛺䛥䜜䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉ᙜึィ⏬䛻ᚑ䛳䛯◊✲ㄢ㢟䛻ຍ䛘䛶ᐇ䛧䛯䚸䐟㻴㻻㼀㻯㻮䝁䞊䝗㛤Ⓨ䚸䐠㻮㻱䛻䜘䜛⅔ᚰ
⁐⼥䜎䛷䛾⇕Ỉຊᣲືゎ᫂䚸䛥䜙䛻䐡㻷㼕㼏㼔㼑䛻䜘䜛ᨺᑕᛶ䝶䜴⣲ᨺฟ㔞ホ౯䛿䚸⚟ᓥ➨
୍ᨾ䛾ᨭάື䛸䛧䛶ホ౯䛷䛝䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉ᆅ㟈ຍ㏿ᗘ䛻㉳ᅉ䛩䜛㻮㼃㻾᰾⇕⤖ྜ⌧㇟䜢ゎᯒ䛩䜛䝁䞊䝗䜢㛤Ⓨ䛧䚸䝇䜽䝷䝮సື
䛻㠀⥺ᙧฟຊື⌧㇟䛜Ⓨ⏕䛩䜛ྍ⬟ᛶ䜢♧䛧䛯䛣䛸䛿䚸Ꮫ⾡ୖ⯆῝䛔䚹䠄㻗㻝䠅
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ᶵᵓእ⛎

㈨ᩱNo.Ᏻ◊ホጤ3䠉7

ᮦᩱຎ䞉㧗⤒ᖺᑐ⟇ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛◊✲

䡬୰㛫ホ౯䡬
ᖹᡂ25ᖺ1᭶8᪥
➨3ᅇᏳ◊✲䞉ホ౯ጤဨ
᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ
Ᏻ◊✲䝉䞁䝍䞊

ᮏ㈨ᩱ䛿䚸⌧Ⅼ䛷䛿⛎ᐦሗ䛜
ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛯䜑䛂⛎ᐦᩥ᭩䛃ᢅ䛔䛸
䛺䛳䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸ᖹᡂ25ᖺᗘ௨㝆
ᡤᐃ䛾ᡭ⥆䛝ᚋ䚸බ㛤䛔䛯䛧䜎䛩䚹

◊✲ィ⏬䛾ᯟ⤌䜏䛸ᐇ≧ἣ
ẔᄂᆮႸႎẕ
ᅜෆ㍍Ỉ⅔䛾3ศ䛾1௨ୖ䛜䛩䛷䛻30ᖺ௨ୖ䛾㛗ᮇ౪⏝
䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸㛗ᮇ౪⏝䛻క䛖⤒ᖺຎ䛾ᙳ㡪䜢
ホ౯䛧䚸Ᏻ☜ಖ䛾☜ㄆ䜢⾜䛖䛯䜑䚸ᮦᩱ䛾⤒ᖺຎ㇟
䛾ண ホ౯䛾⢭ᗘྥୖ䜔䚸㛗ᮇ౪⏝ᶵჾ䛾ᛶホ౯ᡭ
ἲ䚸ண㜵ಖᢏ⾡䛾㧗ᗘ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡ᇶ┙䛾ᩚഛ䜢⾜䛖䚹

Ẕᇹ2ɶᚘဒẕ
ཎᏊ⅔ᶵჾ䛻䛚䛡䜛ᨺᑕ⥺䜔Ỉ⎔ቃୗ䛷䛾ᮦᩱ䛾⤒ᖺຎ
䛻㛵䛧䛶ᐇ㦂➼䛻䜘䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧ண ⢭ᗘ䛾ྥୖ䜢
ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸㧗⤒ᖺ䛻ᑐᛂ䛧䛯☜⋡ㄽⓗᡭἲ➼䛻䜘䜛ᵓ
㐀ᛶ㧗ᗘホ౯ᡭἲཬ䜃ಖᢏ⾡䛾᭷ຠᛶホ౯ᡭἲ䜢
ᩚഛ䛩䜛䚹

ẔࣖݣẴỦໜܤμᄂᆮᛢ᫆ẕ
䞉 JMTR➼䜢⏝䛔䛯ᨺᑕ⥺䚸㧗 Ỉ䛻㉳ᅉ䛩䜛ཎᏊ⅔ᮦᩱ
䛾⤒ᖺຎ䛻ᑐ䛩䜛ண ホ౯ἲ䛾㧗ᗘ䛾◊✲
䞉 ☜⋡ㄽⓗ◚ቯຊᏛ(PFM)ゎᯒᡭἲ䜢ᑟධ䛧䛯᳨ᰝ䜔ಖ
ᡭἲ䛻㛵䜟䜛ᵓ㐀ಙ㢗ᛶホ౯ᡭἲ䛻㛵䛩䜛◊✲
䞉 タഛ䛾ᛶホ౯䜔ᮦᩱ䛻㛵䜟䜛䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁ᢏ⾡䛻
㛵䛩䜛◊✲

䜅䛢䜣ᐇᶵᮦ䜢⏝䛧䛶䚸⇕ຠ⬤ཬ䜃SCC 䛻㛵䛩䜛
䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䚸ᶵᵓㄽⓗ᳨ウ䜢⾜䛖䚹䜎䛯䚸䜅䛢䜣䝩䝑䝖䝷
䝪䜢⏝䛧䛶䚸↷ᑕ⬤◊✲䛻ᚲせ䛺ᢏ⾡ཬ䜃タഛ➼䛾ᩚ
ഛ䜢㐍䜑䜛䚹

Ẕܱ˳Сẕ
㐠Ⴀ㈝㔠䛻䜘䜛◊✲䛸䛧䛶䚸↷ᑕ⬤➼䛾ᮦᩱຎ䛾ᶵ
ᵓゎ᫂䛻㛵䜟䜛ヨ㦂◊✲䚸ᵓ㐀ᛂ⟅ゎᯒ䛻㛵䛩䜛◊✲䜢䚸ཎ
Ꮚຊᇶ♏ᕤᏛ◊✲㒊㛛䚸䝅䝇䝔䝮ィ⟬⛉Ꮫ䝉䞁䝍䞊➼䛸㐃ᦠ䛧
䛶ᐇ䛩䜛䚹 JNES䛛䜙䛾ཷク䛂⚟┴䛻䛚䛡䜛㧗⤒ᖺㄪᰝ
◊✲䛃䛻䛚䛔䛶䚸ཎᏊ⅔ᗫṆᥐ⨨◊✲㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊➼䛸㐃ᦠ䛧
䛶䜅䛢䜣ᐇᶵᮦᩱ䛾◊✲䛻ྲྀ⤌䜐䚹 JNES䛛䜙䛾ཷク䛂㧗⤒
ᖺ䜢⪃៖䛧䛯ᶵჾ䞉ᵓ㐀≀䛾⪏㟈Ᏻホ౯ᡭἲ䛾㧗ᗘ䛃䛻
䛚䛔䛶䚸䛝䜢᭷䛩䜛㓄⟶䛻㐣䛺ᆅ㟈Ⲵ㔜䛜㈇Ⲵ䛥䜜䛯ሙ
ྜ䛾䛝㐍ᒎᣲື䛾ホ౯ᡭἲ䜢ᩚഛ䛩䜛䚹ཎᏊຊつไᗇ䛾
䛂㧗⤒ᖺᢏ⾡ホ౯㧗ᗘᴗ䛃䛻䛚䛔䛶䚸ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ➼
䛾☜⋡ㄽⓗᡭἲ䛻䜘䜛ᛶホ౯ᡭἲ䜢㧗ᗘ䛩䜛䚹ཎᏊຊ
つไᗇ䛛䜙䛾ཷク䛂㍍Ỉ⅔⇞ᮦᩱヲ⣽ᛶㄪᰝ䛃䛷䛿䚸↷ᑕ
ヨ㦂⅔䝉䞁䝍䞊➼䛸㐃ᦠ䛧䛶↷ᑕ◊✲䜢ᐇ䛩䜛䚹

Ẕٳᢿؾỉ҄٭ሁỆˤạᚘဒỉᙸႺẲẕ

Ẕᾁᾃ࠰ࡇᚘဒẕ
ᚤᑠヨ㦂∦䛻䜘䜛ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㗰䛾◚ቯ㠌ᛶホ౯ἲ䛾
ᩚഛ䜢⥅⥆䛩䜛䚹ᵓ㐀ᮦᩱ㐃⥆㒊䛻ᑐ䛩䜛ṧ␃ᛂຊཬ䜃
◚ቯຊᏛゎᯒᡭἲ䛾⢭ᗘྥୖ䜢ᅗ䜚䚸ᵓ㐀ᛶ㧗ᗘホ౯
ἲ䜢ᩚഛ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸⪏㟈వ⿱ホ౯䛾䛯䜑䛾ᵓ㐀ゎᯒᡭ
ἲ䛾ᩚഛ䛻╔ᡭ䛩䜛䚹↷ᑕ⎔ቃୗ䛷䛾ᛂຊ⭉㣗䜜ヨ㦂➼
䜢ᐇ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺⨨ཬ䜃ヨ㦂ᢏ⾡䛾ᩚഛ䜢⾜䛖䛸
䛸䜒䛻䚸JMTR 䛻䛚䛡䜛↷ᑕヨ㦂‽ഛ䜢㐍䜑䜛䚹

䛺䛧䚹䠄JMTR✌ാᮇ䛾ぢ┤䛧䛻䜘䜛ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶䛿䚸
ಶูㄢ㢟䞉ホ౯ㄪᰝ⚊ ㍍Ỉ⅔⇞ᮦᩱヲ⣽ᛶㄪᰝ䠄ཎᏊ
ຊつไᗇ䛛䜙䛾ཷクᴗ䠅䛷グ㍕䠅

Ẕᡶཞඞẕ
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◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(1/3)
Ẕᵐᵐ῍ᵐᵑ࠰ࡇỉಒᙲẕ
z ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㗰䛾↷ᑕ⬤ண 䛾㧗⢭ᗘ䛾䛯䜑䚸3ḟඖ䜰䝖䝮䝥䝻䞊䝤➼䛻䜘䜛↷ᑕ⬤ᶵᵓ䛻㛵䛩
䜛▱ぢ䜢ᚓ䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᛶホ౯䛻ᚲせ䛺◚ቯ㠎ᛶホ౯ᡭἲ䛻㛵䛧䛶䚸ᚤᑠヨ㦂∦䛻䜘䜛ᑍἲຠᯝホ౯䛻
㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹
z ᗫṆᥐ⨨ẁ㝵䛻䛒䜛䛂䜅䛢䜣䛃Ⓨ㟁ᡤ䛾ᐇᶵ㓄⟶䛾ῶ⫗ ᐃཬ䜃ゎᯒ䜢⾜䛔䚸㓄⟶ῶ⫗䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢ᵓ
⠏䛧䛯䚹䜎䛯䚸䛂䜅䛢䜣䛃䛾䝫䞁䝥䚸䝞䝹䝤➼䛾ᐇᶵᮦᩱ䛻䜘䜛⇕ຠ⬤ᶵᵓ䛾᳨ウ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸㓄⟶䛻
䛚䛡䜛IGSCC䛾Ⓨ⏕≧ἣ䜢ホ౯䛧䛯䚹
z ཎᏊຊᏳ䞉ಖᏳ㝔䛛䜙䛾ཷク䛂㧗⤒ᖺᑐ⟇ᙉᇶ┙ᩚഛᴗ䛃䛷䛿䚸⁐᥋⇕ᙳ㡪㒊➼䛾㠀ᆒ㉁㒊䛻ᑐ
ᛂ䛧䛯ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛾ᛶホ౯ἲ䜢ᩚഛ䛧䛯䚹JNES䛛䜙䛾ཷク䛂㧗⤒ᖺ䜢⪃៖䛧䛯ᶵჾ䞉ᵓ㐀≀䛾
⪏㟈Ᏻホ౯ᡭἲ䛾㧗ᗘ䛃䛷䛿䚸㐣䛺ᅽ⦰䞉ᘬᙇⲴ㔜䜢ຍ䛧䛯⑂ປ䛝㐍ᒎヨ㦂䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䚸䛭
䛾ᙳ㡪䜢⪃៖䛧䛯䛝㐍ᒎホ౯ᡭἲ䜢ᥦ䛧䛯䚹䜎䛯䚸㓄⟶➼䛾SCC䛻㐺⏝ྍ⬟䛺PFMゎᯒ䝁䞊䝗䛻䛴䛔䛶䚸
䝧䞁䝏䝬䞊䜽ゎᯒ䛻䜘䜛ಙ㢗ᛶ䛾☜ㄆ➼䛾ᨵⰋ䞉ᩚഛ䜢㐍䜑䛯䚹
z ཎᏊຊᏳ䞉ಖᏳ㝔䛾䛂㧗⤒ᖺᢏ⾡ホ౯㧗ᗘᴗ䛃䛷䛿䚸ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛾⌧⾜ᛶホ౯ἲ䛾ᢏ⾡
ⓗ᰿ᣐ䚸☜⋡ㄽⓗホ౯ἲ䛾㐺⏝ᛶཬ䜃⅔ᚰ㡿ᇦ௨እ䛾㒊䛾ホ౯ἲ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䜢⾜䛔䚸㧗⢭ᗘ䛾䛯
䜑䛾ㄢ㢟䜢ᢳฟ䛧䛯䚹
z ཎᏊຊᏳ䞉ಖᏳ㝔䛛䜙䛾ཷク䛂㍍Ỉ⅔⇞ᮦᩱヲ⣽ᛶㄪᰝ䛃䛷䛿䚸୰ᛶᏊ↷ᑕ䛻䜘䜛ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ
㗰䛾◚ቯ㠌ᛶ್䛾ኚ䜔⅔ෆᵓ㐀≀䛾IASCC䛾㐍ᒎᣲື䜢ㄪ䜉䜛䛯䜑䛾↷ᑕヨ㦂⨨➼䛾ᩚഛ䚸↷ᑕୗ
ヨ㦂ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䚸ᮍ↷ᑕᮦ䛾䝕䞊䝍ྲྀᚓ➼䜢㐍䜑䛯䚹

2

◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(2/3)
Ẕᵐᵒ࠰ࡇỉܱϋܾẆᢋႸểௐẕ
ᐇෆᐜ

㐩ᡂ┠ᶆ

䐟ᚤᑠヨ㦂∦䛻䜘䜛ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㗰
䛾◚ቯ㠌ᛶホ౯ἲ䛾ᩚഛ䚹

䐟⬤┘どᢏ⾡䛾㧗ᗘ䛾䛯䜑䚸ヨ㦂
῭䜏䛾┘どヨ㦂∦䛛䜙᥇ྲྀ䞉ຍᕤྍ⬟
䛺ヨ㦂∦䛻䜘䜛◚ቯ㠌ᛶホ౯䜢⾜䛘䜛䜘
䛖䛻䛩䜛䚹
䐠ᵓ㐀㐃⥆㒊䛻㐺⏝ྍ⬟䛺☜⋡ㄽⓗ 䐠ᵓ㐀㐃⥆㒊䛻ᑐ䛩䜛◚ቯຊᏛⓗホ
ホ౯ἲ䛾ᩚഛ䚹
౯䛾䛯䜑䛾ゎᯒᡭἲ䛾ᩚഛ䜢⥅⥆䚹
PFMゎᯒ䝁䞊䝗䛾ᩚഛ䜢ᐇ䚹
䐡䜅䛢䜣ᐇᶵᮦ➼䜢⏝䛧䚸2┦䝇䝔䞁
䝺䝇㗪㗰䛾⇕ຠ⬤➼䛾䝕䞊䝍䜢ྲྀ
ᚓ䚹䜅䛢䜣䝩䝑䝖䝷䝪䛷↷ᑕ⬤◊✲䛻
ᚲせ䛺ᢏ⾡䚸タഛ➼䛾ᩚഛ䚹

䐡⇕ຠ⬤ᶵᵓ᳨ウ䛸⬤ண ᘧ䛾
㧗⢭ᗘ䚹SCCᑐ⟇ᢏ⾡䛾᭷ຠᛶ䛾☜
ㄆ䚹୕ḟඖ䜰䝖䝮䝥䝻䞊䝤 (3D-AP) 䛾
ᐃ᮲௳䛾᭱㐺䚹

䐢㐣䛺ᆅ㟈Ⲵ㔜䛻ᑐᛂ䛧䛯䛝㐍ᒎ
ホ౯ᡭἲ䜢ᩚഛ䚹

䐢䛝䜢᭷䛩䜛㓄⟶䛻㐣䛺ᆅ㟈Ⲵ㔜
䛜㈇Ⲵ䛥䜜䛯ሙྜ䛾䛝㐍ᒎᣲື䛾ホ
౯ᡭἲ䜢ᩚഛ䚹

ᡂᯝ䠄ぢ㎸䜏䜢ྵ䜐䠅
䐟ᑍἲຠᯝ䛻㛵䛩䜛◚ቯ㠌ᛶ䝕䞊䝍䜢
ྲྀᚓ䛧䚸䝩䝑䝖䝉䝹ෆ䛻ヨ㦂⏝ල䜢タ
⨨䚹
䐠」㞧䛺ṧ␃ᛂຊศᕸ䜢⪃៖䛧䛯䛝
㐍ᒎホ౯䜢ᐇ䚹PFMゎᯒ䝁䞊䝗
(PASCAL-NP)䜢බ㛤䚹
䐡ప 㛗㛫⇕ຠ䝕䞊䝍䛻䜘䜛⬤
ண ᘧ䛾㧗⢭ᗘ䚹SCCᑐ⟇ᮦ
(SUS316L)䛾ຠᯝ䛾᳨ド䚹3D-AP䛻䛚
䛡䜛䝟䝹䝇䝰䞊䝗䛜⤖ᯝ䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䜢
☜ㄆ䚹
䐢㐣Ⲵ㔜ୗ䛾䛝㐍ᒎヨ㦂䝕䞊䝍䜢
ྲྀᚓ䛧䛶ホ౯ᡭἲ䜢㧗ᗘ䚸ᙎረᛶ◚
ቯຊᏛ䝟䝷䝯䞊䝍䛾䝕䞊䝍䝧䞊䝇䚹

䐣ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛾ᛶホ౯ἲ䛻䛴 䐣⌧⾜ᛶホ౯ἲ䛾ᢏ⾡ⓗ᰿ᣐ䛾☜ 䐣☜⋡ㄽⓗホ౯ἲ䛾ᶆ‽䛾䛯䜑䛾ᣦ
䛔䛶☜⋡ㄽⓗホ౯ἲ䛾ᶆ‽䛻㛵䛩䜛 ㄆ䚹☜⋡ㄽⓗホ౯ἲ䛾ᶆ‽䛾䛯䜑䛾 㔪䛾⟇ᐃ䛻╔ᡭ䚹
ㄪᰝ䜢ᐇ䚹
ᣦ㔪䛾⟇ᐃ䛻╔ᡭ䚹
䐤↷ᑕୗSCCヨ㦂䛻ᚲせ䛺⨨ᩚഛ䚸 䐤✌ാᚋ䛾JMTR䛻䜘䜚↷ᑕヨ㦂䛜
↷ᑕ䜻䝱䝥䝉䝹䛾〇స䚸ཬ䜃ᮍ↷ᑕᮦ䛷 ᐇ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹
䛾ヨ㦂䚸↷ᑕヨ㦂 (䛂㍍Ỉ⅔⇞ᮦᩱヲ⣽
ᛶㄪᰝ䛃)

䐤↷ᑕ⨨䜢ᩚഛ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸↷ᑕ
䜻䝱䝥䝉䝹䜢〇స䚹ᮍ↷ᑕᮦ䛾◚ቯ㠌ᛶ
➼䛾䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䚹

3
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◊✲䛾ᐇෆᐜ䛸ᡂᯝ䛾ᴫせ(3/3)
Ẕௐỉဇẕ
z ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㗰䛾◚ቯ㠎ᛶホ౯ᡭἲ䛻㛵䛧䛶䛿䚸᪥ᮏ㟁Ẽ༠䛾◚ቯ㠎ᛶホ౯䛻㛵䛩䜛つ⛬
(JEAC4206䚸4216)䛾ᨵᐃ䛻㈉⊩䚹
z ᩚഛ䛧䛯PFMゎᯒ䝁䞊䝗䛻䛴䛔䛶䛿䚸つ᱁ᇶ‽㢮䛾ᢏ⾡ⓗ᰿ᣐ䛻㛵䛩䜛ホ౯➼䛻ྥ䛡䛶䚸බ㛤䛧䛶JNES
➼䛻ᥦ౪䛧䚸䝧䞁䝏䝬䞊䜽ゎᯒ䛻䜘䜚ಙ㢗ᛶ䛾☜ㄆ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸ホ౯ᑐ㇟㒊䛾ᣑᙇ➼䛾ά⏝᪉⟇䛾
ᐇ᳨ウ䜢㐍䜑䛯䚹
z ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛾┘どヨ㦂᪉ἲ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡ᇶ‽䛻ᑐ䛧䛶䚸⁐᥋⇕ᙳ㡪㒊ヨ㦂∦䛾ᚲせᛶ䜢ุ᩿䛩䜛䛯
䜑䛻ᚲせ䛺ᢏ⾡ⓗ▱ぢ䠄↷ᑕ⬤ឤཷᛶ䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䚸ᛶホ౯ἲ➼䠅䜢ᥦ♧䚹

Ẕௐỉπẕ 䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘぢ㎸䜏䠅
z ㄽᩥ 5௳䚸ᢏ⾡ሗ࿌ 1௳䚸ᅜ㝿㆟ሗ࿌ 9௳䚸ཱྀ㢌Ⓨ⾲ 11௳䚸ཷクሗ࿌᭩➼ 3௳䚸⾲ᙲ 1௳䚹

4

䛺ᡂᯝ 㻔㻝㻛㻞㻕
【主な成果】 ᵓ㐀㐃⥆㒊䛻Ⓨ⏕䛩䜛」㞧䛺⁐᥋
ṧ␃ᛂຊศᕸ䜢⪃៖䛧䛯䛝㐍ᒎ䛜
ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䚹
9 SCC䛜㢧ᅾ䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛾䚸ṧ␃ᛂຊホ౯䛜㞴䛧
䛟䚸䛭䛾䛯䜑ᛶホ౯䜒ᅔ㞴䛺PLR㓄⟶㠡ᆺ⟶ྎ
㒊䜢ᑐ㇟䛻䚸⁐᥋ṧ␃ᛂຊゎᯒᡭἲཬ䜃㔜ྜ䝯䝑
䝅䝳ἲ䛻ᇶ䛵䛟䛝㐍ᒎホ౯ᡭἲ䜢㛤Ⓨ䚹
9 ⁐᥋ṧ␃ᛂຊゎᯒ䛻䜘䜚⟬ฟ䛧䛯ṧ␃ᛂຊ䝕䞊䝍䜢
䜾䝻䞊䝞䝹䝯䝑䝅䝳䛻䝬䝑䝢䞁䜾䛩䜛䝒䞊䝹䜢ᩚഛ䚹
9 」㞧䛺⁐᥋ṧ␃ᛂຊศᕸ䜢࿊䛩䜛㠡ᆺ⟶ྎ㒊䜢ᑐ
㇟䛻SCC䛝㐍ᒎゎᯒ䜢ᐇ䚹㠡ᆺ⟶ྎ㒊䛻Ⓨ⏕
䛧䛯䛝䛾㐍ᒎ㏿ᗘ䜔᪉ྥ䜢ホ౯ྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸䜢
☜ㄆ䚹

እ⾲㠃
እ⾲㠃

ෆ⾲㠃
ෆ⾲㠃

⁐᥋㒊

㓄⟶㠡ᆺ⟶ྎ㒊䛻䛚䛡䜛⁐᥋ṧ␃ᛂຊゎᯒ⤖ᯝ
䝻䞊䜹䝹䝯䝑䝅䝳䛷
䛝䜢タᐃ

䜾䝻䞊䝞䝹䝯䝑䝅䝳䛻䛘䛯ṧ␃
ᛂຊ䜢㥑ືຊ䛸䛧䛶䛝䛜㐍ᒎ

䜾䝻䞊䝞䝹䝯䝑䝅䝳

㔜ྜ䝯䝑䝅䝳ἲ䛻䜘䜛䛝㐍ᒎゎᯒ䛾ཎ⌮

【今後の取り組み】
z 㔜ྜ䝯䝑䝅䝳ἲ䛻ᇶ䛵䛟䛝㐍ᒎゎᯒ䛾⢭ᗘ䜢☜ㄆ
䛩䜛䛯䜑䚸䛾᭷㝈せ⣲ἲゎᯒ䝥䝻䜾䝷䝮䛻䜘䜛ゎ
ᯒ⤖ᯝ䛸䛾ẚ㍑䜢⾜䛖䚹 (䝧䞁䝏䝬䞊䜽ゎᯒ)
z 㠡ᆺ⟶ྎ㒊䛻䛚䛡䜛䛝㐍ᒎᣲື䜢ᢕᥱ䛧䚸PFMゎ
ᯒ䛾㐺⏝⠊ᅖ䛾ᣑᙇ䜢ᅗ䜛䚹
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䛺ᡂᯝ 㻔㻞㻛㻞㻕
【主な成果】 䜅䛢䜣ᐇᶵᮦ➼䜢⏝䛧䛶䚸
ᮦᩱຎ➼䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ

Ỉ⣲ὀධ䛾᭷ຠᛶ☜ㄆ

ἃὊἨἽỉዌጂ˯ɦ
ᨺᑕ䜿䞊䝤䝹
㧗 䜿䞊䝤䝹
ᒇእ䜿䞊䝤䝹

 SCCᑐ⟇䛾᭷ຠᛶ☜ㄆ
SCCᑐ⟇䛾᭷ຠᛶ☜ㄆ
㠀◚ቯ᳨ᰝ䛻䜘䜛☜ㄆ

ᑠཱྀᚄ㓄⟶䛺䛹

ཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾ
Ẽ

㏦㟁⥺

ἅὅἁἼὊἚỉɶࣱ҄Ẇ
્ݧዴὉ༏ỉࢨ᪪

Ẽ䝗䝷䝮
ไᚚᲬ
䝍䞊䝡䞁
Ⓨ㟁ᶵ

㟁Ẽฟຊ㻝㻢㻡㻹㼃

㠀◚ቯ᳨ᰝ䛻䜘䜛☜ㄆ

ᙉᗘపୗ☜ㄆ
㐽ⶸᶵ⬟పୗ☜ㄆ

ᨺỈཱྀ䜈
෭༷Ỉ䠄ᾏỈ䠅
ᚠ⎔Ỉ䝫䞁䝥

၅іί˯ἇỶἁἽ၅іὸ
ධཱྀ⟶
ୖ᪼⟶
ୖ᪼⟶
ୗ㝆⟶
Ẽ㓄⟶䛺䛹

ኚᅽჾ

Ỉჾ

䖂㟁ຊᴗ⪅䛾䝙䞊䝈
䞉䜿䞊䝤䝹䞉䝁䜲䝹➼䛾
⤯⦕పୗ

䐠䜅䛢䜣㓄⟶䛾⁐᥋㒊㏆ഐ䛻䛴䛔䛶ㄪᰝ䜢⾜䛔䚸
SCCᑐ⟇䠄ᮦᩱྲྀ᭰䚸ᛂຊᨵၿ䚸Ỉ⣲ὀධ䠅䛾᭷ຠ
ᛶ䜢☜ㄆ䛧䛯䚹

⤥Ỉ䝫䞁䝥

再循環ポンプ

䖂㟁ຊᴗ⪅䛾䝙䞊䝈
䞉ᇶ♏䝪䝹䝖䛾⭉㣗䞉ᶞ⬡ຎ
ᇶ♏䝪䝹䝖◚ቯヨ㦂

༏јᏤ҄
ᚠ⎔䝫䞁䝥

ᣐሥถᎹίỺἿὊἊἹὅἅἿὊἊἹὅὸ
䝍䠉䝡䞁⣔Ẽ䡡Ỉ㓄⟶
ྛ✀⇕ჾ

⇕ຠᣲື☜ㄆ

䠄☜ㄆ

㓄⟶ῶ⫗ᣲື☜ㄆ

䚸ྍ⬟ᛶ᭷

䚸ྍ⬟ᛶᑠ

㻲㼃㻠䚷ෆ⾲㠃䚷࿘᪉ྥᛂຊ
䠄SUS316LNG, 69,500䡄ᚋ䠅

άᛶ䜶䝛䝹䜼䞊䠖Q್䛾᭱㐺
䞉䝅䝱䝹䝢䞊䞉◳䛥ヨ㦂䛷䛾ᐇ
䞉䝇䝢䝜䞊䝎䝹ศゎᛂ䛾Q್䛾ᐇ
䞉✀䚻䛾ᡭἲ䛻䜘䜛Q್䛾ẚ㍑
䞉㗰✀(Mo᭷↓)䛾ᙳ㡪

㻠㻜㻜㻚㻜㻜
㻞㻜㻜㻚㻜㻜
㻜㻚㻜㻜
㻙㻞㻜㻜㻚㻜㻜
㻙㻠㻜㻜㻚㻜㻜
㻙㻢㻜㻜㻚㻜㻜
㻙㻞㻡㻜

㣬್䠖Msat

䠅

㻜㼻
㻥㻜㼻
㻝㻤㻜㼻
㻞㻣㻜㼻

㻢㻜㻜㻚㻜㻜
ṧ␃ᛂຊ㻔㻹㻼㼍㻕

྾䜶䝛䝹䜼䞊䠖M䠄J䠅

SUS316NGᮦ䛾
SCC☜ㄆ
☜ㄆ
SUS316NGᮦ䛾SCC

ࣖщᏵлủίᵧᵥᵱᵡᵡᵇ
ୗ㒊䝦䝑䝎䞊
ୗ㒊䝦䝑䝎䞊
ᚠ⎔⣔㓄⟶
ධཱྀ⟶
ୖ᪼⟶

⤯⦕పୗ
☜ ㄆ

䐟2┦䝇䝔䞁䝺䝇㗰䛾ప 㛗㛫⇕ຠ⬤䛻㛵䛧
䛶ᇶ♏䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䚸⬤䝯䜹䝙䝈䝮䛾᳨ウ䜢⾜
䛔䚸⬤ண ᘧ䛾᭱㐺䛾᳨ウ䜢⾜䛳䛯䚹

䞉ᐇᶵᮦ䛻䜘䜛☜ㄆ

㻙㻝㻡㻜

㻙㻡㻜

㻡㻜

㻝㻡㻜

㻞㻡㻜

⁐᥋୰ᚰ䛛䜙䛾㊥㞳䠄㼙㼙䠅

⇕ຠ㛫䠖t (h)
䐟⬤ண

↷ᑕ⬤
☜ㄆヨ㦂

၅іί᭗ἇỶἁἽ၅іὸ

9 ᗫṆᥐ⨨ẁ㝵䛻䛒䜛䛂䜅䛢䜣䛃Ⓨ㟁ᡤ䛾ᐇᶵᮦ䜢⏝
䛧䛶䚸௨ୗ䛾◊✲䜢ᐇ䛧䛯䚹

䠄䜅䛢䜣ᐇᶵᮦ RCP-SCS13䠅

䜅䛢䜣ᐇᶵᮦ䛷☜ㄆ䛷䛝䜛ヨ㦂㡯┠

Ҿ܇щܾ֥ỉɶࣱ܇ༀݧᏤ҄
ᅽຊ⟶䠄㼆㼞
㻙㻞㻚㻡㻑㻺㼎㻕
ᅽຊ⟶䠄㼆㼞㻙
䜹䝷䞁䝗䝸䜰⟶䠄㼆㼞㼥
㻙㻞䠅
䜹䝷䞁䝗䝸䜰⟶䠄㼆㼞㼥㻙
䜹䝷䞁䝗䝸䜰䝍䞁䜽䠄㻿㼁㻿
䠏䠌䠐䠅
䜹䝷䞁䝗䝸䜰䝍䞁䜽䠄㻿㼁㻿䠏䠌䠐䠅

Ỉ෭⁐᥋䜢⾜䛳䛯㓄⟶䛷䛿䚸㛗ᮇ䛾㐠㌿ᚋ䠄69,500h䠅䛷䜒䚸ෆ⾲㠃
䛾࿘᪉ྥ䛷䛿㧗䛔ᅽ⦰ṧ␃ᛂຊ䜢♧䛧䛯䚹

ᘧ䠄H3T䝰䝕䝹䠅䛾䝟䝷䝯䞊䝍᭱㐺

䐠Ỉ෭⁐᥋㒊㏆ഐ䛾ṧ␃ᛂຊ

䠷㻶㻺㻱㻿䛛䜙䛾ཷクᴗ䛂ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘ⚟┴䛻䛚䛡䜛㧗⤒ᖺㄪᰝ◊✲䛃䛾ᡂᯝ䛷䛒䜛䚹䠹

ᐃ⤖ᯝ䛾

6

ᚋ䛾◊✲ィ⏬
ẔᄂᆮႸႎẕ
ᅜෆ㍍Ỉ⅔䛾㛗ᮇ౪⏝䛻క䛖⤒ᖺຎ䛾ᙳ㡪䜢ホ౯䛧䚸
Ᏻ☜ಖ䛾☜ㄆ䜢⾜䛖䛯䜑䚸ᮦᩱ䛾⤒ᖺຎ㇟䛾ண ホ
౯䛾⢭ᗘྥୖ䚸ᕧ䛺ᆅ㟈䛻䜘䜛Ⲵ㔜䜒⪃៖䛧䛯㛗ᮇ౪⏝
ᶵჾ䛾ᛶホ౯ᡭἲ䚸ཬ䜃ண㜵ಖᢏ⾡䛾㧗ᗘ䛻㛵
䛩䜛ᢏ⾡ᇶ┙䛾ᩚഛ䜢⾜䛖䚹

Ẕܱ˳Сẕ

㐠Ⴀ㈝㔠䛻䜘䜛◊✲䛸䛧䛶䚸↷ᑕ⬤➼䛾ᮦᩱຎ
䛾ᶵᵓゎ᫂䛻㛵䜟䜛ヨ㦂◊✲䜢䚸ཎᏊຊᇶ♏ᕤᏛ◊✲㒊㛛
➼䛸㐃ᦠ䛧䛶ᐇ䛩䜛䚹ཎᏊຊつไᗇ䛛䜙ཷク䛩䜛䛂㍍Ỉ⅔
⇞ᮦᩱヲ⣽ᛶㄪᰝ䛃䛷䛿䚸↷ᑕヨ㦂⅔䝉䞁䝍䞊➼䛸㐃ᦠ
䛧䛶↷ᑕ⬤ཬ䜃↷ᑕㄏ㉳ᛂຊ⭉㣗䜜䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢
Ẕᇹ2ɶᚘဒẕ
ྲྀᚓ䛩䜛䚹 JNES䛛䜙䛾ཷク䛂䜅䛢䜣䛃ㄪᰝ䛷䛿䚸ཎᏊ⅔ᗫ
ཎᏊ⅔ᶵჾ䛻䛚䛡䜛ᨺᑕ⥺䜔Ỉ⎔ቃୗ䛷䛾ᮦᩱ䛾⤒ᖺຎ
Ṇᥐ⨨◊✲㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊➼䛸㐃ᦠ䛧䛶ᐇᶵᮦ䞉ᶵჾ䜢⏝䛧
䛯◊✲䜢⾜䛖䚹 ཎᏊຊつไᗇ䛾䛂㧗⤒ᖺᢏ⾡ホ౯㧗ᗘ
䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛧䚸ᮦᩱຎண 䛾⢭ᗘྥୖ䜢ᅗ䜛
䛸䛸䜒䛻䚸እⓗ㇟䜔䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛻ᑐᛂ䛧䛯ᵓ㐀
ᴗ䛃䛷䛿䚸ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛾ᛶ䛻㛵䜛☜⋡ㄽⓗホ౯
ᛶ㧗ᗘホ౯ᡭἲཬ䜃ಖᢏ⾡䛾᭷ຠᛶホ౯ᡭἲ䜢ᩚഛ䛩䜛䚹 ᡭἲ䛾ᶆ‽䜢ᅗ䜛䚹 ᇶ‽ᆅ㟈ື䜢㉸䛘䜛ᆅ㟈䛻ᑐ䛩䜛ᵓ
㐀ᛶホ౯䛷䛿䚸䝅䝇䝔䝮ィ⟬⛉Ꮫ䝉䞁䝍䞊䛸㐃ᦠ䛧䚸ྠ
Ẕᾁᾄ῍ᾁᾅ࠰ࡇᚘဒẕ
䝉䞁䝍䞊䛜ᐇ䛩䜛3ḟඖつᶍᵓ㐀ᛂ⟅ゎᯒ䛛䜙ᚓ䜙䜜䜛
ᶵჾ䛾Ⲵ㔜➼䜒㋃䜎䛘䚸㐣䛺ᆅ㟈Ⲵ㔜䛜⏕䛨䜛ሙྜ䛾ᶵ
ཎᏊ⅔ᶵჾ䛻䛚䛡䜛ᨺᑕ⥺䜔Ỉ⎔
ჾ䛾ᦆയホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䜢㐍䜑䜛䚹
ቃୗ䛷䛾ᮦᩱ䛾⤒ᖺຎ䛻㛵䛩䜛
䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䜅䛢䜣䛷䛾
ẔࢳẰủỦௐểẸỉဇ૾ሊẕ
ᐇᶵᮦㄪᰝ䛻䜘䜚䚸ᮦᩱຎண 䞉ホ
↷ᑕヨ㦂䚸ᐇᶵᮦㄪᰝ➼䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䜛▱ぢ䛛䜙ᮦᩱຎ
౯⢭ᗘ䛾ྥୖ䜢ᅗ䜛䚹ᵓ㐀㐃⥆㒊䜢
↷ᑕヨ㦂
ண 䛾⢭ᗘ䜢ྥୖ䛥䛫䚸ᅜ䛻䜘䜛㧗⤒ᖺᢏ⾡ホ౯䚸Ꮫ༠
ᑐ㇟䛻ṧ␃ᛂຊ䚸䛝㐍ᒎ➼䛾ホ౯
つ᱁➼䛾ጇᙜᛶ☜ㄆ䛻ᚲせ䛺ᢏ⾡ⓗ▱ぢ䛸䛧䛶ά⏝䛩䜛䚹
᪉ἲ䜢ᩚഛ䛧䚸☜⋡ㄽⓗᵓ㐀ᛶホ
䜎䛯䚸ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛾ᛶホ౯䛻㛵䛩䜛つ᱁ᇶ‽䛻☜
౯ᡭἲ䛻䛚䛡䜛㐺⏝ᶵჾ䛾ᣑᙇ䜢ᅗ
⋡ㄽⓗᡭἲ䜢ᑟධ䛩䜛ᣦ㔪䜢⟇ᐃ䛩䜛䚹ᇶ‽ᆅ㟈ື䜢㉸䛘
䜛䚹ᇶ‽ᆅ㟈ື䜢㉸䛘䜛ᆅ㟈䛻ᑐ䛩䜛
䜛ᆅ㟈䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䛾ᶵჾ䛾ᦆയホ౯◊✲䛿䚸䝅䝡䜰䜰
వ⿱ホ౯䛾䛯䜑䚸3ḟඖᵓ㐀ᛂ⟅ゎᯒ
䜽䝅䝕䞁䝖䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛෭༷ᮦᦆኻᨾ䛾Ⓨ
䛾⤖ᯝ䜢ᇶ䛻ᶵჾ㢮䛾◚ᦆ㢖ᗘ䜢ホ
⏕㢖ᗘ䛾ホ౯➼䛻ᫎ䛩䜛䚹
౯䛩䜛ᡭἲ䜢ᩚഛ䛩䜛䚹
㐣䛺ᆅ㟈䛷䛾ᵓ㐀ᛶホ౯
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䜎䛸䜑
【平成22年度〜24年度上期までの実績、及び今後の計画に対する自己評価】：Ａ
z ⤒ᖺຎ䛸䛧䛶᭱䜒㔜せ䛺ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛾↷ᑕ⬤䛻㛵䛧䛶䚸⏝῭䛾┘どヨ㦂∦䛛䜙᥇ྲྀྍ
⬟䛺䝭䝙䝏䝳䜰ヨ㦂∦䜢⏝䛔䛯䝬䝇䝍䞊䜹䞊䝤ἲ䛻䜘䜛◚ቯ㠎ᛶヨ㦂䜢⾜䛔䚸◚ቯ㠌ᛶ್䛻䛚䛡䜛ヨ
㦂∦ᑍἲຠᯝ䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓཬ䜃䛝䛾ᣊ᮰ຠᯝ䛻㛵䛩䜛ゎᯒ䜢ᐇ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛂䝭䝙
䝏䝳䜰ヨ㦂∦䛻䜘䜛䝬䝇䝍䞊䜹䞊䝤ἲホ౯᳨ウ䝷䜴䞁䝗䝻䝡䞁ヨ㦂䛃䛻ཧຍ䛧䚸◚ቯ㠌ᛶホ౯᪉ἲ䛾
㧗ᗘ䜢ᅗ䛳䛯䚹䛣䜜䜙䛿䚸◚ቯ㠎ᛶホ౯䛻㛵䛩䜛Ꮫ༠つ᱁䛾ᨵᐃ䛻㈉⊩䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹
z 䜎䛯䚸JMTR䛷ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㗰䛾↷ᑕ⬤ཬ䜃⅔ෆᵓ㐀≀⏝䝇䝔䞁䝺䝇㗰䛾IASCC䛻㛵䛩䜛ヨ
㦂䜢⾜䛖䛯䜑䚸↷ᑕ⨨䛾ᩚഛ䚸↷ᑕ䜻䝱䝥䝉䝹䛾〇స䚸ᮍ↷ᑕᮦ䛾ヨ㦂➼䜢⾜䛔䚸↷ᑕヨ㦂䛻ྥ
䛡䛯‽ഛ䜢╔ᐇ䛻㐍䜑䛯䚹JMTR䛾✌ാᮇ䛾ኚ᭦䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸↷ᑕ䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛾ぢ┤䛧䛻䜘䜚
୰ᮇィ⏬䛻ᨭ㞀䛜䛺䛔䜘䛖䛻ᑐฎ䛧䛯䚹䛺䛚䚸IASCCヨ㦂䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛝㐍ᒎ䛾ຍ㏿せᅉ䛸䛧䛶ྰ
ᐃ䛷䛝䛺䛔Ỉ䛾ᨺᑕ⥺ศゎ䛾ᙳ㡪䜢ㄪ䜉䜛ヨ㦂䜢㔜Ⅼ䛩䜛䜘䛖䛻ヨ㦂ィ⏬䜢ぢ┤䛧䛯䚹
z ☜⋡ㄽⓗᡭἲ䛻䜘䜛ᵓ㐀ᛶ㧗ᗘホ౯ᡭἲ䛻㛵䛧䛶䚸䝧䞁䝏䝬䞊䜽ゎᯒ䚸ᐇᶵ䛾ᦆയゎᯒ䚸
ᶵ㛵䛾⏝⪅䛾ពぢ➼䛻䜘䜚ಙ㢗ᛶ䛾ྥୖ䜢ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸ṧ␃ᛂຊゎᯒ䛾㧗ᗘ➼䛻䜘䜚ᵓ㐀
ᮦᩱ㐃⥆㒊䜈䛾㐺⏝⠊ᅖ䛾ᣑᙇ䜢⾜䛳䛯䚹䜎䛯䚸ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䛾ᛶホ౯ἲ䛻䛴䛔䛶䚸つ
᱁ᇶ‽䜈䛾ᑟධ䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸☜⋡ㄽⓗホ౯ἲ䛾ᶆ‽䛾䛯䜑䛾ᣦ㔪䛾⟇ᐃ䛻╔ᡭ䛩䜛䛺䛹䚸☜
⋡ㄽⓗ᪉ἲ䜘䜛⛉Ꮫⓗ䛻ྜ⌮ⓗ䛺ᵓ㐀ᛶホ౯ᡭἲ䛾ᩚഛ䛻㈉⊩䛧䛯䚹
z 䜅䛢䜣䛷㛗ᮇ㛫⏝䛥䜜䛯䝫䞁䝥䜔㓄⟶䛾ㄪᰝ䛷䛿䚸2┦䝇䝔䞁䝺䝇㗪㗰䛾㛗ᮇ㛫⇕ຠ䠄275℃䚸
⣙25ᖺ㛫䠅䛻䜘䜛⬤䝕䞊䝍䜢ᅜෆ䛷ึ䜑䛶ྲྀᚓ䛧䚸ᶵᵓㄽⓗ᳨ウ䜒㋃䜎䛘䛶䚸⌧⾜䛾ຎண ᡭ
ἲ䛾ጇᙜᛶ䜢☜ㄆ䛧䛯䚹䜎䛯䚸ᛂຊᨵၿ⟇➼䛾㓄⟶䛻䛚䛡䜛ᛂຊ⭉㣗䜜ᑐ⟇䛾㛗ᮇ᭷ຠᛶ䜢☜
ㄆ䛧䛯䚹
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【基準点】：+11
㧗䛟ホ౯䛥䜜䜛Ⅼ

ᨵၿ䜢せ䛩䜛Ⅼ

䞉ᶵᵓ䛜ᡤ᭷䛧䛶䛔䜛タ㻔䜅䛢䜣㻕䞉ホ౯䝒䞊䝹㻔㻼㻭㻿㻯㻭㻸㻕䛺䛹䜢ຠᯝⓗ䛻ά⏝䛧䛶䛔䜛䚹䜎 䞉㻼㻲㻹䛾ά⏝ィ⏬䛻䛴䛔䛶䛿ᥦ♧䛻䛸䛹䜎䜙䛪᭱⤊
┠ᶆ䜒♧䛧䛶ḧ䛧䛔䚹䠄㻙㻝䠅
䛯䚸ᶵᵓෆ㒊䚸እ㒊ᶵ㛵䛺䛹䛸䛾㐃ᦠ䛺䛹䚸ຠ⋡ⓗ䛺◊✲䜢᥎㐍䛧䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝㽢㻞䠅
䞉◊✲䛿ᴫ䛽ィ⏬㏻䜚㐍ᤖ䛧䚸ᡤᐃ䛾ᡂᯝ䜢ᚓ䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸ᡂᯝ䛾බ⾲䚸እ㒊Ⓨ⾲䛻ດ 䞉㻵㻭㻿㻯㻯䛻㛵䛩䜛ᚋ䛾◊✲䛻䛴䛔䛶䛿䚸᭱㏆䛾≧
ἣ䜢䜘䛟ᢕᥱ䛧䛶䚸◊✲䛾ᚲせᛶ䚸Ᏻୖ䛾㔜せ
䜑䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝㽢㻞䠅
ᛶ䛺䛹䜢㋃䜎䛘䛯ィ⏬䛸䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䚹䠄㻙㻝䠅
䞉┠ⓗ䚸୰ᮇィ⏬䚸㔜ⅬᏳ◊✲ㄢ㢟䛻ᇶ䛵䛔䛯ィ⏬䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉ᮦᩱ◊✲䛿䝙䞊䝈䚸ᡭἲ䚸⌧㇟䛜ከᵝ䛷䛒䜚䚸䛣
䞉㻶㻱㻭㻳➼つ᱁⟇ᐃ䛻ᐤ䛧䛯䚹䠄㻗㻝䠅
䞉㈨ᩱ㻝㻙㻡㻘㼜㻚㻟䛻䚸ಖᏳ㝔䛛䜙䛾ཷクᴗ䛾ᡂᯝ䛷ཎᏊຊᏛᢏ⾡㈹ཷ㈹䛸䛒䜛䚹ዎ⣙ᴗ 䜜䜢䛘䜀䝬䝖䝸䜽䝇ᙧᘧ䛷䜟䛛䜚䜔䛩䛟⾲⌧䛷䛝
䛺䛔䛛䚹䛘䜀䚸䝙䞊䝈䛾䝺䝧䝹䛿䚸ᑑᘏ㛗䚸
ົ䜢ᡂ䛧㐙䛢䛯䛰䛡䛷䛺䛟䚸◊✲䛸䛧䛶䛾㉁䛾㧗䛥䜒♧䛧䛯䜒䛾䛸䛧䛶ዲឤ䚹䠄㻗㻝䠅
䞉ᮦᩱຎ䛺䛹䛻䛴䛔䛶㠀ᖖ䛻ከ䛟䛾㈗㔜䛺◊✲ᡂᯝ䜢ᚓ䜙䜜䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛿䚸㧗䛟ホ౯䛷 䝸䝇䜽ሗά⏝䚸⪏㟈Ᏻ䛺䛹䚸ᡭἲ䛿↷ᑕヨ㦂䚸
䛝䜛䚹䠄㻗㻝䠅
㻼㻲㻹䚸䜅䛢䜣䝕䞊䝍䛾ά⏝䛺䛹䚹䛭䛖䛩䜛䛸◊✲
䞉᪥ᮏ䛻䛚䛔䛶䚸㧗⤒ᖺ䜈䛾ᑐᛂ䛜╔ᐇ䛻㐍ᒎ䛧䛶䛔䜛䛾䛿㻶㻭㻱㻭䛾ᐤ䛸ᛮ䛖䚹୍ య䛜┦䛻㛵㐃䛧䛶䛚䜚䚸య⣔ⓗ䛻ᐇ䛩䜛ᚲ
᪉䚸ᮦᩱ◊✲䛿䚸䝙䞊䝈䝧䞊䝇䛒䜛䛔䛿༢Ⓨⓗ䛺◊✲䛻䛺䜚䛜䛱䛷య⣔䛜ぢ䛘䛻䛟䛔䚹 せᛶ䛜䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ぢ䛘䛶䛟䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
◊✲┠ⓗ䛸䛧䛶䚸タഛ⏝⋡ྥୖ䜔㛗ᮇ䝃䜲䜽䝹㐠㌿䛺䛹䜢᫂♧䛧䛶䜒Ⰻ䛔䛛䜒䛧䜜䛺 䠄㻙㻝䠅
䛔䚹䠄㻗㻝䠅
䞉㐍ᤖ䛸䛧䛶タഛ䛾ᩚഛ䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛䛾䛿⌮ゎ䛷䛝
䞉㧗⤒ᖺᑐ⟇䛷㔜せㄢ㢟䛷䛒䜛ཎᏊຊᅽຊᐜჾᛶホ౯䛾䝙䞊䝈䛻ᑐᛂ䛧䚸ᡭἲ㛤 䜛䛜䚸㐩ᡂ┠ᶆ䛜䛂ᩚഛ䛃䛸䛔䛖䛾䛿ወ␗䛺ឤ䛜
Ⓨ䞉ᨵⰋ䛸ᐇド䝕䞊䝍㞟䛾୧㠃䛷ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䛒䜛䚹ᩚഛ䛻ᑐ䛩䜛┠ᶆ䜢ලయⓗ䛻♧䛩䛸䚸ᑦ䜘
䞉䛂䝇䝔䞁䝺䝇䜸䞊䝞䞊䝺䜲䜽䝷䝑䝗㗰䛾୰ᛶᏊ↷ᑕ䛻䜘䜛䝭䜽䝻⤌⧊ኚ䛃䛿䠈୰ᛶᏊ↷ᑕ 䛔䚹䠄㻙㻝䠅
㔞䛸⪏㣗ᛶຎ䛾䝬䜽䝻䛺┦㛵㛵ಀ䜢䠈䝭䜽䝻䛺⤌⧊ኚ䛛䜙᫂䜙䛛䛻䛧䜘䛖䛸䛩䜛◊✲
䛷䛒䜚䠈⌧㇟䛾ᮏ㉁ⓗ䛺⌮ゎ䜢┠ᣦ䛩Ⅼ䛷ホ౯䛷䛝䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉≉ᚩ䛒䜛⨨䜢⏝䛔䛯㈗㔜䛺ᡂᯝ䠄㻯㼞䛾䝇䝢䝜䞊䝎䝹ศゎ䠅䛾ྲྀᚓ䠄㻗㻝䠅
䞉≉䛻䚸ᅽຊᐜჾ㻴㻭㼆䛾↷ᑕ⬤䛻╔┠䛧䚸᪂䛯䛺ᢏ⾡ⓗ▱ぢ䜢ᚓ䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉㧗⤒ᖺ䛻㛵䜟䜛ᮦᩱ䛾↷ᑕ⬤䛺䛹䚸㛗ᮇ㛫䜢せ䛩䜛ヨ㦂◊✲䜢╔ᐇ䛻㐍䜑䛶䛔䜛䚹
䠄㻗㻝䠅
䞉㻶㻹㼀㻾䛾タഛ䛾ᩚഛ䛚䜘䜃ᢏ⾡㛤Ⓨ䜢╔ᐇ䛻㐍䜑䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
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㧗䛟ホ౯䛥䜜䜛Ⅼ
ᨵၿ䜢せ䛩䜛Ⅼ
䞉㧗⤒ᖺᑐ⟇䛷㔜せㄢ㢟䛷䛒䜛ཎᏊຊᅽຊᐜჾᮦᩱຎホ౯ୖ䛾䝙䞊 䞉㻵㻭㻿㻯㻯◊✲䛿䚸Ᏻୖ䛾ඃඛᗘ䛿ᚲ䛪䛧䜒
䝈䛻ᑐᛂ䛧䚸ᡭἲ㛤Ⓨ䞉ᨵⰋ䛸ᐇド䝕䞊䝍㞟䛾୧㠃䛷╔ᐇ䛻ᡂᯝ䜢ᣲ䛢䚸 㧗䛟䛺䛔䚹䛧䛛䛧୍᪉䚸ᨺᑕ⥺ሙ䛷䛾ᮦᩱᣲ
ィ⏬䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
ື䛻䛴䛔䛶䛾ᇶ┙⥔ᣢ䜒䚹㛵ಀ⪅䛷䛣
䞉䛣䜜䜎䛷䛻䛺䛥䜜䛯ಶ䚻䛾◊✲䛿䚸䛭䜜䛮䜜ᮇᚅ䛥䜜䛯ᡂᯝ䜢ᣲ䛢䛯䛸ホ 䛾䝞䝷䞁䝇䜢⪃䛘䛶ᚋ䛾ィ⏬䜢᳨ウ䛧䛶ḧ
౯䚹䠄㻗㻝䠅
䛧䛔䚹䠄㻙㻝䠅
䞉ಖᏳ㝔ཷクᴗ䛻䛚䛔䛶䛿䚸タഛ䠄㻶㻹㼀㻾䠅䛾⿕⅏䛻䜘䜚䚸୍㒊ヨ㦂䛾ᐇ
䛜㐜䜜䛶䛔䜛䛜䚸䛭䜜䜢㝖䛝◊✲䛿ᴫ䛽ィ⏬㏻䜚㐍ᤖ䛧䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉≉䛻䚸↷ᑕ⬤䚸⇕⬤➼䛻㛵䛧䛶䛿䚸ᚤᑡヨ㦂∦䛻䜘䜛ᇶ♏䝕䞊䝍䛻ຍ
䛘䚸䛂䜅䛢䜣䛃䜢ά⏝䛧䛯ᐇᶵ䝕䞊䝍䜒ྲྀᚓ䛧䚸ᶵᵓㄽⓗホ౯䛛䜙つ᱁ᇶ‽
⟇ᐃ䜈䛾ά⏝䜢ᅗ䜛➼䚸ᗈ⠊ᅖ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛿ホ౯䛻್
䛩䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉ᮦᩱ䛾⤒ᖺຎ䛻䛴䛔䛶䛾◊✲䛿䚸⤒ᖺኚ䜢ண 䛩䜛䛸䛔䛖Ꮫ⾡ⓗ䛺
ほⅬ䛛䜙䜒Ⰻ䛟◊✲䛥䜜䛶䛔䜛䜘䛖䛻ᛮ䜟䜜䛯䚹䠄㻗㻝䠅
䞉㧗⤒ᖺᑐ⟇ୖ㔜せ䛺䠮䠬䠲ᛶホ౯䝙䞊䝈䛻ᑐᛂ䛧䛯ᡭἲ㛤Ⓨ䛸ᐇ
ド䝕䞊䝍䛾㞟䛜䚸╔ᐇ䛻㐍䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹䠄㻗㻝䠅
䞉㐣䛺ᅽ⦰䡡ᘬᙇⲴ㔜ຍ᮲௳ୗ䛾䛝㐍ᒎヨ㦂䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䛸䚸䛣䜜
䛻ᇶ䛵䛟䛝㐍ᒎホ౯ᘧ䛾ᥦ䛿䚸ᕧᆅ㟈䛾ཎᏊ⅔䛾ᛶホ౯
䛻䛚䛔䛶᭷⏝䛺䝒䞊䝹䛸䛺䜚䛖䜛䛸ホ౯䛩䜛䚹䠄㻗㻝䠅
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国際単位系（SI）
表１．SI 基本単位
SI 基本単位

基本量

名称
記号
長
さメ ートル m
質
量 キログラム kg
時
間
秒
s
電
流ア ンペア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量モ
ル mol
光
度 カ ン デ ラ cd

面
体
速
加
波
密
面

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
SI 基本単位
組立量
名称
記号
積 平方メートル
m2
積 立法メートル
m3
さ ， 速 度 メートル毎秒
m/s
速
度 メートル毎秒毎秒
m/s2
数 毎メートル
m-1
度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル
kg/m3
積
密
度 キログラム毎平方メートル
kg/m2

比
体
電
流
密
磁 界 の 強
(a)
量濃度
，濃
質
量
濃
輝
屈
折
率
比 透 磁 率

積 立方メートル毎キログラム
度 アンペア毎平方メートル
さ アンペア毎メートル
度 モル毎立方メートル
度 キログラム毎立法メートル
度 カンデラ毎平方メートル
(b)
（数字の） １
(b)
（数字の） １

乗数
24

10
1021
1018
1015
1012
109
106
103

3

m /kg
A/m2
A/m
mol/m3
kg/m3
cd/m2
1
1

102
101

ゼ
タ
エ ク サ

Ｚ
Ｅ

10-2

ペ
テ

タ
ラ

Ｐ
Ｔ

ギ
メ

ガ
ガ

Ｇ
Ｍ

マイクロ
ノ
10-9 ナ
コ
10-12 ピ
10-15 フェムト

キ
ロ
ヘ ク ト
デ
カ

ｋ
ｈ
da

d
°
’

日
度
分

10-3
10-6

記号

セ ン チ
ミ
リ

ト
10-18 ア
10-21 ゼ プ ト
10-24 ヨ ク ト

d

c
m
µ
n
p
f
a
z
y

1 d=24 h=86 400 s
1°=(π/180) rad
1’=(1/60)°=(π/10800) rad

”
1”=(1/60)’=(π/648000) rad
ha 1ha=1hm2=104m2
L，l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
t
1t=103 kg

秒
ヘクタール
リットル

SI基本単位による
表し方
m/m
2/ 2
m m
s-1
m kg s-2
m-1 kg s-2
m2 kg s-2
m2 kg s-3
sA
m2 kg s-3 A-1
m-2 kg-1 s4 A2
m2 kg s-3 A-2
m-2 kg-1 s3 A2
m2 kg s-2 A-1
kg s-2 A-1
m2 kg s-2 A-2
K
cd
m-2 cd
s-1

トン

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの
名称
記号
SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト
ダ ル ト ン
統一原子質量単位

eV
Da
u

天

ua

文

単

位

1eV=1.602 176 53(14)×10-19J

1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
1u=1 Da

1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
バ
ー
ル bar １bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133.322Pa

m2 s-2
m2 s-2
s-1 mol

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。
実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。
(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。
(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。
(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
SI 組立単位
組立量
SI 基本単位による
名称
記号
表し方
-1
粘
度 パスカル秒
Pa s
m kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル
Nm
m2 kg s-2
表
面
張
力 ニュートン毎メートル
N/m
kg s-2
角
速
度 ラジアン毎秒
rad/s
m m-1 s-1=s-1
角
加
速
度 ラジアン毎秒毎秒
rad/s2
m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル
W/m2
kg s-3
熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン
J/K
m2 kg s-2 K-1
比 熱 容 量 ， 比 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K)
m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル
ギ ー ジュール毎キログラム
J/kg
m2 s-2
熱
伝
導
率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3
m-1 kg s-2
電
界
の
強
さ ボルト毎メートル
V/m
m kg s-3 A-1
電
荷
密
度 クーロン毎立方メートル C/m3
m-3 sA
表
面
電
荷 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 sA
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 sA
誘
電
率 ファラド毎メートル
F/m
m-3 kg-1 s4 A2
透
磁
率 ヘンリー毎メートル
H/m
m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル
J/mol
m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー, モル熱容量 ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照 射 線 量 （ Ｘ 線 及 び γ 線 ） クーロン毎キログラム
C/kg
kg-1 sA
吸
収
線
量
率 グレイ毎秒
Gy/s
m2 s-3
放
射
強
度 ワット毎ステラジアン
W/sr
m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放
射
輝
度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性
濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3
m-3 s-1 mol

表５．SI 接頭語
記号 乗数
接頭語
Ｙ
シ
10-1 デ

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位
名称
記号
SI 単位による値
分
min 1 min=60s
時
h 1h =60 min=3600 s

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度
（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位
組立量
他のSI単位による
名称
記号
表し方
（ｂ）
平
面
角 ラジアン(ｂ)
rad
1
（ｂ）
(ｂ)
(c)
立
体
角 ステラジアン
sr
1
周
波
数 ヘルツ（ｄ）
Hz
力
ニュートン
N
圧
力
応
力 パスカル
,
Pa
N/m2
エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール
J
Nm
仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット
W
J/s
電
荷
電
気
量 クーロン
,
C
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト
V
W/A
静
電
容
量 ファラド
F
C/V
電
気
抵
抗 オーム
Ω
V/A
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス
S
A/V
磁
束 ウエーバ
Wb
Vs
磁
束
密
度 テスラ
T
Wb/m2
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー
H
Wb/A
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ)
℃
光
束 ルーメン
lm
cd sr(c)
照
度 ルクス
lx
lm/m2
Bq
放 射 性 核 種 の 放 射 能 （ ｆ ） ベクレル（ｄ）
吸収線量, 比エネルギー分与,
グレイ
Gy
J/kg
カーマ
線量当量, 周辺線量当量, 方向
Sv
J/kg
シーベルト（ｇ）
性線量当量, 個人線量当量
酸
素
活
性 カタール
kat

接頭語
ヨ
タ

オングストローム
海
里
バ
ー
ン

Å
Ｍ

１Å=0.1nm=100pm=10-10m
１M=1852m

b

ノ
ネ
ベ

ト
パ
ル

kn
Np
Ｂ

１b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
１kn=(1852/3600)m/s

ル

dB

ッ
ー

デ

ジ

ベ

SI単位との数値的な関係は、
対数量の定義に依存。

表９．固有の名称をもつCGS組立単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
ル
グ erg 1 erg=10-7 J

エ
ダ
ポ

イ
ア

ス
ス

ト ー ク
チ
ル

フ
ガ

ォ

ン dyn 1 dyn=10-5N
ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lx
ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ ｪ ル
ガ
ウ
ス
エルステッド（ ｃ）

Mx
G
Oe

1 Mx = 1G cm2=10-8Wb

1 G =1Mx cm-2 =10-4T
1 Oe (103/4π)A m-1

（c）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「
は対応関係を示すものである。

キ
レ
ラ

名称
ュ
リ
ン

レ
ガ

ト

表10．SIに属さないその他の単位の例
記号
SI 単位で表される数値
ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq

ゲ

ン

ン R
ド rad
ム rem
マ γ

準

大

気

1 R = 2.58×10-4C/kg

1 rad=1cGy=10-2Gy
1 rem=1 cSv=10-2Sv
1γ=1 nT=10-9T

1フェルミ=1 fm=10-15m

フ
ェ
ル
ミ
メートル系カラット
ト
標

」

1メートル系カラット = 200 mg = 2×10-4kg

ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

カ

ロ

リ

ー

cal

ミ

ク

ロ

ン

µ

1cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー）4.184J（｢熱化学｣カロリー）

1 µ =1µm=10-6m
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