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平成 26 年度 研究開発・評価報告書
評価課題「福島第一原子力発電所の廃止措置に係る技術等の研究開発」
（事前評価）
日本原子力研究開発機構
福島研究開発部門
（2015 年 6 月 23 日受理）
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 日改正）等に基づき、平成 26 年 10 月 7 日に「福島第一原子力発電所の廃止
措置に係る技術等の研究開発」に関する事前評価を福島廃止措置研究開発・評価委員会に諮問し
た。
これを受けて、福島廃止措置研究開発・評価委員会は、委員会におい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第 3 期中長期計画期間（平成 27 年 4 月から平成 34 年 3 月）
における研究開発計画に関する説明資料の検討及び各担当者による口頭発表と質疑応答を実施
した。
本報告書は、福島廃止措置研究開発・評価委員会より提出された事前評価の内容をとりまとめ
たものである。1

本報告書は、福島廃止措置研究開発・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。
日本原子力研究開発機構 福島研究開発部門 企画調整室 （事務局）
東京事務所 〒東京都千代田区内幸町  富国生命ビル  階
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Assessment Report of Research and Development Activities in FY2014
Activity: “Research and Development of the Technologies for Decommissioning of
Fukushima Daiichi Nuclear Power Station” (Pre-review Evaluation)
Sector of Fukushima Research and Development
Japan Atomic Energy Agency
Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
（Received June 23, 2015）
Japan Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as “JAEA”) consulted an assessment
committee, “Evaluation Committee of Research and Development Activities for Fukushima
Decommissioning” (hereinafter referred to as “Committee”) for prior assessment of
“Research and Development of the Technologies for Decommissioning of Fukushima Daiichi
Nuclear Power Station” in accordance with “General Guideline for the Evaluation of
Government Research and Development (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 JAEA.
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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 日改正）等に基づき、平成 26 年 10 月 7 日に「福島第一原子力発電所の廃止
措置に係る技術等の研究開発」に関する事前評価を福島廃止措置研究開発・評価委員会に諮問し
た。
これを受けて、福島廃止措置研究開発・評価委員会は、委員会におい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第 3 期中長期計画期間（平成 27 年 4 月から平成 34 年 3 月）
における研究開発計画に関する説明資料の検討及び各担当者による口頭発表と質疑応答を実施
した。
その結果、第 3 期中長期計画期間における研究開発課題および研究計画については、国が定め
る「東京電力（株）福島第一原子力発電所 1～4 号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」
との関係を考慮すること等の意見を付して、全ての研究課題について概ね妥当と判断された。そ
の他、原子力機構が廃炉に関する研究開発を進めることで，当該分野全体の底上げにつながるよ
うな、若い人たちの目標となるような研究テーマが出てくることを期待する、などの意見があっ
た。
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２．福島廃止措置研究開発・評価委員会の構成
本委員会は平成 26 年 6 月 9 日に設置され、以下の 11 名の委員から構成されている。
委員長 岡本 孝司  国立大学法人東京大学大学院工学系研究科原子力専攻
       専攻長・教授

井口 哲夫  国立大学法人名古屋大学大学院工学研究科量子工学専攻
       教授

ニュークリアー・エナジー株式会社日立事業所
GEニュークリアー・エナジー株式会社日立事業所
石渡 雅幸  日立 *(
       シニアプロジェクトマネージャー

片岡  勲  国立大学法人大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻
       教授

小崎  完  国立大学法人北海道大学大学院工学研究院
       エネルギー環境システム部門 教授

小林 正彦  株式会社東芝電力システム社 原子力事業部
       技監

高木 直行  学校法人五島育英会東京都市大学大学院共同原子力専攻
       教授

新堀 雄一  国立大学法人東北大学大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻
       教授

福田 俊彦  原子力損害賠償・廃炉等支援機構
       技術グループ 執行役員

三澤  毅  国立大学法人京都大学原子炉実験所
       教授

森島  誠  三菱重工業株式会社エネルギー・環境ドメイン
       原子力事業部炉心・安全技術部安全技術統括課 主席技師
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３．審議経過

(1) 第 1 回福島廃止措置研究開発・評価委員会開催：平成 26 年 9 月 16 日
〇研究開発・評価委員会と原子力機構の評価制度について
〇委員長の選出（委員互選）
東京電力（株）福島第一原子力発電所事故への原子力機構の取組みについて
〇東京電力(株)福島第一原子力発電所事故への原子力機構の取組みについて
〇評価方法について
(2) 理事長から委員長に対し「福島第一原子力発電所の廃止措置に係る技術等の研究開発」に関
する事前評価について諮問：平成 26 年 10 月 7 日
(3) 第 2 回福島廃止措置研究開発・評価委員会（事前評価）開催：平成 26 年 11 月 26 日
〇諮問書の確認
〇事前評価
・使用済燃料集合体他の長期健全性評価
・事故進展挙動等の調査
・格納容器・圧力容器内部調査技術開発
・燃料デブリの計量管理方策の構築に係る研究開発
・廃棄物処理・処分に係る研究開発
・遠隔技術：事業横断的基盤研究
〇全体討議
(4) 欠席委員への個別説明：平成 26 年 12 月 3 日、8 日
  第 2 回福島廃止措置研究開発・評価委員会の内容について事務局より欠席委員に説明した。
(5) 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、平成 27 年 1 月 30 日に答申した。
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４．評価方法

理事長からの諮問に基づき、第 3 期中長期計画へ反映するための事前評価を行った。
4.1 評価方法と評価の観点
4.1.1 事前評価
 下記の各研究開発課題について、各実施担当者より説明を受け、原子力機構が実施した自
己評価に対し、以下の観点から、研究開発課題及び研究開発計画の妥当性について評価を行
った。
研究開発課題／計画の妥当性
(1)研究開発課題／計画の妥当性
○研究開発課題の選定の妥当性
○方向性・目的・目標等の妥当性、研究開発の進め方の妥当性、社会的ニーズとの整合
○研究資金・人材等の研究開発資源の配分の妥当性
上記については、機構の自己評価内容に対し、「評価欄」にて妥当／修正の評価を行い、「理由
／ご意見等欄」に修正理由、意見を記入し、集計した。
各委員の評価結果を集計したものを基に、研究開発課題毎に審議を行い、各項目について、委
員会としての事前評価結果を取りまとめた。
なお、出された意見については、各委員の専門的知見からによる意見であり、各委員の所属機
関の意見ではない。
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５．評価結果（答申書）


平成  年  月  日
独立行政法人日本原子力研究開発機構
 理事長 松浦祥次郎 殿

福島廃止措置研究開発・評価委員会
 委員長 岡本孝司



研究開発課題の事前評価結果について（答申）

平成  年  月  日付貴発「 原機（福企）」において諮問のありました「福島
第一原子力発電所の廃止措置に係る技術等の研究開発」に関する事前評価を行った結果
を別紙のとおりに答申します。
なお、研究開発課題の事前評価の枠外ではありますが、福島第一原子力発電所の事故
に対する貴機構の取り組み全般に関する、評価委員会の意見についても参考資料として
報告します。


別紙：
「福島第一原子力発電所の廃止措置に係る技術等の研究開発」に関する
事前評価

参考資料：
「東京電力 株 福島第一原子力発電所事故への日本原子力研究開発
機構の取組みに対する、評価委員会委員からの意見・提言」






以 上
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別紙






「福島第一原子力発電所の廃止措置に係る技術等の研究開発」に関する事前評価
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添付資料


表－１ 福島廃止措置研究開発・評価シート
     研究開発課題名：使用済燃料集合体他の長期健全性評価···············
表－２ 福島廃止措置研究開発・評価シート
     研究開発課題名：事故進展挙動等の調査研究·························
表－３ 福島廃止措置研究開発・評価シート
     研究開発課題名：格納容器・圧力容器内部調査技術開発···············
表－４ 福島廃止措置研究開発・評価シート
     研究開発課題名：燃料デブリの計量管理方策の構築に係る研究開発·····
表－５ 福島廃止措置研究開発・評価シート
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表－６ 福島廃止措置研究開発・評価シート
     研究開発課題名：遠隔技術：事業横断的基盤研究·····················
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１．評価の概要について 
福島廃止措置研究開発・評価委員会（以下「評価委員会」という。
）は、日本原子
力研究開発機構（以下、
「機構」という。）が実施する福島第一原子力発電所１～４号
機の廃止措置に関する技術等の研究開発課題（他部門で評価される研究開発課題及び
受託・補助金による研究課題を除く）を対象とし、機構理事長からの諮問（平成 
年  月  日  原機（福企））に基づき、事前評価を実施した。

２．評価方法と評価の観点
 機構が実施する各研究課題の自己評価に対し、以下の観点から、研究開発課題／計
画の妥当性について評価を実施した。
 
  研究開発課題／計画の妥当性
○研究開発課題の選定の妥当性
○方向性・目的・目標等の妥当性、研究開発の進め方の妥当性、社会的ニーズとの
整合
○研究資金・人材等の研究開発資源の配分の妥当性

 評価は以下の方法で行った。
 まず、機構の自己評価内容に対し、各委員がそれぞれ上記の観点から評価を行い、
その結果について評価シートの「評価欄」にて妥当／修正のいずれかを記載すると
ともに、
「理由／ご意見等欄」にその理由や意見を記入したものを集約した。
 次に各委員の評価結果を集約したものを基に、研究開発課題毎に審議を行い、 
研究開発課題／計画の妥当性について、委員会としての評価結果をとりまとめた。
 なお、出された意見については、各委員の専門的知見からによる意見であり、各
委員の所属機関の見解ではない。


３．研究開発課題の評価
３．１．使用済燃料集合体他の長期健全性評価
３．１．１ 研究課題の概要
 機構からの説明は以下の通りであった。
①構造材料の腐食進展評価および腐食モデルの検討
 燃料集合体およびプール等の循環注水冷却系材料 ステンレス鋼炭素鋼ジルカ
ロイ等 の腐食進展を評価する。腐食試験においては放射線、海水成分、すき間、
溶接部等の影響評価を行う。水質分析 S+'2+2溶出イオン濃度等 と皮膜分析
を行い、機構論的な腐食モデルを検討する。
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 本研究開発は、腐食進展に及ぼす放射線、海水成分、がれき成分、すき間等の影
響評価を行い、ステンレス鋼、炭素鋼の機構論的な腐食モデルを提案することを目
標とする。
 本研究開発の成果は、燃料集合体および燃料プール等の循環注水冷却系材料の長
期使用に対する健全性の確認に反映する。
 研究開発期間は平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。

②腐食抑制対策 防錆剤等 の検討
 放射線照射環境においても適用可能な腐食抑制対策 防錆剤等 の検討を行い、循
環注水冷却系材料 ステンレス鋼炭素鋼等 の腐食抑制対策を提案する。
 本研究開発は、放射線照射環境において適用可能な腐食抑制策を立案・検証する
ことを目標とする。
 本研究開発の成果は、循環注水冷却系機器の長期健全性保持のための腐食抑制策
立案に反映する。
 本研究開発の期間は平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。

③放射線照射環境における腐食評価手法の構築
 温度S+成分濃度をパラメータとした、海水成分含有水の放射線分解（ラジオリ
シス）解析コードを整備する。得られた機構論的な腐食モデルから、数値シミュレ
ーションによる腐食評価手法を提案する。
 本研究開発は、海水成分含有水の放射線分解（ラジオリシス）解析コードを整備
する。数値シミュレーションによる腐食評価手法を提案することを目標とする。
 本研究開発の成果は、実測が困難な部位における構造材料の腐食評価に反映する。

 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。

３．１．２事前評価結果 
（表－１福島廃止措置研究開発・評価シート 研究開発課題名：使用済燃料集合体他
の長期健全性評価 参照）
１ 研究開発課題／計画の妥当性
 研究開発課題／計画に対し、評価委員会は、２．（１）研究開発課題／計画の妥
当性の観点から、以下の点を一部修正する必要があるが、概ね妥当であると判断し
た。

○-$($ の利点を生かし、かつ ) 廃止措置研究開発として、福島がターゲットにな
っていることを認識して、１) 現場にどう対応していくか見直すこと。
○平成  年度まで続く計画となっているが、中長期ロードマップに基づく研究開
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発やデブリ取り出しまでの開発スケジュールと整合するよう、当初３年目まで着
実に実施し、その後計画を見直しすること。
○中長期ロードマップに基づく研究との関係が見えにくく、実施項目の重複が懸念
される。これらの実施項目との関係を考慮すること。

 なお、その他の意見の主なものは以下の通りである。

○構造材の腐食についての基盤研究は継続的に進めるべき研究テーマである。一方、
福島への適用を考えると、少し目標と実施内容がずれている感は否めない。例え
ば、廃棄物処理等と絡めた超長期（～ 年）健全性等も考えては如何か。
○防錆剤の検討では、廃液の処理・処分の観点での検討を明確にし、さらに処理処
分分野の研究部門と密な情報交換を行うなどした上で進めてほしい。
○計算コード開発は平成  年度までのγ線照射実験の終了又はその完了前から開
始すべきと考える。
○使用済燃料の長期健全性評価及び循環ループの腐食等に研究については国際廃
炉研究開発機構（,5,'）研究で実施されていると考えており、現在の提案内容で
は ,5,' 以外で他の研究を進める必要性は判断できない。
○腐食は現在進行中の問題であり、最終年度（平成  年度）に腐食進展評価を行
うという計画は遅すぎるように考える。進展評価は手法開発と並行して行い、新
しい知見が得られたらすぐに現場に適用するようにすべきと考える。
○もう少し期間を圧縮できた方が良い。
○開発課題や計画の設定は妥当なものである。ただ、すべてを網羅的に取り上げて
いるので、-$($ としての重点的、革新的な開発目標がやや希薄に感じられる。

３．２．事故進展挙動等の調査
３．２．１ 研究課題の概要
 機構からの説明は以下の通りであった。
①事故時熱水力挙動評価手法開発
 解析モデル、手法の改良・構築と事故時熱流動挙動を対象とした試験による検証
データの取得により、炉心損傷時を含む、シビアアクシデント（6$）時の熱流動挙
動を評価できる解析手法を開発する。
 本研究開発は、炉心損傷時の熱流動挙動を評価できる解析手法を構築し、6$ 解
析コードによる炉内状況評価の高度化に資することを目標とする。
 本研究開発の成果は、平成  年度までに手法を構築し、炉内状況評価のための
基礎データ・基本モデルを提供するとともに、平成  年度以降は、モデル／コー
ドの継続的な評価を行うとともに、構造材・圧力容器挙動評価と連携し、6$ 解析
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コード高度化のための基礎知見を提供する。
 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。

②事故時の燃料損傷及び溶融評価
 解析手法の改良・構築により、燃料等の溶融・損傷や溶融物質の移行挙動を評価
できる解析手法を開発する。破損燃料等からの放射性物質放出挙動評価精度向上の
ため、照射済燃料等を用いた放射性物質放出試験を行い、放出速度データを拡充す
る。データを解析し、破損燃料等からの放射性物質放出モデルを高度化する。
 本研究開発は、破損燃料からの放射性物質放出挙動について、雰囲気、燃料組成、
燃料溶融の影響を評価できるモデルを開発することを目標とする。
 本研究開発の成果は、平成  年までに試験や評価を終え、6$ 解析コードによる
炉内状況把握結果の裏付けやコード高度化に反映する。
 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。

③構造材・圧力容器挙動評価
 既往データがない事故条件（高温下）での材料変形・破損試験により、データベ
ースを拡充する。また、データベースの組み込み、解析評価モデルの改良を行い、
変形・破損挙動評価の精度を向上する。
 本研究開発は、6$ 時の材料損傷等の予測手法を構築し、圧力容器破損位置、モ
ードを評価することを目標とする。
 本研究開発の成果は、平成  年度までに、構築した手法により種々のシナリオ
に対する破損モードを評価し、炉内状況評価のための基礎データとして提供する。
また、平成  年度以降は、事故時の燃料損傷及び溶融評価と連携し、損傷部から
の燃料等の移行挙動について評価を行い、6$ 解析コード高度化のための基礎知見
に資する。
 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。

④放射性物質化学挙動評価
 6$ 解析コード高度化を通じた放射性物質の炉内分布や性状評価精度向上のため、
照射済燃料を用いた炉内での放射性物質移行再現実験や化学反応基礎実験を行い、
化学挙動データを拡充する。また、計算化学手法によりデータ解析を行い、&V の
炉内への化学吸着挙動や炉内移行における化学挙動を評価し、モデルを構築または
高度化する。
 本研究開発は、6$ 時の炉内各所における放射性物質化学挙動に関するデータベ
ースを構築して放射性物質移行モデルを高度化することを目標とする。
 本研究開発の成果は、平成  年度までに &V の炉内分布や配管等への付着性状予
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測を行い、初号機の燃料デブリ取り出し準備のための基礎データとして提供する。
また、平成  年度以降は、デブリ取出し結果等の炉内状況観察・分析結果に基づ
く検証により、モデル／コードの継続的改良や、デコミ廃棄物放射能インベントリ
ー評価のための基礎知見として資する。
 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。

３．２．２事前評価結果 
（表－２福島廃止措置研究開発・評価シート 研究開発課題名：事故進展挙動等の調
査研究 参照）
１ 研究開発課題／計画の妥当性
 研究開発課題／計画に対し、評価委員会は、２．（１）研究開発課題／計画の妥
当性の観点から、以下の点を一部修正する必要があるが、概ね妥当であると判断し
た。
○福島のデブリ予測という観点では細かい課題をいろいろとやりすぎている。順番
の入れ替え、福島第一原子力発電所（)）現場に直結したテーマを優先するなど、
適宜、研究開発スケジュールの見直しを行って進めること。
○中長期ロードマップに基づく研究との関係が見えにくい。これらとの関係を考慮
すること。

 なお、その他の意見の主なものは以下の通りである。

○コード開発は重要だが、Ｆへの反映を考えると今の内容よりも実験によるデー
タ取得に力を注ぐべき。
○-$($ の計画では、平成 ～ 年度までの長期に亘っているが、3&9 内部調査が
始まると、解析による推定結果が後から出ても意味がないと思われ、開発の意義
について、再確認が必要。
○試験データ、開発成果が公開されるなら、将来の 0$$3 等の検証にも活用できる
可能性があるので、成果の公開、共有が適切に行われるよう配慮をお願いしたい。

○基盤研究としての計画はそれなりに考えられている。しかし、福島として考えた
時におかしなものが多い。例えば、最初にボイド率データが必要なのか不明。初
期の水流動状況はデブリ移行に影響しない。つまり①事故時熱水力挙動評価手法
開発は福島以外でやることを考えても良いと思われる。それから、③高温データ
は -$($ 大洗でかなりのデータがとられている。同じ -$($ 内で情報交換してほし
い。
○研究内容としては、炉内状況把握を進める上で役立つといえる。,5,' で実施し
ている事故解析コードの高度化による炉内状況把握は、 年度末に成果をま
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とめようとしていることから、この研究成果の情報を適宜、,5,' の研究に提供
するように、スケジュールを考慮すべき。
○「精度向上」という言葉は判りやすいような説明であるが、定量的ではない。何
が問題で、何をどれくらい精度を上げれば良いかをもう少し明確にすべきと考え
る。
○放射性物質化学挙動は廃止措置時に特に重要となるので、良い成果を出してほし
い。
○-$($ は過酷事故解析な熱流動解析の高い解析能力を持っているのでそれを更に
発展させ、この技術課題の解決を図る計画は妥当である。ただ、コードの検証は
福島の状況に即した、現実的な実験データの収集が必要であると考える。

○-$($ の強みを活かした研究開発である。なお、②事故時の燃料損傷及び溶融評
価について、事故時の燃料損傷および溶融評価について、&)' 解析手法の妥当性
を確認する必要がある。また、放射性物質試験から得る放出速度については、放
出速度の定義自体も検討が必要になると考える。一方、④放射性物質化学挙動評
価では、特に多くの知見が得られることが期待される。
 
３．３．格納容器・圧力容器内部調査技術開発
３．３．１ 研究課題の概要
 機構からの説明は以下の通りであった。
①内部観察・レーザーモニタリング技術の開発
 炉内の状況、放射線強度、燃料デブリの存在及びその性状（がれき、燃料、燃料・
がれき混合体）等を遠隔・その場で迅速に把握するために、耐放射線性光ファイバ
ー技術を共通的技術基盤とした、光ファイバースコープによる内部視認プローブ、
ルビーシンチレータ等による局所放射線プローブ及びレーザーモニタリング技術
としてレーザー誘起発光分光法（/,%6 等による元素組成分析プローブを開発する。
また、レーザーモニタリング技術については、より高感度化、高分解能化を図って
同位体識別能力を向上させ、炉内状況調査のみならず、廃棄物の迅速分別、核燃料
物質の簡易計量管理、燃料取り出し後の残存核燃物質評価等、廃炉に不可欠な遠隔
分析ツールとして確立する。
 本研究開発は、炉内状況を想定し、線量率 ～*\K、累積線量 0*\ あるい
はそれ以上の高線量下、かつ、狭隘、気中・水中又は高湿度環境下において、P
程度の遠方から可視化映像による観察、線量評価及び溶融デブリ等の定量的な組成
分析が同時に実施可能な技術を開発することを目標とする。
 本研究開発の成果は、) 廃止措置計画で実施している格納容器内部調査及び圧
力容器内部調査に有効な手法として提案し、廃止措置に反映させる。また、デブリ
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や廃棄体の処理処分を安全にかつ迅速に分析・分類する遠隔プローブとして活用す
る。
 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。前
半  か年で内部調査技術提案を行い、その後の  か年で広範囲な廃止措置への適用
を行う計画である。

②元素識別方法の構築
 レーザー分光により、炉内の燃料デブリ分布状況や大量のデブリを高精度で迅速
かつ簡易に分析・評価知するためには、得られた分光結果を評価するための基礎分
光データが不可欠である。そこで、炉内構造物質、核燃料物質、)3 核種等の多種
多様の元素及びその混合物及び様々な化学性状を有した模擬デブリ等による基礎
分光データを取得する。取得したデータを活用して、定量的な元素識別、組成分析
法を開発し、デブリの迅速な組成評価の実現を目指す。また、核燃料物質や )3 等
の同位体評価に必要となるスペクトルデータを拡充し、評価に不可欠なデータベー
スを整備するとともに、分析評価方法を確立し、廃炉に不可欠な遠隔分析基盤技術
を形成する。
 本研究開発は、レーザー分光による元素分析技術を開発するため、分光スペクト
ルデータを取得するとともに、これらを用いて定量評価が可能な手法を提供するこ
と、及び元素組成に加えて、核燃料物質等の主たる同位体の分析も含む高精度な迅
速・直接・その場分析定量評価の実現に不可欠な精密分光データを取得し分光分析
手法を確立することを目標とする。
 本研究開発の成果は、レーザーモニタリング技術において不可欠な基礎データを
提供するとともに、分析評価手法の確立に資する。また、レーザーモニタリング技
術による ) 廃止措置に向けた基盤技術（廃棄物処理における核燃・構造材の迅速
分別、溶融デブリ組成評価、計量管理を含む核燃料物質の計測技術の応用研究等）
の確立に不可欠な手法、分光基礎データを提供する。
 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。前
半  か年で内部調査技術提案を行い、その後の  か年で広範囲な廃止措置への適用
を行う計画である。

３．３．２事前評価結果 
（表－３福島廃止措置研究開発・評価シート 研究開発課題名：格納容器・圧力容器
内部調査技術開発 参照）
１ 研究開発課題／計画の妥当性
 研究開発課題／計画に対し、評価委員会は、２．（１）研究開発課題／計画の妥
当性の観点から、以下の点を一部修正する必要があるが、概ね妥当であると判断し
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た。
○) 現場とのリンクを考えて、順番の入れ替え、) 現場に直結したテーマを優先
するなど、適宜、研究開発スケジュールの見直しを行って進めること。
○中長期ロードマップに基づく研究との関係が見えにくい。これらとの関係を考慮
すること。

 なお、その他の意見の主なものは以下の通りである。

○チャレンジングな研究開発項目であり、成功を期待するが、その場観察における
定量性やパターン認識性の達成目標についてももう少し段階（年次）的に明確な
設定をしていただけると良い。
○興味深く、又、非常に有益な研究開発と思う。今後の成果に期待する。
○少量の 0$ の多元素系で有効な計量分析ができるか。また、サンプル調達とタイ
ムスケジュールは 2. か。
○内部観察技術の開発にあたっては、適用できる格納容器ペネトレーションやその
サイズ制限等、初期段階でニーズと制限等のインターフェースを取ることが重要
と考える。
○基盤研究としては有効な方法である。核燃料のデータベースは他にも役立つ。た
だし、福島を考えると、工程見直しを含めて検討されたし。適用できないと厳し
い。
○高線量下、LQVLWX で、視認、分析できる技術についてはニーズが高い。
○早めにフィージビリティの評論ができるようにし、,5,' の実プロジェクトへタ
イムリーに応用できるようにすべきである。そのために、東電、メーカーとのコ
ミュニケーションを図るべきである。
○現場的には燃料の有無を簡易に確認したい。
○１) 廃炉の現場を良く把握し、実際に適用できることを具体的に見据えた研究計
画とするよう工夫が必要。
○内部観察の技術はデブリ取り出しのためにも非常に重要であるので、その分野だ
けでも先行して開発を進めて、福島でテストすべきと考える。
○元素識別は最終的にはサンプルを取ってきて分析すべきもので、サンプルを取っ
てくるメカニカルな手法も並行して開発すべきと考える。
○デブリ取り出し時に特に有益な研究と考える。
○耐放射線光ファイバー技術の開発は非常に興味深く妥当な計画である。ただ、そ
の実現は容易ではないことも十分に認識して、日本のもつ高い光技術を結集して
基礎的な研究から積み上げていく姿勢が必要と考える。
○①内部監察・レーダーモニタリング技術の開発では、目標が具体的であり、大き
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な成果が期待される。
○②元素識別方法の構築では、本手法の ) への適用における課題（たとえば、精
度など）を整理する必要がある。

３．４．デブリ計量管理技術開発
３．４．１ 研究課題の概要
 機構からの説明は以下の通りであった。
①燃料デブリ中の核物質量の評価・測定技術の開発
 炉から取り出し容器に収納した燃料デブリ中の核物質量を測定または評価する
技術を開発する。
 本研究開発は、廃炉工程を阻害しないで、容器に収納した燃料デブリ中の核物質
量を確定する技術を開発することを目標とする。
 本研究開発の成果は、初号機の燃料デブリ取り出し準備のために平成  年頃か
ら開始する計量管理システムに反映する。
 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。

②合理的な計量管理方法の検討
 70, 事故、チェルノブイリ事故などの類似の炉心燃料損傷事故における核物質
計量管理の例を調査すると共に、炉から取り出した燃料デブリの保管、貯蔵、輸送、
核物質防護、国際約束に基づく核物質量の国際原子力機関への申告、,$($ の保障
措置などの核物質の管理に必要な情報を調査、検討し、これらを基に合理的な計量
管理手法を開発する。
 本研究開発は、取り出した燃料デブリを核物質して適切に管理するために必要と
なる核物質量に関する情報を提供できる手法を開発することを目標とする。
 本研究開発の成果は、初号機の燃料デブリ取り出し準備のために平成  年頃か
ら開始する計量管理システムに反映する。
 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。

③核燃料物質の分布状況の調査
 核物質の分布状況を調査し計量管理対象物質を確認する。
（他のプロジェクトの
実施結果等を利用して行う）
 本研究開発は、核燃料物質として計量管理を実施する対象物を確定することを目
標とする。
 本研究開発の成果は、初号機の燃料デブリ取り出し準備のために平成  年頃か
ら開始する計量管理システムに反映する。
 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。
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３．４．２事前評価結果 
（表－４福島廃止措置研究開発・評価シート 研究開発課題名：燃料デブリの計量管
理方策の構築に係る研究開発 参照）
１ 研究開発課題／計画の妥当性
 研究開発課題／計画に対し、評価委員会は、２．（１）研究開発課題／計画の妥
当性の観点から、以下の点を一部修正する必要があるが、概ね妥当であると判断し
た。

○説明が定性的であり分かりにくい。
○達成目標、項目の関係、絞込みプロセス、年次計画等を具体的に明確にすること。

 なお、その他の意見の主なものは以下の通りである。

○デブリの直接処分がオプションとして考えられることから、核物質量以外の収納
量も把握できる技術の開発を期待する。
○不要な開発をなくすためにも、デブリの計量管理の戦略を先に明確にできないか。

○基礎基盤研究として重要。かつ国際的にも基盤として役立つ文科省のテリトリー
である。
○燃料デブリ取り出しにおいて計量管理は重要な課題である。
○できるだけ合理的に管理できるような開発を進めてほしい。
○実プロジェクトの装置開発も含めたスケジュール管理をすべきである。
○今後とも、１) 廃炉の現場を良く把握し、実際に適用できることを具体的に見据
えた研究計画とするよう留意が必要。
○現在での問題点（精度）がわからないので、この研究がどのくらい難しいのか（又
は易しいのか）わからない。少なくとも目標をもう少し明確にすべきと考える。
○デブリの性状や臨界管理でホウ酸を使用した場合の影響など不確定な事項が多
いため、最適な計測方法が資料に明記できなかったものと理解した。
○困難な課題を解決しようとする計画は妥当と考える。ただ、福島の場合には計量
管理手法をどのように高度化してもかなりの不確定性は残るので、そうした不確
定性を含めた新しくかつ合理的な計量管理手法を開発し、,$($ の保証措置査察
において、福島の特殊性を理解いただく必要があると考える。
○デブリの不均一性について、先行事例との共通点と違いを整理し、核物質量の測
定技術・評価手法の開発を進めることに期待する。
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３．５．廃棄物処理・処分に係る研究開発
３．５．１ 研究課題の概要
 機構からの説明は以下の通りであった。
①安全評価の信頼性向上に係る開発
 福島第一原子力発電所から発生する廃棄物中に共存する可能性のある物質等に
よる影響を含めた様々な処分環境条件下を模擬し、各種金属の腐食速度データや、
多様な人工バリア材等への核種の収脱着に関するデータ等、安全評価インプットデ
ータを取得、整備する。併せて、廃棄物のソースタームモデルや共存物質等の影響
評価モデル等の安全評価個別現象モデル開発を進めるとともに、性能評価上の差異
を表現できる安全評価解析コードを開発する。さらに、産廃等で実績がある水面埋
立方式を低濃度で多量ながれき類への適用を想定し、海底土や汚染水等の利用を考
慮した処分概念の技術的成立性及び安全性の確認を行う。
 本研究開発は、安全評価個別現象モデルの整備、安全評価解析コードの整備、安
全評価インプットデータの整備、水面埋立方式の技術的成立性の提示を目標とする。

 本研究開発の成果は、信頼性の高い安全評価モデル、信頼性の高い安全解析コー
ドを提供するとともに、適宜 ,5,' で実施している検討にデータを提供する。また、
代替処分概念の提案に資する。
 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。

②人工バリア材の高度化開発
 処分の安全評価上、被ばく線量に寄与する上位の重要核種を主な対象に、処分施
設からの移動を遅延させることが可能なよう、セメント系材料に核種の高収着性材
料を添加・改良するなどした高収着バリア材料の開発を行う。また、長期の岩盤変
位への追従性と、様々な処分環境条件下での耐腐食性を併せ持った超長期の寿命を
達成可能な処分容器の開発を行い、その適用条件を整理する。
 本研究開発は、高収着バリア材の提示、超長期寿命処分容器の提示を目標とする。

 本研究開発の成果は、開発した材料を導入した高度化処理・処分システムの提案
に資する。
 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。

③廃棄体性能の高度化開発
 処分の安全評価上、被ばく線量に寄与する上位の重要核種を主な対象に、廃棄体
からの溶出を遅延させることが可能な固型化材や添加剤等の開発を行う。開発した
固型化材や添加剤等については様々な処分環境条件下での核種溶出データを取
得・整備する。また、含まれる可能性がある有害物質の処分施設からの大量溶出に
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よる環境汚染が発生しないよう、有害物質の固定化手法、溶出遅延材の開発を実施
するとともに、溶出データ等を取得・整備する。これら開発に資するため、固化体
中での元素の閉じ込め機構の解明研究を進める。
 本研究開発は、廃棄体からの放射性核種の溶出を遅延できる新規固型化材あるい
は添加剤の開発、廃棄体中への有害物質を固定化技術の開発を目標とする。
 本研究開発の成果は、開発した材料、技術を利用する廃棄体作製方法の提案に資
する。
 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。

④分析・測定技術の高度化開発
 現在ロードマップに基づき開発している核種分析手法を含め、分析データの品質
保証を図るための核種分析手法の標準化を図るとともに、既存分析法のコンパクト
化、自動化などの開発を行う。また、福島第一原子力発電所から発生する廃棄物に
は主としてα核種に汚染されているものも相当数発生することが想定される。さら
に、有害物質等が混在している可能性がある。そこで、これらを非破壊で測定可能
な技術開発を行う。
 本研究開発は、事故廃棄物の核種分析に必要となる分析手法の標準化、コンパク
ト化・自動化した分析技術の開発、核燃料物質及び有害物質の非破壊分析技術の開
発を目標とする。
 本研究開発の成果は、分析・研究施設の核種分析作業における利用、大学、研究
機関等における核種分析での活用、廃棄体検認手法の提案に資する。
 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。

３．５．２事前評価結果 
（表－５福島廃止措置研究開発・評価シート 研究開発課題名：廃棄物処理・処分に
係る研究開発 参照）
１ 研究開発課題／計画の妥当性
 研究開発課題／計画に対し、評価委員会は、２．（１）研究開発課題／計画の妥
当性の観点から、以下の点を一部修正する必要があるが、概ね妥当であると判断し
た。

○国プロで進めている研究開発内容、スケジュールを考慮して、真に必要な基礎研
究であるかを明確にして進めてほしい。

 なお、その他の意見の主なものは以下の通りである。
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○研究開発項目が多岐にわたっているので、相互の成果が年次展開的にどのように
関連してくるかを、もう少し明示されると良い。
○) デブリ ZDVWH 処分検討をトリガーとして、サイト内処分可能な革新的処分研
究につなげられないか。
○中長期ロードマップのオプションとしての位置付けを明確化いただいているこ
とはわかりやすい。一方、総花的印象もあり、チャレンジングなテーマを優先し
て行うことも必要。
○廃棄物処理・処分に関しては中長期の課題であり、,5,' 研究以外の様々な基礎
基盤研究を進めるのは妥当である。
○今後とも、１) 廃炉の現場を良く把握し、実際に適用できることを具体的に見据
えた研究計画とするよう留意が必要。
○通常の核燃料サイクルから発生する放射性廃棄物処分に関する研究開発の経緯
とこれからの進展状況を十分把握された上で、福島第一原子力発電所から発生す
る廃棄物に対しても研究開発を合理的に進めて頂きたい。
○国の廃棄物処理・処分の方策とも関係して、難しい課題であるが、計画は妥当な
ものである。ただ、廃棄物を集中的に集めて処理処分するには限界があるので、
放射能が一定レベル以下のものについては環境との共存を可能にする技術開発
なども大胆に考えても良いのではないか。
○②人工バリア材の高度化について、
・耐腐食性を併せ持つ超長期の寿命の妥当性
・その安全評価への反映と従来の保守性の考え方との整合性
 についても検討を要すると思いう。
○③分析・測定技術の高度化開発については、固型化材や添加材の候補となるもの
の整理をした後に、具体的な試験に入る必要があると考える。

３．６．遠隔技術：事業横断的基盤研究
３．６．１ 研究課題の概要
 機構からの説明は以下の通りであった。
①災害対応ロボットの屋内実証試験に係る開発
 災害対応ロボットの性能を評価する標準試験法の開発を行い、ロボット認証制度
の構築を図る。また、産総研が開発したロボットシミュレータ FKRUHRQRLG をベー
スに陸・海・空に対応した原子力災害対応ロボットシミュレータを開発し、原子力
災害対応ロボットの標準試験法に資する。
 本研究開発は、１) 廃炉ロボットに必須となる共通基盤技術を評価する特殊環境
廃炉ロボット標準試験法を開発すること、及び ) 作業環境情報より、廃炉ロボッ
トシミュレータを開発することを目標とする。
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 本研究開発の成果は、廃炉作業に使用するロボットの共通基盤技術の要求水準や
オペレータの技能達成水準を開示することにより、廃炉ロボット開発のオープン・
イノベーションが加速される。またオペレータ訓練・育成にも活用できる。
 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。

②レーザー応用技術の開発
 廃炉作業に必要となる格納容器内等の構造物や溶融燃料等の調査、サンプリング、
解体等のレーザー照射条件の設定のため、試験を行いデータベース化を実施する。
関連する計算機シミュレーション技術の高度化を行う。廃炉作業で使用を念頭に、
遠隔操作機器とのシステム化の研究開発を行う。
 本研究開発は、レーザー照射、ガス噴射等のデータベース化を実施する。試作研
究等を実施すること、及び実規模デブリ取り出し等への設計基準作りに貢献するこ
とを目標としている。
 本研究開発の成果は、燃料デブリ及び炉内構造物の取出し及びコンクリートの健
全性評価機器の設計・製作へ反映できる。
 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。

③放射線モニタリング技術の開発
 原子力災害に係る調査において、環境モニタリングは重要な作業であり、ガンマ
カメラや軽量線量率計等の計測器を調査ロボットや小型無人ヘリ等に搭載して、原
子力災害現場を走破・飛行させることが必要となる。ガンマカメラや軽量線量率計
等の更なる小型軽量化のため、これまでのシンチレータやフォトダイオードに変わ
る光集積素子による小型軽量計測器の開発及び耐放射線性、保守性（除染性）、操
作性等を考慮した、調査ロボット、小型無人ヘリ等の開発を行う。加えて、作業者
の安全対策高度化のため、放射線遠隔モニタリング手法を構築する。
 本研究開発は、小型軽量なガンマカメラと線量率計等の計測器を開発、及びこれ
らを搭載でき、耐放射線性、保守（除染）性、操作性が考慮された調査ロボットお
よび小型無人ヘリを開発することを目標とする。
 本研究開発の成果として、小型軽量化されたガンマカメラや線量率計、ならびに
調査ロボットや小型無人ヘリで得られた知見は、１) 廃炉用のロボット等に供する
ほか、原子力災害対応遠隔機材に反映する。
 本研究開発の期間は、平成  年度から平成  年度の  か年を計画している。

３．６．２事前評価結果 
（表－６福島廃止措置究開発・評価シート 研究開発課題名：遠隔技術事業横断的
基盤研究 参照）
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１ 研究開発課題／計画の妥当性
 研究開発課題／計画に対し、評価委員会は、２．（１）研究開発課題／計画の妥
当性の観点から、以下の点を一部修正する必要があるが、概ね妥当であると判断し
た。

○-$($ の基盤研究として先を見据えた研究とするのか、中長期ロードマップの一
部として進めるのかを明確化して進めること。

 なお、その他の意見の主なものは以下の通りである。

○横断的研究として相応しい研究項目が挙げられていると思うが、内容的に -$($
が注力すべき点をもう少し整理した方が良いのではないか。
○重要な研究開発課題と思う。良い成果を期待する。
○現場のニーズと綿密に連携を取って研究が進められることを前提に妥当と評価
する。
（例えば、遠隔機器については、万能ロボットではなく、用途、環境に応
じたカスタマイズが必要であり、そのようなニーズに応えられるインフラである
必要がある。
）
○デブリ溶断のためのレーザー技術は加速が必要。
○①の必要性は明確だが、②、③を -$($ が基盤として進める必要性については、
中長期の位置づけを含めて再考することを考えてはどうか。
○ロボットの性能評価標準試験法を開発し、共通基盤を作るのは重要。現場の情報、
ニーズを踏まえて進めるべき。
○中長期ロードマップとの関係を明確にし、他の機関、メーカー、:* 等と連携し
て有効な開発に結び付けるべき。
○モニタリングも重要な課題である。ニーズも踏まえて行うべき。
○実証試験について、シミュレータについては進めるべき。レーザ、モニタリング
について、現在の１) 廃炉ニーズとしてはシステムの開発より、例えば切断手法
やモニタリングの条件の検討など基盤的な研究開発事項があると考えられ、１)
廃炉の現場を良く把握し、実際に適用できることを具体的に見据えた研究計画と
するよう工夫が必要。
○光ファイバーを用いたレーザー技術開発と協力して進めてほしい。
○ロボット、遠隔技術については、最も民間活力を取り込むことができる分野と思
うので、それを積極的に活用し、-$($ はここでしかできない技術（耐放射線と
か、放射線測定）に力を集中したほうが良いと考える。
○ロボットの評価手法の標準化は開発メーカーにとっても利があり、福島の早期収
束にも役立つ。
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○研究課題、計画は非常に適切かつ詳細に設定されており妥当なものであると考え
られる。ロボット、遠隔操作、レーザー技術、遠隔計測についてはこれまで原子
力にはあまり関連のなかった大学の研究者も積極的に寄与したいとの意向を持
っている方が多いので、広く、連携や協力を募ることも重要であると考えられる。

○①原子力災害対応ロボットの特殊環境における標準試験手法について、あくまで
も ) に活用することを念頭に、当該環境を整理されることを望む。
○③放射線モニタリング技術の開発については、作業者の被ばく量の適切な監視シ
ステムの開発は、事業の透明性を高める上でも極めて重要と考える。
３．７．総合的所見
 個別の課題の評価以外の委員からの共通する指摘事項や研究開発への留意点、その
他原子力機構への意見等、重要なものを以下のように整理した。これらについては、
機構においては今後の研究開発への参考として頂きた。

【中長期ロードマップとの関係の重要性】
 ) に関する基盤研究は、従来の基盤研究とは違い、) 現場のニーズが目の前に
あることを踏まえ、開発初期段階で現場とのインターフェースを取って進めること
が重要である。また、中長期ロードマップとの関係を考慮して、) 現場への適用
が間に合わないことがないよう、計画を進めることが重要である。

【将来の廃炉研究分野への期待】
 学生にとって、今の ) 現場にすぐに役立つ研究開発に携わることは、やりがい
が大きく、また、その研究分野の将来に明るく輝くものがあると学生の人気は高い。
-$($ が廃炉に関する研究開発を進めることで、当該分野全体の底上げにつながる
ような、若い人たちの目標となるような研究テーマが出てくることを期待する。


以上
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添付資料


表－１ 福島廃止措置研究開発・評価シート
研究開発課題名：使用済燃料集合体他の長期健全性評価

表－２ 福島廃止措置研究開発・評価シート
研究開発課題名：事故進展挙動等の調査研究

表－３ 福島廃止措置研究開発・評価シート
研究開発課題名：格納容器・圧力容器内部調査技術開発

表－４ 福島廃止措置研究開発・評価シート
研究開発課題名：燃料デブリの計量管理方策の構築に係る研究開発

表－５ 福島廃止措置研究開発・評価シート
研究開発課題名：廃棄物処理・処分に係る研究開発

表－６ 福島廃止措置研究開発・評価シート
研究開発課題名：遠隔技術事業横断的基盤研究
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表－１ 福島廃止措置研究開発・評価シート
研究開発課題名：使用済燃料集合体他の長期健全性評価
機構自己評価
自己評価内容
 研究開発課題／計画の妥当性

評価委員会評価
評価

評価



理由／意見
○構造材の腐食についての基盤研究は継続

 使用済燃料集合体他の長期健全性評価は、福島

的に進めるべき研究テーマである。一方、

第一原子力発電所の廃止措置を進める上で、使用

福島への適用を考えると、少し目標と実施

済燃料集合体、格納容器等の循環注水冷却系機器

内容がずれている感は否めない。例えば、

の長期健全性を維持するために重要な課題であ

廃棄物処理等と絡めた超長期（～ 年）健

る。本研究は、使用済燃料の取り出しや燃料デブ

全性等も考えては如何か。

リの取り出しまでの放射性物質の閉じ込めのため



の機器材料の健全性維持評価に関する基盤研究と

○腐食抑制対策の検討に関して既存研究と

位置付けられ、廃止措置の確実な推進に成果の反

の違いをもう少し明確にしてほしい。

映が期待できることなどから、課題の選定、方向



性等は妥当である。また、研究を進めるにあたっ

○研究開発対象を明確にした上で進めてほ

ては、放射線照射試験や解析コード開発等の手法

しい。

により段階的に試験を進めるとともに、既存施設



を活用するなど、計画は妥当である。

○防錆剤の検討では、廃液の処理・処分の



観点での検討を明確にし、さらに処理処分

概ね

分野の研究部門と密な情報交換を行うなど

妥当 した上で進めてほしい。

○現場へのフィードバックが効率的にでき
るようにしてほしい。

○国プロ『使用済燃料プールから取り出し
た燃料集合体他の長期健全性評価』及び『圧
力容器／格納容器の健全性評価技術の開
発』との重複が懸念される。

○構造材料の腐食進展評価及び腐食モデル
の検討、国の補助事業で注水系／3&9 バウン
ダリー構成部材の炭素鋼を主対象として実
施している内容と重複している。

○スケジュールについて、開発期間が +
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機構自己評価
自己評価内容

評価委員会評価
評価

評価

理由／意見
～ 年度となっているが、国プロの開発ス
ケジュールやデブリ取り出しまでの開発ス
ケジュールと整合がとれていない。国プロ
では来年度で一通りデブリ取り出しまでの
期間の給水系／バウンダリーの健全性評価
に必要となる技術開発を完了するスケジュ
ールとなっており、腐食モデルや適用可能
な防錆剤の提示が +～ 年度なので、国
プロを補完できるような開発スケジュール
となっていないように見えてしまう。

○現場のニーズと課題を明確にし、国プロ
のスケジュールにミートする研究計画とす
べき。

○使用済燃料プール向けの研究としては、
既に対策済みであり不要と考える。

○使用済燃料の長期健全性評価及び循環ル
ープの腐食等に研究については ,5,' 研究で
実施されていると考えており、現在の提案
内容では ,5,' 以外で他の研究を進める必要
性は判断できない。

○腐食は現在進行している問題であり、最
終年度（+）に腐食進展評価を行うという
計画は遅すぎるように考える。進展評価は
手法開発と並行して行い、新しい知見が得
られたらすぐに現場に適用するようにすべ
きと考える。

○計算コード開発は + 年度までのγ線照
射実験の終了、又はその完了前から開始す
べきと考える。
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機構自己評価
自己評価内容

評価委員会評価
評価

評価

理由／意見

○もう少し期間を圧縮できた方が良い。

○開発課題や計画の設定は妥当なものであ
る。ただ、すべてを網羅的に取り上げてい
るので、-$($ としての重点的、革新的な開
発目標がやや希薄に感じられる。

○ラジオシス解析コードでは、動的な現象
を扱うこととなる。挑戦的なテーマである
が、有用であり、) の腐食評価手法の構築
に資する成果を期待する。
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表－２ 福島廃止措置研究開発・評価シート
研究開発課題名：事故進展挙動等の調査研究
機構自己評価

評価委員会評価

自己評価内容

評価

 研究開発課題／計画の妥当性

評価



理由／意見
○①～④の研究開発項目の成果の相互関

 事故時炉内状況の進展挙動に関する研究は、福

係、特にフィードバックの反映のさせ方が

島第一原子力発電所の廃止措置を進めるために必

分かるような説明図がほしいところであ

要な、炉内で溶融した燃料の位置や性状等を把握

る。

する上で重要な課題である。本研究は、過酷事故



解析コードの高度化、妥当性の把握に関しても重

○Ｆの状況を把握した上で、適宜、研究開

要な基盤研究としても位置付けられる、廃止措置

発スケジュールの見直しを行って進めてほ

の確実な推進に成果の反映が期待できることなど

しい。

から、課題の選定、方向性等は妥当である。また、



研究を進めるにあたっては、熱水力挙動データや

○コード開発は重要だが、Ｆへの反映を考

材料データの取得を解析手法開発の進展に合わせ

えると今の内容よりも実験によるデータ取

て行うなど、段階的に進めるとともに、)3 移行挙

得に力を注ぐべき。

動模擬試験装置などの既存施設の利用や放射性物



質取扱設備利用等、機構の強みを十分に活かして

○国プロ「過酷事故解析コードを活用した

おり計画は妥当である。

炉内状況把握」で、0$$3 高度化、6$03621

概ね



高度化、試験が + 年度までの予定で行わ

妥当 れているが、この研究との関連性について



確認が必要。特に、-$($ の計画では、+
～ 年度までの長期に亘っているが、3&9
内部調査が始まると、解析による推定結果
が後から出ても意味がないと思われ、開発
の意義について、再確認が必要と思われる。


○試験データ、開発成果が公開されるなら、
将来の 0$$3 等の検証にも活用できる可能性
があるので、成果の公開、共有が適切に行
われるよう配慮をお願いしたい。

○基盤研究としての計画はそれなりに考え
られている。しかし、福島として考えた時
におかしなものが多い。例えば、最初にボ
イド率データが必要なのか不明。初期の水
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機構自己評価
自己評価内容

評価委員会評価
評価

評価

理由／意見
流動状況はデブリ移行に影響しない。つま
り①は福島以外でやることを考えても良い
と思われる。それから、③高温データは -$($
大洗でかなりのデータがとられている。同
じ -$($ 内で情報交換してほしい。

○中長期 50 上、炉内状況把握については、
 年位でまとめて、デブリ取り出し計画に反
映することとなっている。このスケジュー
ルに合わせて優先順位をつけて実施すべき
である。

○研究内容としては、炉内状況把握を進め
る上で役立つといえる。,5,' で実施してい
る事故解析コードの高度化による炉内状況
把握は、 年度末に成果をまとめようと
していることから、この研究成果の情報を
適宜、,5,' の研究に提供するように、スケ
ジュールを考慮すべき。

○「精度向上」という言葉は判りやすいよ
うな説明であるが、定量的ではない。何が
問題で、何をどれくらい精度を上げれば良
いかをもう少し明確にすべきと考える。

○放射性物質化学挙動は廃止措置時に特に
重要となるので、良い成果を出してほしい。


○-$($ は過酷事故解析な熱流動解析の高い
解析能力を持っているのでそれを更に発展
させ、この技術課題の解決を図る計画は妥
当である。ただ、コードの検証は福島の状
況に即した、現実的な実験データの収集が
必要であると考える。
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機構自己評価
自己評価内容

評価委員会評価
評価

評価

理由／意見

○-$($ の強みを活かした研究開発である。
なお、②事故時の燃料損傷及び溶融評価に
ついて、事故時の燃料損傷および溶融評価
について、&)' 解析手法の妥当性を確認する
必要がある。また、放射性物質試験から得
る放出速度については、放出速度の定義自
体も検討が必要になると考える。一方、④
放射性物質化学挙動評価では、特に多くの
知見が得られることが期待される。
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表－３ 福島廃止措置研究開発・評価シート
研究開発課題名：格納容器・圧力容器内部調査技術開発
機構自己評価
自己評価内容
 研究開発課題／計画の妥当性

評価委員会評価
評価

評価



理由／意見
○チャレンジングな研究開発項目であり、

 福島第一原子力発電所の廃止措置において、炉

成功を期待するが、その場観察における定

内からの損傷燃料取の安全な取り出しは、最重要

量性やパターン認識性の達成目標について

課題である。本研究は、光ファイバを用いた先進

ももう少し段階（年次）的に明確な設定を

的光計測技術により、未だ確認されていない炉内

していただけると良い。

の状況を視認し、ガスや放射線環境を把握すると



ともに、視認されたデブリ等の元素組成をその場

○興味深く、又、非常に有益な研究開発と

で分析する遠隔探査プローブの技術開発に関する

思う。今後の成果に期待する。

研究である。本成果は、安全で着実な燃料取り出



しを可能とするばかりでなく、大量に発生するデ

○少量の 0$ の多元素系で有効な計量分析が

ブリや廃棄体を安全かつ迅速に分析・分類するス

できるか。また、サンプル調達とタイムス

クリーニング技術や簡易的な計量管技術としても

ケジュールは 2. か。

期待できる等、廃炉措置の現場で広範囲に適用可



能な基盤技術と位置付けられる。このため課題の

○国プロで実施している格納容器内部調査

重要性、方向性等は妥当と判断される。本研究を

の開発並びに実調査スケジュール及びニー

実施するに当たっては、原子力機構の有する高線

概ね

量の照射施設、核燃・5, 施設及び 3X を含む核燃試

妥当 内部観察技術の開発にあたっては、適用で

料、0$ 試料等の有効活用が不可欠であり、原子力

きる格納容器ペネトレーションやそのサイ

機構で実施することが有意義と判断されることか

ズ制限等、初期段階でニーズと制限等のイ

ら、本計画は妥当である。また、本研究は単なる

ンターフェースを取ることが重要と考え

映像伝送だけでなく、放射線計測、ガス計測、レ

る。

ーザー分光と広範囲な技術を、耐放射線性光ファ



イバという共通技術で結合した先進的光計測技術

○基盤研究としては有効な方法である。核

研究であり、原子力機構はもとより、バックアッ

燃料のデータベースは他にも役立つ。ただ

プする大学等それぞれの専門分野への波及効果も

し、福島を考えると、工程見直しを含めて

大きい。総合的技術革新が図られる可能性もあり、

検討されたし。適用できないと厳しい。

広範囲な人材育成に貢献することも考慮すれば、



研究推進の意義は高い。

○高線量下、LQVLWX で、視認、分析できる



技術についてはニーズが高い。

ズとの整合の確認が必要と考える。また、


○早めにフィージビリティの評論ができる
ようにし、,5,' の実プロジェクトへタイム
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機構自己評価
自己評価内容

評価委員会評価
評価

評価

理由／意見
リーに応用できるようにすべきである。そ
のために、東電、メーカーとのコミュニケ
ーションを図るべきである。

○現場的には燃料の有無を簡易に確認した
い。

○１) 廃炉の現場を良く把握し、実際に適用
できることを具体的に見据えた研究計画と
するよう工夫が必要。

○内部観察の技術はデブリ取り出しのため
にも非常に重要であるので、その分野だけ
でも先行して開発を進めて、福島でテスト
すべきと考える。
（レーザーの /,%6 は後回
しにしても）

○元素識別は最終的にはサンプルを取って
きて分析すべきもので、サンプルを取って
くるメカニカルな手法も並行して開発すべ
きと考える。
（例えばレーザーで溶断してサ
ンプルを取るとか）

○デブリ取り出し時に特に有益な研究と考
える。

○耐放射線光ファイバー技術の開発は非常
に興味深く妥当な計画である。ただ、その
実現は容易ではないことも十分に認識し
て、日本のもつ高い光技術を結集して基礎
的な研究から積み上げていく姿勢が必要と
考える。

○①内部監察・レーダーモニタリング技術
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機構自己評価
自己評価内容

評価委員会評価
評価

評価

理由／意見
の開発では、目標が具体的であり、大きな
成果が期待される。

○②元素識別方法の構築では、本手法の )
への適用における課題（たとえば、精度な
ど）を整理する必要がある。
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表－４ 福島廃止措置研究開発・評価シート
研究開発課題名：燃料デブリの計量管理方策の構築に係る研究開発
機構自己評価

評価委員会評価

自己評価内容

評価

 研究開発課題／計画の妥当性

評価



理由／意見
○少なくとも、①の研究開発項目について

 炉から取り出した燃料デブリは、核物質として

具体化して、年次計画に反映すべきではな

管理することが必要になると考えられる。取り出

いか。

し後の核物質管理において必要となる情報を考慮



し、また、法に基づく核物質量の申告とそれに基

○研究開発項目①と②の関係を年次展開的

づく ,$($ 保障措置査察を考慮した合理的な計量管

に明確に示すべきではないか。

理手法を開発することは廃炉を円滑に進める上で



必要である。

○デブリの直接処分がオプションとして考

 また、不均一で内容物が明確でない燃料デブリ

えられることから、核物質量以外の収納量

中の核物質量を測定または評価する手法を開発す

も把握できる技術の開発を期待する。

ることは、合理的な計量管理手法を開発する上で



必要である。

○研究費も比較的高額であり、評価方法（ア



プローチ含む）の具体化が必要だと思う。


③はインプット条件であり研究開発ではな
いと思う。

概ね



妥当 ○内容（開発する測定法）が具体的でない
ので、予算、計画の妥当性を判断できない。


○開発技術の項目、絞込みプロセスを明記
すべき。

○不要な開発をなくすためにも、デブリの
計量管理の戦略を先に明確にできないか。

○基礎基盤研究として重要。かつ国際的に
も基盤として役立つ文科省のテリトリーで
ある。

○燃料デブリ取り出しにおいて計量管理は
重要な課題である。
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機構自己評価
自己評価内容

評価委員会評価
評価

評価

理由／意見
○できるだけ合理的に管理できるような開
発を進めてほしい。

○実プロジェクトの装置開発も含めたスケ
ジュール管理をすべきである。

○今後とも、１) 廃炉の現場を良く把握し、
実際に適用できることを具体的に見据えた
研究計画とするよう留意が必要。

○現在での問題点（精度）がわからないの
で、この研究がどのくらい難しいのか（又
は易しいのか）わからない。少なくとも目
標をもう少し明確にすべきと考える。

○デブリの性状や臨界管理でホウ酸を使用
した場合の影響など不確定な事項が多いた
め、最適な計測方法が資料に明記できなか
ったものと理解した。

○困難な課題を解決しようとする計画は妥
当と考える。ただ、福島の場合には計量管
理手法をどのように高度化してもかなりの
不確定性は残るので、そうした不確定性を
含めた新しくかつ合理的な計量管理手法を
開発し、,$($ の保証措置査察において、福
島の特殊性を理解いただく必要があると考
える。

○デブリの不均一性について、先行事例と
の共通点と違いを整理し、核物質量の測定
技術・評価手法の開発を進めることに期待
する。
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表－５ 福島廃止措置研究開発・評価シート
研究開発課題名：廃棄物処理・処分に係る研究開発
機構自己評価

評価委員会評価

自己評価内容

評価

 研究開発課題／計画の妥当性

評価



理由／意見
○研究開発項目が多岐にわたっているの

 福島第一原子力発電所から発生する廃棄物は、

で、相互の成果が年次展開的にどのように

通常の原子力施設から発生する廃棄物と様々な点

関連してくるかを、もう少し明示されると

で異なることを踏まえて処理処分の具体化を図る

良い。

必要がある。



但し廃棄物の性状等が具体的にどのようになって

○当面進められている国プロでの研究開発

いるか把握できない状況では、合理的に性状を把

内容、スケジュールを考慮して、真に必要

握することに加えて、様々な処理処分オプション

な基礎研究計画としていることを表現した

を取り揃えておくことが重要となる。また、桁違

方が良いと思う。

いの廃棄物量と広範な汚染密度、様々な汚染形態



の廃棄物が発生することからも、可能な限り合理

○) デブリ ZDVWH 処分検討をトリガーとし

的な処理処分となるよう、評価上の不確実性を改

て、サイト内処分可能な革新的処分研究に

善することは重要となる。

つなげられないか。

これら取組を実施することにより、処理処分技術



に対する社会的な信頼性の向上と理解の醸成に貢

○中長期ロードマップのオプションとして

献することが可能であり、計画通りの廃止措置計

概ね

画の推進に資することができる。

妥当 わかりやすい。一方、総花的印象もあり、

の位置付けを明確化いただいていることは



チャレンジングなテーマを優先して行うこ



とも必要。



○廃棄物処理・処分に関しては中長期の課
題であり、,5,' 研究以外の様々な基礎基盤
研究を進めるのは妥当である。

○今後とも、１) 廃炉の現場を良く把握し、
実際に適用できることを具体的に見据えた
研究計画とするよう留意が必要。

○通常の核燃料サイクルから発生する放射
性廃棄物処分に関する研究開発の経緯とこ
れからの進展状況を十分把握された上で、
福島第一原子力発電所から発生する廃棄物
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機構自己評価
自己評価内容

評価委員会評価
評価

評価

理由／意見
に対しても研究開発を合理的に進めて頂き
たい。

○国の廃棄物処理・処分の方策とも関係し
て、難しい課題であるが、計画は妥当なも
のである。ただ、廃棄物を集中的に集めて
処理処分するには限界があるので、放射能
が一定レベル以下のものについては環境と
の共存を可能にする技術開発なども大胆に
考えても良いのではないか。

○②人工バリア材の高度化について、
・耐腐食性を併せ持つ超長期の寿命の妥当
性
・その安全評価への反映と従来の保守性の
考え方との整合性
についても検討を要すると思う。

○③分析・測定技術の高度化開発について
は、固型化材や添加材の候補となるものの
整理をした後に、具体的な試験に入る必要
があると考える。
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表－６ 福島廃止措置研究開発・評価シート
研究開発課題名：遠隔技術事業横断的基盤研究
機構自己評価
自己評価内容
 研究開発課題／計画の妥当性

評価委員会評価
評価

評価



理由／意見
○横断的研究として相応しい研究項目が挙

 福島第一原子力発電所（１) 事故での緊急時対

げられていると思うが、内容的に -$($ が注

応やその後の廃炉作業は、高線量、放射能物質汚

力すべき点をもう少し整理した方が良いの

染、可燃ガスなどの環境下であり、作業員が容易

ではないか。

に立ち入ることができない特殊環境作業のため、



遠隔技術を多用する必要がある。

○重要な研究開発課題と思う。良い成果を

 本研究開発では、

期待する。

 ①大学、研究機関、メーカなどで開発・製作さ



れる多種多様なロボットを、今後本格化する１) 廃

○現場のニーズと綿密に連携を取って研究

炉のための内部調査や  年後に開始予定のデブリ

が進められることを前提に妥当と評価す

取出し作業内容やスケジュールを念頭に置いて、

る。
（例えば、遠隔機器については、万能ロ

評価手法および操作訓練手法の開発することとし

ボットではなく、用途、環境に応じたカス

ている。

タマイズが必要であり、そのようなニーズ

 ②１) 廃炉で必要となる狭隘部での燃料デブリ

に応えられるインフラである必要がある。
）

や炉内構造物のサンプリングやデブリ解体撤去、



原子炉コンクリートの汚染浸透検査等の作業はこ

概ね

れまでに例がなく、これらの作業に効果が期待で

妥当 が必要。

きるレーザーによる遠隔解体技術の研究を行うこ



ととしている。

○①の必要性は明確だが、②、③を -$($ が

 ③１) 廃炉作業や原子力災害対応では、ガンマカ

基盤として進める必要性については、中長

メラや軽量線量率計等計測器による調査が有効か

期の位置づけを含めて再考することを考え

つ重要である。これらを調査ロボットや小型無人

てはどうか。

ヘリに搭載して、現場を走破または航行させるた



めには、小型軽量化が課題で、集積光素子による

○ロボットの性能評価標準試験法を開発

ガンマカメラや線量率計等の軽量小型計測器等の

し、共通基盤を作るのは重要。現場の情報、

開発を行うことは、１) 廃炉や原子力災害対応にと

ニーズを踏まえて進めるべき。

って重要かつ有益である。



 以上の様に、本研究課題は１) 廃炉等に有効かつ

○中長期ロードマップとの関係を明確に

重要で、１) 廃炉スケジュールを念頭に置いてお

し、他の機関、メーカ、:* 等と連携して有

り、さらに１) に近接した楢葉遠隔技術開発センタ

効な開発に結び付けるべき。

ーで行い１) 廃炉作業との密接な連携が図れるこ



とから、計画は妥当である。

○モニタリングも重要な課題である。ニー
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機構自己評価

評価委員会評価

自己評価内容

評価



評価

理由／意見
ズも踏まえて行うべき。




○実証試験について、シミュレータについ
ては進めるべき。レーザ、モニタリングに
ついて、現在の１) 廃炉ニーズとしてはシス
テムの開発より、例えば切断手法やモニタ
リングの条件の検討など基盤的な研究開発
事項があると考えられ、１) 廃炉の現場を良
く把握し、実際に適用できることを具体的
に見据えた研究計画とするよう工夫が必
要。

○光ファイバーを用いたレーザー技術開発
と協力して進めてほしい。

○ロボット、遠隔技術については、最も民
間活力を取り込むことができる分野と思う
ので、それを積極的に活用し、-$($ はここ
でしかできない技術（耐放射線とか、放射
線測定）に力を集中したほうが良いと考え
る。

○ロボットの評価手法の標準化は開発メー
カにとっても利があり、福島の早期収束に
も役立つ。

○研究課題、計画は非常に適切かつ詳細に
設定されており妥当なものであると考えら
れる。ロボット、遠隔操作、レーザー技術、
遠隔計測についてはこれまで原子力にはあ
まり関連のなかった大学の研究者も積極的
に寄与したいとの意向を持っている方が多
いので、広く、連携や協力を募ることも重
要であると考えられる。
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機構自己評価
自己評価内容

評価委員会評価
評価

評価

理由／意見

○①原子力災害対応ロボットの特殊環境に
おける標準試験手法について、あくまでも
) に活用することを念頭に、当該環境を整
理されることを望む。

○③放射線モニタリング技術の開発につい
ては、作業者の被ばく量の適切な監視シス
テムの開発は、事業の透明性を高める上で
も極めて重要と考える。
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評価委員会委員からの意見・提言
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東京電力 株 福島第一原子力発電所事故への日本原子力研究開発機構の取組みに対する、
評価委員会委員からの意見・提言
 ホット環境下での試験研究など -$($ の強みを活かした取り組みになっている。これらの取り組
みは長期間を要することから、事故修復の進展に伴う取り組みの見直しを行うことにより、さらに
) の修復に貢献され、また、それらの取り組みを通じて、技術的、学術的に堅実な人材を育成され
ることを強く望む。本事業は、国際的にも貢献するものであり、また、また、企業との連携なども
ることを強く望む。本事業は、国際的にも貢献するものであり、また、企業との連携なども枠組
枠組みを明確化した上で協力体制を維持・構築していくことが必要となる。人材育成を含めた着実
みを明確化した上で協力体制を維持・構築していくことが必要となる。人材育成を含めた着実な
な事業の進展を期待している。
事業の進展を期待している。

「燃料デブリ取り出し」「廃棄物処理・処分」を大きな２本柱として戦略の立案
 1') においては、
を行っている。これに即せば、-$($ の取組は廃棄物処理・処分について、一定の貢献を果たしてい
ると考えられるが、
「燃料デブリ取り出し」については工程全体を見据えた観点で基礎基盤研究が
計画されておらず、我が国唯一の総合的原子力研究開発機関として総力を挙げた計画・研究の実
施・知見の提供を期待したい。

「裏付けとなるデータの提供」
「現状の見通しを大幅に改善」する
 基礎基盤的な研究開発として、
研究と位置付けているが、それぞれの研究で、
「いつ」、
「どのような成果」を、
「誰に対して」、
「ど
のような場面」で、
「どのように貢献」をするか具体的な点が不明であることから、民間ではでき
ない -$($ ならではの、１) 廃炉へ中長期的な貢献する研究開発を整理していくべき。

 特に、既存の -$($ の基礎基盤研究の延長線上にある取り組みが大半と考えられ、基礎基盤的な
立場から１) 廃炉全体をリードする観点で新規研究の提案を行ってほしい。

 中長期計画期間が７年と長くなる一方、１) 廃炉工程はその時の状況により変わりうるものであ
り、基礎基盤研究といえども全く１) 廃炉に貢献しなくなった研究を計画変更・廃止等する客観的
な体制を例年の取組として構築すべき。また、-$($ 内外で１) 廃炉研究への取り組みを広げるため
の取組を進めることが望ましい。
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付録


（日本原子力研究開発機構 作成）

- 53 - 53 -

This is a blank page.

JAEA-Evaluation 2015-010

JAEA-Evaluation 2015-010









参考資料 １


研究開発課題の事前評価について（諮問）
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 原 機 （ 福 企 ） 
平 成  年  月  日

福島廃止措置研究開発・評価委員会
委員長 岡本 孝司 様
独立行政法人日本原子力研究開発機構
理事長 松浦 祥次郎

研究開発課題の事前評価について（諮問）

「研究開発・評価委員会の設置について」  達 第  号 第  条第  項に基づき、次の事
項について諮問します。

記

〔諮問事項〕
「福島第一原子力発電所の廃止措置に係る技術等の研究開発」に関する事前評価


以 上
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参考資料 ２


事前評価 配布説明資料


資料   ：原子力機構における廃止措置研究開発の概要

資料  ：使用済燃料集合体他の長期健全性評価

資料  ：事故進展挙動等の調査研究

資料  ：格納容器・圧力容器内部調査技術開発

資料  ：燃料デブリの計量管理方策の構築に係る研究開発

資料  ：廃棄物処理・処分に係る研究開発

資料 ：遠隔技術：事業横断的基盤研究
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資料

原子力機構における
廃止措置研究開発の概要

し平成年月日
成
日本原子力研究開発機構
福島研究開発部門

１．-$($の取組の基本方針
～グランドデザイン（総合戦略）～
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-$($の取組の基本方針～グランドデザイン（総合戦略）～
-$($の基本的考え方
 東京電力㈱福島第一原子力発電所（以下、)という）事故
対応に総力を挙げて取り組むことが、 我が国唯一の総合的原
子力研究開発機関としての最優先事項
 廃止措置と環境回復に対して一体的かつ総合的に取り組む
 これまでに前例のない長期にわたる課題解決のための研究開発
は、国の研究機関である-$($が中核となって取り組むべき研究
活動
 国際社会との協力を主体的に進め、国内外の関係機関との連
携を図り、世界の英知を集めて研究開発に取り組む
 研究開発によって得られた成果を含め、事故の教訓・知見を次
世代に継承することが不可欠

-$($の取組の基本方針～グランドデザイン（総合戦略）～
廃止措置への取組－-$($が担う役割－
 廃止措置を加速し、研究を支える研究開発拠点の整備：

遠隔操作機器や放射性物質の分析・研究等の技術基盤確立に向けた研究開発拠点
を整備する。

 中長期ロードマップの実現に向けた研究開発：

,5,'のもと、研究開発資源を提供し、中核をなす研究開発を実施するとともに、運営費
交付金により、これらを支え、中長期的に貢献する基礎基盤的な研究開発を実施する。

 喫緊の課題への機動的対応：

汚染水問題等、)における喫緊の課題に対し、-$($内に設置したタスクフォースにおい
て組織横断的かつ機動的に対応する。

 原子力損害賠償・廃炉等支援機構への貢献：

廃炉戦略の策定、研究開発の企画・推進等の意思決定に対し、総合的な原子力研究
開発機関として、専門的知見・技術情報をタイムリーに提供することにより貢献する。
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-$($の取組の基本方針～グランドデザイン（総合戦略）～
環境回復への取組－-$($が担う役割－
 福島でのニーズが、事故直後の緊急時の対応から、住民帰還の判
断、帰還後の長期的な住民の安全・安心の確保に移っていくなかで、
-$($の限られたリソースの配分の見直しを行いつつ、環境回復に貢
献していくために以下の役割を担う。
 住民が安全で安心な生活を取り戻すための解決策策定やその実施判断の根拠となる
科学的技術的知見を体系立てて提供
 環境回復に効果的な技術や評価手法を開発し提供
 上記の技術的根拠を示すための基礎基盤データの取得・拡充・整理

 福島県環境創造センター運営戦略会議において、今年度策定する
研究計画に係るロードマップに基づき、住民帰還に貢献する研究開
発成果を提供する。
 これらの活動を着実に実施していく人材の育成

２．研究開発の取組
２１ 廃止措置に向けて

- 63 - 63 -

JAEA-Evaluation 2015-010

JAEA-Evaluation 2015-010

廃止措置に向けての研究開発における全体像

福島第一原子力発電所廃止措置推進に向けた研究開発体制
政府
 廃炉・汚染水対策の方向性、中長期ロードマップを審議・決定
重要課題の提示・報告

報告

原子力損害賠償・廃炉等支援機構（1')）

計画の履行確認、
措置命令

 重要課題に関する戦略立案
 研究開発企画
 重要課題の進捗管理の支援

マネジメントと実施
を分担、連携

具体的作業計画
意思決定に資する専門的
知見、技術情報の提供
（支援機構の要請等を
踏まえ、)から得られる情
報、データやこれまでの研
究等 に より 蓄 積され た知
見等を分析・加工）

連携・協力

 タスクフォース
)における喫緊の課題に
対し、組織横断的かつ機
動的に対応

•
•

業務運営
目標の提示
・計画認可

事業費

東京電力（廃炉カンパニー）

•
•

基金

助言・指導・勧告

国際廃炉研究開発機構（,5,'）

ニーズ
提示

 プール燃料、燃料デブリの取出し
 ガレキ・廃棄物等の保管管理
 汚染水対策（タンク増設、汚染水浄化等） 等

日本原子力研究開発機構（-$($）
•

交付





成果
利用

廃炉等に関する研究開発の実施
国内外からの助言の取込み
人材育成・大学等との連携強化

研究開発資源の提供
研究開発の実施

連携・活用

 中核をなす研究開発
燃料デブリの性状把握
放射性廃棄物の処理処分 等

 中長期的に貢献する
基礎基盤的な研究開発
実用技術開発を支える研究、データ取得
大幅な改善が期待されるイノベーティブな研究
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 研究開発拠点整備
楢葉遠隔技術開発センター
大熊分析・研究センター
廃炉国際共同研究センター
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中核をなす研究開発

主な作業ステップと研究開発計画
第期

第期 +～+

+

（前）

（中）

（後）

【主な作業ステップ】
除染・遮へい等

第期

取出装置
設置

格納容器内部調査・補修・水張り

サンプ
リング

+～
燃料デブリ取出し

【主な研究開発】

プール燃料健全性・処理検討

：作業ステップ

遠隔除染等

：研究開発

漏えい箇所調査・補修（止水）
格納容器・圧力容器内部調査装置
燃料デブリ取出工法・装置
デブリ収納・移送・保管
燃料デブリの臨界管理、計量管理
炉内状況把握（解析技術の高度化、模擬実験）
模擬デブリを用いた特性把握

実デブリ性状把握（準備を含む）

処理・処分技術検討、基本的考え方のまとめ

安全性の見通し確認

廃止措置シナリオ立案、技術の検討
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燃料デブリの性状把握①
 事故進展解析コードの結果から得られる、圧力容器内の元素組成及び温度分布をもとに、燃料
デブリの化学形を熱力学平衡計算による簡易的に評価。下部では金属成分の割合が増加。
燃料棒領域（8=U2系）

径方向
の中心

炉心を
モデル化

外周

リング1

リング2

2400 K

2400 K

金属成分

リング3

酸化物成分

主要な
酸化物成分
主要な
金属成分

8=U 2
=U8 2
=U 2

2400 K

融点の低い構造材（ステンレス等）は
溶融して下方に流れ、
下部支持板付近で金属デブリを形成
2200 K

下部支持板付近（8=U2)H系）
2000 K

1800 K

金属成分

酸化物成分

主要な
金属成分

事故進展解析
に基づく炉心内
領域の区分

解析結果を基づき、温度・質量分布等を評価。
⇒

炉心をモデル化（特徴による区分）

主要な
酸化物成分

8=U 2
=U8 2
=U 2
)H =U8

評価した温度・質量分布をもとに、想定される炉内の状況下で
最も安定に存在できる物質 化学形 を熱力学平衡計算で評価

燃料デブリの性状把握②
 模擬した材料（模擬デブリ）や実際の燃料デブリを分析し、硬さなどの機械的特性や、溶解
性・化学的安定性等のデータを取得し、取り出し工具等の検討に反映。
Fe-Cr-Ni

ZrB2 （箔状又は (Fe,Cr,Ni)2 (Zr,U)
(Fe 2 Zr型立方晶）
平板状結晶）

(Fe,Cr,Ni)2 B

アー ク溶解

酸化雰囲気で 焼鈍
（Ar-0.1%O2,1500℃）

制御材（ B4 C+SUS）との反応 （溶融固化物断面観察像の例）
（制御棒と燃料が溶融した場合にできる固化物の組織等に係る知見を取得）

（デブリの化学系（ホウ化物、酸化物、金属）毎に硬度の分布を推定）
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放射性廃棄物処理・処分技術開発
①廃棄物ストリームに関する検討
廃棄物ストリーム：事故廃棄物の発生・保管から処理・処分までの一連の
廃棄物の取り扱い

提示された処理・処分のオプション
技術の実現性・合理性を確認
するための検討要求

安全性等の観点からの処理・
処分のオプション技術の提示

最適な処理・
処分概念
の提示

個別研究開発項目（廃棄物ストリームの構築に必要な知見を与える基盤研究開発）
インベントリ、有害物質の性状等
不足した廃棄物
の情報項目等

③廃棄物の処理・長期
保管方策の検討
処理・廃棄体化
に係る技術情報

インベントリ、混在物質性状等

②性状把握

重要核種、不
足したデータ等

廃棄体の要件等
廃棄体の性状等
廃棄物の性状情報

④廃棄物の処分
に関する検討
処分技術の情報

データベース整備

廃棄物処理（スラッジの廃棄体化）
 水処理二次廃棄物に含まれるフェロシアン化物
は、無害化、安定化が必要であるが、分解に伴
い遊離するセシウムを固定化できる処理方法を
検討する必要がある。

シアンの無害化、セシウムの不溶化・不揮発化、
といった観点からジオポリマーを用いた処理方法
に着目。

)7,5分析結果より、焼成により、
フェロシアン化物は、ほぼ完全に分
解できたことを確認。

500℃, KU

ジオポリマー

 主にアルミニウムとケイ素で構成されるア
モルファス状の無機系材料
 フィラー フライアッシュ )$ 等 とアルカリ
活性剤 水ガラス、水酸化ナトリウム等
を混練・養生することで作製する

焼成後の固化物中のセシウム残存量を測
定した結果、セシウム量は焼成前後でほぼ
同量であり、セシウムが固化物中に留まって
いる。

セシウムを吸着したフェロシアン化物の
処理技術にジオポリマーを適用すること
は高い有用性を持つことが示された。
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中長期的に貢献する基礎基盤的な研究開発

主な基礎基盤的な研究の計画
 実用技術開発を支える研究や安全性の説明等の裏付けとなるデータの提供、
 現状の見通しを大幅に改善できる可能性のあるイノベーティブな研究などの基盤的な研究開発、を行う。
第期
+

第期 +～+
（前）

除染・遮へい、漏えい箇所調査

（中）

第期
（後）

炉内調査・
サンプリング

補修・水張り

プール燃料健全性・処理検討

+～

燃料デブリ
取出し

：作業ステップ
：研究開発（,5,'など）
：基礎研究開発（-$($）

材料腐食に係る解析コードの開発など
格納容器・圧力容器内部調査装置
レーザー元素分析技術の実用化
燃料デブリ取出工法・装置
遠隔操作訓練システムの開発、
ロボット標準試験法の開発
レーザー切断技術開発
燃料デブリの臨界管理、計量管理
燃料デブリ中の核物質非破壊測定技術の実用化
炉内状況把握（解析技術の高度化、模擬実験）
放射性核種の放出・移行挙動評価実験など
廃棄物の性状調査、処理・処分の基本的考え方のまとめ

保管・
搬出

燃料デブリより得られる情報に基づく検証、シナリオ解明
安全性の見通し確認

合理的な処分を目指した高性能バリア材の開発、放射能分析の高速化・自動化技術の実用化など
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事前評価対象の研究課題
項目
燃料デブリ取り出し

研究課題

研究項目

 使用済燃料集合体他の長期健全性
評価
 事故進展解析挙動等の調査研究

①構造材料の腐食進展評価および腐食モデルの検討
②腐食抑制対策 防錆剤等 の検討
③放射線照射環境における腐食評価手法の構築
①事故時熱水力挙動評価手法開発
②事故時の燃料損傷及び溶融評価
③構造材・圧力容器挙動評価
④放射性物質化学挙動評価

 格納容器・圧力容器内部調査技術
開発

①内部観察・レーザーモニタリング技術の開発
②元素識別方法の構築

 燃料デブリの計量管理方策の構築
に係る研究開発

①燃料デブリ中の核物質量の評価・測定技術の開発
②合理的な計量管理方法の検討
③核燃料物質の分布状況の調査

廃棄物処理・処分

廃棄物処理・処分技術開発

①安全評価の信頼性向上に係る開発
②人工バリア材の高度化開発
③廃棄体性能の高度化開発
④分析・測定技術の高度化開発

遠隔技術

事業横断的基盤研究

①災害対応ロボットの屋内実証試験に係る開発
②レーザ応用技術の開発
③放射線モニタリング技術の開発

)における喫緊の課題に対する機動的対応
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)敷地における地下水流動解析
 )におけるf号機建屋周りの地下水の移行経路の解析を実施し、地下水の移行経路を確認。
 国の汚染水処理対策委員会が実施している地下水流動解析モデルの妥当性を確認し、遮水壁等の対策工に
よる建屋への地下水流入量の低減効果を評価。第回委員会にて報告を実施。

○ 解析結果による
地下水の移行経路の特徴

① 号機建屋北側を通過した地下水は、
その後、北東側と北西側の移行経路に
大別
② 号機建屋前に地下水の移行経路が
集中する傾向
③ 号機建屋前に地下水の移行経路が
集中する傾向
④ 号機建屋南側を通過した地下水は、
他と比べて海側へ流出





図．粒子追跡線解析による地下水の移行経路の解析結果
（指定点深度：標高P）

指定点からの地下水の流れ

粒子追跡線解析（37）条件
原子炉建屋周辺領域（P×P）に37指定点を設定（点）
水平方向；P間隔（点） 鉛直方向；P間隔（深度（標高P～標高P））
P盤端部における各原子炉建屋東側のフラックスを算出

指定点までの地下水の流れ

)港湾における流動解析
 )港湾における海水の潮の流れ及び港湾へ流入した地下水の流動を解析、可視化。
 )における地下水から港湾までをつなげた解析を確立。
 海洋へ漏洩する放射性核種の移行挙動を把握するための海洋拡散相対濃度マップと関連
付けることにより、敷地内地下水→港湾→海洋と一連の解析が可能。
対策工実施前

対策工実施後

対策工として海側及び陸側遮水壁を設置したケース

号機あたりから強く地下水が流入している状
況がみえる。

対策工を実施したことにより、～号機護岸
からの地下水の流入がみられない。

図．～号機護岸から港湾へ流入した地下水
（港湾の海水に対する地下水の割合を可視化した）
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３．研究開発基盤の強化
～研究拠点整備～
３１ 楢葉遠隔技術開発センター
３２ 大熊分析・研究センター
３３ 廃炉国際共同研究センター

廃止措置を加速し、研究を支える研究開発拠点の整備
 １)廃止措置推進に必要不可欠な遠隔操作機器
や放射性物質の分析･研究等に関する技術基盤を
確立するため、福島県内に研究拠点施設を整備。
○ 遠隔操作機器・装置実証施設（楢葉遠隔技術開発センター）
平成年８月に建設開始。
○ 放射性物質の分析・研究施設（大熊分析・研究センター）
平成年度から詳細設計開始。
項 目



（+）

設計

遠隔操作機器・装置実証施設



（+）



（+）



（+）



（+）



（+）



（+）

（年度）




（+） （+）



（+）



（+）

運用

建設

○廃止措置に必要な研究開発に係る実証試験
○遠隔操作機器等の屋内機能実証試験
○作業者の訓練
運用※

設置

増設

放射性物質分析・研究施設

運用

○がれき、汚染水二次廃棄物、燃料デブリ等
の放射性廃棄物の処理・処分技術開発等のための分析

※放射性物質分析・研究施設の運用開始時期については、許可申請等も含めて精査中である。
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楢葉遠隔技術開発センター 試験棟の設備配置例
 試験棟には、格納容器下部の漏えい箇所補修技術等の実証試験を行うスペースのほか、
階段、水槽等の標準的な試験要素を設置した災害対応ロボット実証試験エリアを備える。
セクター試験体
天井クレーン
作業フロア

組立

解体

実証試験

＜規模概要＞
試験棟
：幅P×奥行P×高さP
研究管理棟：幅P×奥行P×高さP

障壁

スロープ

瓦礫

モーション
キャプチャ

水槽

モックアップ
階段

ロボット標準試験法とロボット・シミュレータ
 原子力災害対応ロボットの共通基盤的なタスク遂行
能力を定量的に評価する試験法を開発し、ロボットの
要求水準やオペレータの技能達成水準を明示。

 廃炉において変化する作業現場等の環境データをコンピュー
タに取り込み、ロボットによる廃炉作業の計画立案や訓練及
びロボット開発の合理化を目指したシミュレータを開発。

原子力災害対応ロボット標準試験法

ロボット

１)廃炉ロボット・シミュレータ

ロボット開発
標準試験場
を用いた
性能評価試験

操作者

標
準
試
験
方
法
に
よ
る
相
互
検
証

凡例
；利用者拠点での実施事項
；モックアップ試験施設での実施事項
；ロボットシミュレータを活用する事項
；１Ｆ作業現場での実施事項

ロボットの設計
ロボットの動作確認
ロボット（実機）の
製作
ロボット（実機）の
動作試験

ロボット操作訓練

１Ｆ環境
データ

ロボット（実機）を用いた
基礎訓練
１Ｆ環境モデルを用いた
ロボット操作訓練
実証試験

実証試験

現場投入（実作業）

○効率的なロボット開発
○実践的な作業訓練
○オープンイノベーション

○実践的なオペレータ育成
○新規参入促進
○リスクコミュニケーション
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国内外の英知を結集する拠点の構築
 )の廃止措置等に必要な技術に関する研究開発のうち、中長期的な課題の研究開発につ
いて、内外の研究者を結集して実施するための国際的な拠点を構築する。

国内外の研究者等１００人～１５０人規模の参画を想定

東海・大洗等の施設を活用した事業
（平成年月～）
【廃炉等に関する研究開発の加速】
・核燃料取扱、分析、モニタリング技術
・デブリ取り出し、廃止措置工法
・放射性廃棄物の取扱い、保管・管理など
【ＪＡＥＡ特有の試験施設群の活用】
・核燃料、放射性物質の使用施設
・高エネルギー量子照射施設 など

国際共同研究棟（福島）
（平成年～）
・)近郊（㎞圏内）
・延べ床面積約P

楢葉遠隔技術開発センター
（平成年月～）
【廃止措置研究開発】
・遠隔操作機器開発
（除染、観察、補修）等

大熊分析・研究センター
（平成年～）

【幅広い分野の研究開発】
・廃炉等の研究開発、
人材育成の拠点

【廃止措置研究開発】
・難測定核種の分析、
モニタリング手法開発等

㻞㻠

４．今後の進め方
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今後の進め方（）
 廃止措置に向けての取組については、中長期ロードマップの実
現に向けて、機構の持てる研究ポテンシャルを十分に発揮でき、
かつ実施が期待される燃料デブリに係る研究開発、放射性廃
棄物の処理処分技術開発等の中核的な研究開発と中長期的
に貢献する基礎基盤的研究開発を着実に推進する。
 )廃止措置の推進に必要不可欠な技術基盤を確立するため、
楢葉遠隔技術開発センターや大熊分析・研究センターの建設、
整備を着実に進める。
 また、国内外の英知を結集し、産学官による基礎基盤的研究
開発と人材育成を一体的に進めるための国際的な研究開発
拠点とする廃炉国際共同研究センター（仮称）を構築する。

今後の進め方（）
 環境回復に向けての取組については、福島県環境創造セ
ンター運営戦略会議において、今年度策定する研究計画
に係るロードマップに基づき、住民帰還に貢献する研究開
発成果を提供する。
 廃止措置と環境回復の両者の研究領域を横断的に結び
付け、様々な専門分野の力を結集させることにより、効果
的・効率的に取り組んでいく。

関係機関との緊密な連携・協力をはかり、
廃止措置及び環境回復へ確実に貢献していく。
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資料㻞㻙㻡㻙㻝

燃料デブリ取り出しに係る研究開発
 使用済燃料集合体他の長期健全性評価

燃料集合体および循環注水冷却系機器の健全性に係る基礎基盤研究

日本原子力研究開発機構
原子力科学研究部門 原子力基礎工学研究センター
福島研究開発部門 福島廃止措置技術開発センター

研究開発の目的

福島第一原発では、ガレキや燃料交換機等の落下により、使用済み燃料
プールから全ての燃料集合体の取出し完了までに時間を要する可能性があ
る。
放射性物質漏えい防止や冷却機能保全等の観点から燃料集合体および燃料
プール等の循環注水冷却系材料 ステンレス鋼炭素鋼ジルカロイ等 の腐食
試験を行う。腐食試験においては放射線、海水成分、すき間、溶接部等の
影響評価を行い、機構論的な腐食モデルを検討する。さらに、放射線環境
においても適用可能な腐食抑制対策 防錆剤等 の検討を行う。
また、実測が困難な部位における放射線照射環境を推定可能となる放射線
分解（ラジオリシス）解析コード開発を行い、数値シミュレーションによ
る腐食評価手法を提案する。
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研究開発の概要
燃料集合体および循環注水冷却系機器の長期健全性を評価するために、以下のことを実施する。
項目

研究概要

①構造材料の腐食
進展評価および
腐食モデルの検
討

燃料集合体およびプール等の循環注水冷却系材料 ステンレス鋼炭素鋼ジルカロイ
等 の腐食進展を評価する。腐食試験においては放射線、海水成分、すき間、溶接部等
の影響評価を行う。水質分析 S+'2+2溶出イオン濃度等 と皮膜分析を行い、
機構論的な腐食モデルを検討する。

②腐食抑制対策 防
錆剤等 の検討

放射線照射環境においても適用可能な腐食抑制対策 防錆剤等 の検討を行い、循環注
水冷却系材料 ステンレス鋼炭素鋼等 の腐食抑制対策を提案する。

③放射線照射環境
における腐食評
価手法の構築

温度S+成分濃度をパラメータとした、海水成分含有水の放射線分解（ラジオリシ
ス）解析コードを整備する。得られた機構論的な腐食モデルから、数値シミュレー
ションによる腐食評価手法を提案する。

研究開発の概要
項目

技術的達成目標

計画期間

成果の活用

①構造材料の腐食進展 腐食進展に及ぼす放射線、海
評価および腐食モデ 水成分、がれき成分、すき間
ルの検討
等の影響評価を行い、ステン
レス鋼、炭素鋼の機構論的な
腐食モデルを提案する。

+～
+ 年

燃料集合体および燃料プー
ル等の循環注水冷却系材料
の長期使用に対する健全性
を確認する。

②腐食抑制対策 防錆
剤等 の検討

放射線照射環境において適用
可能な腐食抑制策を立案・検
証する。

+～
+ 年

長期健全性保持のための腐
食抑制策立案に反映する。

③放射線照射環境にお 海水成分含有水の放射線分解
ける腐食評価手法の （ラジオリシス）解析コード
構築
を整備する。数値シミュレー
ションによる腐食評価手法を
提案する

+～
+ 年

実測が困難な部位における
構造材料の腐食評価が可能
となる。
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研究計画
年度

年度

年度

年度

①構造材料の腐食
進展評価および
腐食モデルの検
討

構造材料の腐食
進展に及ぼす放
射線と海水成分
の影響試験

すき間部の腐食
進展に及ぼす放
射線と海水成分
の影響試験

溶接部の腐食進
展に及ぼす放射
線と海水成分の
影響試験

燃料集合体の腐
食進展評価、放
射線種(β線 の
影響試験

放射線照射下に 腐食モデルの提 実環境を想定し
おける冷却系機 示
た構造材料の腐
器の腐食支配因
食進展評価
子の整理

年度

年度

年度

予算人員















②腐食抑制対策
防錆剤の放射線 構造材料の放射 すき間部の腐食 溶接部の腐食抑 放射線種(β線
防錆剤の放射線 実機適用可能な
防錆剤等 の検 影響試験 スク 線照射下腐食抑 抑制効果評価試 制効果評価試験 腐食抑制効果へ 照射下腐食抑制 防錆剤の提示と
討
リーニング試
制効果評価試験 験
の影響試験
機構の検討
防錆効果の評価
験
予算人員















③放射線照射環境 海水成分に関す 温度S+による すき間部におけ 燃料デブリから 線種(γ・β線
ラジオリシス解
における腐食評 る放射線分解生 放射線分解の影 る放射線分解水 の溶出成分に関 を考慮したラジ 析による腐食モ
デルの数値化解
価手法の構築
成物データ取得 響データ取得
質への影響評価 する放射線分解 オリシス解析
生成物データ取 コードの構築
析コードの構築
得

数値シミュレー
ションによる腐
食評価手法の提
案

予算人員





合計予算 百万円
合計人員 人）

























名

名

名

名

名

名

名

４実施体制及び外部との協力（機構内・外部との連携）

項目

実施部署

連携機関

①構造材料の腐食進
展評価および腐食
モデルの検討

原子力科学研究部門
原子力基礎工学研究セン
ター
福島基盤技術ユニット

燃料集合体詳細構造に関する情報交換：東電*1)腐食モデルに関する情報交換：東北大学

②腐食抑制対策 防錆
剤等 の検討

原子力科学研究部門
原子力基礎工学研究セン
ター
福島基盤技術ユニット

防錆剤に関する情報交換：東電

③放射線照射環境に
おける腐食評価手
法の構築

原子力科学研究部門
原子力基礎工学研究セン
ター
福島基盤技術ユニット

ラジオリシス評価に関する情報交換：東京大学大阪大
学、大阪府立大学
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研究方法
①構造材料の腐食進展評価および腐食モデルの検討
•燃料集合体および燃料プール等の循環注水冷却系
材料 ステンレス鋼炭素鋼ジルカロイ等 の小型試
験体を用いた非放射線下及び放射線照射下にて腐食
試験を行う。 図１
•水質分析 S+ '2 +2溶出イオン濃度等 と皮
膜分析 顕微ラマン;5' を行う。
•放射線照射下の水質分析・ガス分析を行い、放射
線分解（ラジオリシス）解析コードの検証ならびに
最適化に反映する。

図１

放射線照射下の小型試験体腐食試験
電気化学試験

•放射線照射下試験は高崎量子応用研究所にて実施
する。
•上記の結果をとりまとめ、放射線照射下における
構造材料 ステンレス鋼炭素鋼等 の機構論的な腐
食モデルを提案する。 図

図 機構論的な腐食モデルの提案 例

研究方法
②腐食抑制対策 防錆剤等 の検討
•腐食抑制対策として小型試験体を用いた非放射
線下及び放射線照射下の燃料集合体および燃料
プール等の循環注水冷却系材料 ステンレス鋼
炭素鋼ジルカロイ等 の無機物系防錆剤の適用
性評価を行う。（図）
•放射線照射下試験は高崎量子応用研究所にて実
施する。

図

放射線照射下の腐食試験
腐食速度評価試験

•上記試験結果をとりまとめ、長期健全性保持の
ための腐食抑制策立案 図 に反映する。

図
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研究方法
③放射線照射環境における腐食評価手法の構築
•海水成分含有水の放射線分解（ラジオリシス）
解析コード &2062/化学反応モジュール を整
備する。 図
•得られた機構論的な腐食モデルと放射線照射水
質 +2添加溶液 の電気化学試験の結果から、
放射線照射環境における腐食解析コード
&2062/化学反応モジュール腐食反応モ
ジュール を構築する。 図

図

ラジオリシス解析コードの結果 例

•上記の結果をとりまとめ、実測が困難な部位に
おける数値シミュレーションによる腐食評価手法
の提案を行う。

図
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資料

燃料デブリ取り出しに係る研究開発
 事故進展挙動等の調査研究

日本原子力研究開発機構
原子力科学研究部門 原子力基礎工学研究センター
福島研究開発部門 福島廃止措置技術開発センター

研究開発の目的

燃料デブリを安全かつ着実に取り出すためには、原子炉内の状況を事前に把
握する必要がある。
現在、事故解析コードを用いた炉内状況の把握が,5,'補助事業において行わ
れているが、この,5,'補助事業で用いる事故解析コードの評価結果の裏付けや
評価結果に基づく詳細事象の推定、さらにはこれら解析コード高度化による炉
内状況把握精度向上には、既往データが無い高温条件下での材料変形・破損特
性、燃料溶融・崩落挙動、炉内構造材との化学的相互作用を考慮した炉内での
放射性核種分布に関する基礎データや知見が必要となることから、これら基礎
データや知見の充実を図ることを目的とした研究を行う。
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研究開発の概要
炉内状況の把握のための事故解析コードによる評価結果の裏付け、解析コード高度化による炉内状況把
握精度向上等を行うために、以下を実施する。
項目

研究概要

①事故時熱水力挙動評
価手法開発

• 解析モデル、手法の改良・構築と事故時熱流動挙動を対象とした試験によ
る検証データの取得により、炉心損傷時を含む、シビアアクシデント
（6$）時の熱流動挙動を評価できる解析手法を開発する。

②事故時の燃料損傷及
び溶融評価

• 解析手法の改良・構築により、燃料等の溶融・損傷や溶融物質の移行挙動
を評価できる解析手法を開発する。
• 破損燃料等からの放射性物質放出挙動評価精度向上のため、照射済燃料等
を用いた放射性物質放出試験を行い、放出速度データを拡充する。
• データを解析し、破損燃料等からの放射性物質放出モデルを高度化する。

③構造材・圧力容器挙
動評価

• 既往データがない事故条件（高温下）での材料変形・破損試験により、
データベースを拡充する。
• データベースの組み込み、解析評価モデルの改良を行い、変形・破損挙動
評価の精度を向上する。

④放射性物質化学挙動
評価

• 6$解析コード高度化を通じた放射性物質の炉内分布や性状評価精度向上の
ため、照射済燃料を用いた炉内での放射性物質移行再現実験や化学反応基
礎実験を行い、化学挙動データを拡充する。
• 計算化学手法によりデータ解析を行い、&Vの炉内への化学吸着挙動や炉内
移行における化学挙動を評価し、モデルを構築または高度化する。

研究開発の概要
項目

技術的達成目標

計画期間

成果の活用

①事故時熱水力
挙動評価手法
開発

炉心損傷時をの熱流動挙動を評 +～+ 年
価できる解析手法を構築し、
6$解析コードによる炉内状況
評価の高度化に資する。

• +年度までに手法を構築し、炉内状況評価のた
めの基礎データ・基本モデルを提供する。
• +年度以降は、モデル／コードの継続的な評価
を行うとともに、構造材・圧力容器挙動評価と連
携し、6$解析コード高度化のための基礎知見を提
供する。

②事故時の燃料
損傷及び溶融
評価

破損燃料からの放射性物質放出 +～+ 年
挙動について、雰囲気、燃料組
成、燃料溶融の影響を評価でき
るモデルを開発する。

• +年までに試験や評価を終え、6$解析コードに
よる炉内状況把握結果の裏付けやコード高度化に
反映する。

③構造材・圧力
容器挙動評価

6$時の材料損傷等の予測手法 +～+ 年
を構築し、圧力容器破損位置、
モードを評価する。

• +年度までに、構築した手法により種々のシナ
リオに対する破損モードを評価し、炉内状況評価
のための基礎データとして提供する。
• +年度以降は、事故時の燃料損傷及び溶融評価
と連携し、損傷部からの燃料等の移行挙動につい
て評価を行い、6$解析コード高度化のための基礎
知見に資する。

④放射性物質化
学挙動評価

6$時の炉内各所における放射 +～+ 年
性物質化学挙動に関するデータ
ベースを構築して放射性物質移
行モデルを高度化する。

• +年度までに&Vの炉内分布や配管等への付着性
状予測を行い、初号機の燃料デブリ取り出し準備
のための基礎データとして提供する。
• +年度以降は、デブリ取出し結果等の炉内状況
観察・分析結果に基づく検証により、モデル／
コードの継続的改良や、デコミ廃棄物放射能イン
ベントリー評価のための基礎知見として資する。
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研究計画
年度
①事故時熱水 • 高圧等温条件下ボ •
力挙動評価 イド率データ取得
• 水位低下時熱流動 •
手法開発
挙動予備解析
•
予算 百万円

人員 人）
名
②事故時の燃 • 溶融移行挙動評価 •
料損傷及び 試験
• モデル化方針検討 •
溶融評価
• 放出挙動評価試験
装置改造
•
予算 百万円
人員 人）

年度
高圧加熱時ボイド •
率データ取得
等温条件ボイド率 •
分布検証
溶融燃料落下挙動 •
試験

名
溶融移行挙動評価 •
試験
模擬燃料等を用い •
た放出挙動評価試
験
モデル高度化（雰 •
囲気影響）

年度
燃料集合体内液滴 •
割合データ取得
加熱条件ボイド率 •
分布検証
溶融燃料落下挙動 •
解析手法評価

名
溶融移行挙動解析 •
手法の評価
照射済燃料を用い •
た放出挙動評価試
•
験
モデル高度化（燃
料溶融影響）

年度
燃料集合体内液滴 •
速度データ取得
水位低下時熱流動 •
挙動評価
溶融燃料落下挙動
基本モデル構築

名
炉心下部溶融燃料
移行挙動評価
モデル高度化（燃
料組成影響）
モデル検証









名

名

名

名

③構造材・圧 • 高温材料データ取 • 高温材料データ取 •
得、解析手法評価
力容器挙動 得、解析手法評価
• 下部ヘッド破損評 •
評価
価解析
予算 百万円

人員 人）
名
④放射性物質 • 手法開発（)3化学 •
化学挙動評 形直接測定技術等
価
確立）
•
• 制御棒材等炉材料
の化学影響評価基
礎試験
予算 百万円

人員 人）
名

年度
年度
燃料集合体内液滴 • 燃料集合体内液滴径 •
データ取得
速度データ取得
噴霧流条件に対す • 噴霧流条件に対する •
検証
る検証
• 水位低下時燃料集合
体内熱流動挙動評価


名
名

年度
燃料集合体内液滴
径データ取得
水位低下時圧力容
器内熱流動挙動評
価

高温材料データ取 • 下部ヘッド破損部 • 下部ヘッド溶融・ • 燃料集合体溶融移行 • 圧力容器内溶融燃
位、損傷サイズ評
得、解析手法評価
挙動評価
破損・移行挙動評
料移行挙動評価
価
下部ヘッド破損評
• 下部ヘッド溶融・破
価
価解析
損・移行挙動評価


名


名


名

制御棒材等炉材料 • 模擬燃料等を用い •
た化学挙動データ
の化学影響評価
拡充
原子炉体系を模擬
した総合試験
• 試験データ解析に •
よるモデル高度化
への反映


名
名

照射済燃料等を用 •
いた化学挙動デー
タ拡充
試験データ解析に •
よるモデル高度化
への反映

名


名
化学挙動モデル高 •
度化及びデータ
ベース構築
原子炉体系を模擬
した総合試験によ
るモデル検証

名


名

実施部署


名

連携機関

①事故時熱水力挙
動評価手法開発

原子力科学研究部門
原子力基礎工学研究セン
ター
福島基盤技術ユニット

溶融燃料落下挙動試験：筑波大、電通大
溶融燃料落下挙動に関する情報交換：仏国&($

②事故時の燃料損
傷及び溶融評価

原子力科学研究部門
原子力基礎工学研究セン
ター
福島基盤技術ユニット

溶融燃料移行挙動試験：筑波大
)3放出挙動に係る基礎研究：仏国,561他
溶融燃料移行挙動に関する情報交換：仏国&($、独国
.,7

③構造材・圧力容
器挙動評価

原子力科学研究部門
原子力基礎工学研究セン
ター
福島基盤技術ユニット

圧力容器破損挙動に関する情報交換：典国.7+

④放射性物質化学
挙動評価

原子力科学研究部門
原子力基礎工学研究セン
ター
福島基盤技術ユニット

)3化学挙動基礎実験、熱力学特性測定：高速炉セン
ター・高速炉技術開発部
照射済燃料を用いた)3放出・移行総合実験：仏国&($
付着)3の電子状態評価手法開発：量子ビームセンター
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名

実デブリや炉内サン • 実デブリや炉内サ
プルの分析結果を用 ンプルの分析結果
いた放出・移行挙動 を用いた放出・移
評価手法の検証及び 行挙動評価手法の
高度化
検証及び高度化

４実施体制及び外部との協力（機構内・外部との連携）

項目


名


名
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研究方法
①事故時熱水力挙動評価手法開発
㻝㻜㻜㻑空気

ワイヤ

㻝㻜㻜㻑水

ワイヤメッシュセンサ

計測例

図 ワイヤメッシュセンサとボイド率
気相体積割合 計測結果の一例
模擬燃料棒
ワイヤーメッシュ
センサ

㻠㻡㻜㻜

 三次元二流体モデル解析コード$&('%)&
及び詳細二相流解析コード73),7を改良し、
事故時に圧力容器内で発生する熱水力挙動
を評価するための解析手法を開発する。
 水位低下時の燃料集合体を模擬した試験を
行い、高圧時のボイド率分布等の熱水力挙
動データを、ワイヤメッシュセンサ 図 等
を用いて取得する 図 。
 溶融した燃料が、制御棒案内管などの構造
物を有する下部ヘッド内の水中に落下する
際の挙動について、評価するための試験を
行う。
 「③構造材・圧力容器挙動評価」と統合し、
事故時に圧力容器内で発生する熱水力挙動
を評価する

㻡㻢

模擬燃料棒
㻔㻝㻜φ 㻕

ワイヤーメッシュ
センサ
水面
計測点

蒸気㻔㻗水㻕

図 高圧燃料集合体内ボイド率計測実験装置
図
1655を用いた燃料溶融試験の概要

研究方法
②事故時の燃料損傷及び溶融評価
 圧力容器内における溶融燃料の移行挙動に
ついて評価するための解析手法を、&)'解
析手法を基に構築する（図）。

 破損燃料等からの放射性物質放出挙動評価
精度向上のため、照射済燃料等を用いた放
射性物質放出試験（図４）を行い、放出速
度データを拡充する。
 データ解析を行い、破損燃料等からの放射
性物質放出モデルを高度化する。

図 溶融燃料移行挙動解析結果の一例

図４ 照射済燃料を用いた)3放出挙動
評価試験装置（大洗・福島燃材部）
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ホットセル内で照射済燃
料を～3,000℃に加熱し
放出速度データを取得
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研究方法
③構造材・圧力容器挙動評価
 既往データのない温度範囲において、ス
テンレス鋼や圧力容器鋼に対する高温引
張・クリープ試験を実施し、解析に必要
な材料物性データを拡充する。
 高温クリープ試験結果と損傷評価手法に
基づく解析結果を比較することにより、
損傷評価手法の精度向上に向けた改良を 図 高温クリープ試験と損傷評価手法に基づく解析
実施する。（図）
 開発した手法を用いて、異なるシナリオ
での下部ヘッド破損挙動に関する知見を
取得する（図）。さらに、「②事故時
の燃料損傷及び溶融評価」と統合し、破
損部からの移行挙動について評価を行う。

%:5の圧力容器下部ヘッド 貫通部近傍のスタブチューブのクリープ損傷分布図
の解析モデル

図 下部ヘッド破損挙動評価結果の一例

研究方法
④放射性物質化学挙動評価
 )3等化学形の直接測定技術、測定デ
ータの計算化学解析による化学挙動
評価やモデル化技術等を開発する。
 模擬試料、照射済燃料等の多様な試
料を用いた系統的な実験（図７）に
よる)3化学挙動に関する知見拡充、
データベース構築及びモデル高度化
を行う。
 実体系を模擬した総合試験（※）の
実施によるデータベースやモデルの
検証、それらを通じたデータベース
／モデルの継続的改良、6$解析コー
ドへの反映を行う。
（※）仏国&($他との実燃料を用いた総
合実験の共同実施を計画中

FP化学反応評価（実験及び解析）
In-situ measurement of aerosol/vapor (chemical
composition and size)
•

Vapor generator
Vapor injection
(Cs, I, Mo, B, O, H)

Ceramics tube
(～L4m – I.D. 75mm)

Bend-line
(Optional)

•
•
•

MS
RIMS
SMPS/ELPI/TEOM

FP化学反応実験装置
（検討中）による化学反
応及び反応定数データ
やCs化学吸着データ
Gas sampling
の整備
• Bubbling

・・・
SS tube

・・・
B4C degradation and
B-vapor injection
•

・・・

Sample coupon for the
deposits analysis

High temperature
furnace
～1,873 K

•
•
•

XRD/ICP-MS
XPS
SEM/TEM

Aerosol/vapor sampling

～973 K

•
•

Impactor
Filter/bubbling bottle

•

bottle
GC/MS

～423 K

Off-line analysis

Cs-B-O化合物の合成及び熱力学特性評価

熱力学データが無
い化合物の合成
及び特性評価

Cs-B-O化合物合
成（写真CsBO2）
蒸気圧測定装置

図 )3化学挙動基礎実験（大洗・高速炉技術開発部、他）
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資料㻞㻙㻡㻙㻡

燃料デブリ取り出しに係る研究開発
 格納容器・圧力容器内部調査技術開発

日本原子力研究開発機構
高速炉研究開発部門 大洗研究開発センター
原子力科学研究部門 原子力基礎工学研究センター
量子ビーム応用研究センター
福島研究開発部門
福島廃止措置技術開発センター

研究開発の目的

燃料デブリを安全かつ着実に取り出すためには、原子炉内の状況、デブリの状
況を事前に把握することが重要である。
また、取り出し作業が開始されれば、取り出したデブリや廃棄体の処理処分を
進める上で、これらを安全にかつ迅速に分析・分類するスクリーニング技術が
不可欠となる。
しかし現状では、高線量下、かつ、狭隘、気中・水中又は高湿度環境下といっ
た過酷環境下での安全で簡便な観察・分析技術が具体的に提案されていない。
そこで、耐放射線性光ファイバをエネルギー・信号伝送手段として用いること
で、炉内状況の視認、ガス環境の検認、局所線量率の測定、デブリ等対象物の
その場元素組成分析を可能とする先進的光計測技術の開発を目的とした研究を
行い、迅速で安全な廃炉措置に不可欠な計測・分析基盤技術を確立する。
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研究開発の概要
炉内状況の把握を行うために、以下のことを実施する。
項目

研究概要

①内部観察・レーザーモ
ニタリング技術の開発

炉内の状況、放射線強度、燃料デブリの存在及びその性状（がれき、燃料、燃
料・がれき混合体）等を遠隔・その場で迅速に把握するために、耐放射線性光ファ
イバ技術を共通的技術基盤とした、光ファイバスコープによる内部視認プローブ、
ルビーシンチレータ等による局所放射線プローブ及びレーザーモニタリング技術と
してレーザー誘起発光分光法（/,%6 等による元素組成分析プローブを開発する。
レーザーモニタリング技術については、より高感度化、高分解能化を図って同位
体識別能力を向上させ、炉内状況調査のみならず、廃棄物の迅速分別、核燃料物質
の簡易計量管理、燃料取り出し後の残存核燃物質評価等、廃炉に不可欠な遠隔分析
ツールとして確立する。
過酷環境、特に高放射線場での性能試験は、-$($で実施する意義が高い。

②元素識別方法の構築

レーザー分光により、炉内の燃料デブリ分布状況や大量のデブリを高精度で迅速
かつ簡易に分析・評価知するためには、得られた分光結果を評価するための基礎分
光データが不可欠である。そこで、炉内構造物質、核燃料物質、)3核種等の多種
多様の元素及びその混合物及び様々な化学性状を有した模擬デブリ等による基礎分
光データを取得する。
取得したデータを活用して、定量的な元素識別、組成分析法を開発し、デブリの
迅速な組成評価の実現を目指す。
核燃料物質や)3等の同位体評価に必要となるスペクトルデータを拡充し、評価
に不可欠なデータベースを整備するとともに、分析評価方法を確立し、廃炉に不可
欠な遠隔分析基盤技術を形成する。
-$($でのみ実施可能な重要基盤研究の一つである。

研究開発の概要
項目

技術的達成目標

計画期間

成果の活用

①内部観察・レーザーモ
ニタリング技術の開発

炉内状況を想定し、線量率～
*\K、累積線量0*\あるいは
それ以上の高線量下、かつ、狭隘、
気中・水中又は高湿度環境下におい
て、P程度の遠方から可視化映像
による観察、線量評価及び溶融デブ
リ等の定量的な組成分析が同時に実
施可能な技術を開発する。

第期：内部
調査技術提案
+～+
年
第期
広範な廃止措
置への適用
+～+
（年）

)廃止措置計画で実施している
格納容器内部調査及び圧力容器
内部調査に有効な手法として提
案し、廃止措置に反映させる。
デブリや廃棄体の処理処分を安
全にかつ迅速に分析・分類する
遠隔プローブとして活用する。

②元素識別方法の構築

レーザー分光による元素分析技術を
開発するため、分光スペクトルデー
タを取得するとともに、これらを用
いて定量評価が可能な手法を提供す
る。
元素組成に加えて、核燃料物質等の
主たる同位体の分析も含む高精度な
迅速・直接・その場分析定量評価の
実現に不可欠な精密分光データを取
得し分光分析手法を確立する。

同上

レーザーモニタリング技術にお
いて不可欠な基礎データを提供
するとともに、分析評価手法を
確立する。
レーザーモニタリング技術によ
る)廃止措置に向けた基盤技術
（廃棄物処理における核燃・構
造材の迅速分別、溶融デブリ組
成評価、計量管理を含む核燃料
物質の計測技術の応用研究等）
の確立に不可欠な手法、分光基
礎データを提供する。
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研究計画
年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

①内部観察・レー
ザーモニタリング
技術の開発

内部観察プ
ローブ（観察、
線量測定、ガ
ス計測）、
レーザーモニ
タリングプ
ローブの照射
環境下要素試
験。
レーザーモニ
タリングプ
ローブの高分
解能化。

内部観察プ
ローブの最適
設計条件の決
定。
レーザーモニ
タリングプ
ローブの高感
度化。

内部観察・
レーザーモニ
タリングプ
ローブの一体
化。
レーザーモニ
タリングプ
ローブの・堅
牢化・耐環境
化。

模擬炉心体を
用いた総合評
価。
福島炉心状況
調査への適用
検討。

内部観察プ
ローブ改良。
レーザーモニ
タリングプ
ローブの高性
能化（同位体
プローブの構
築）

遠隔観察機能
付きデブリ・
廃棄体レー
ザーモニタリ
ングプローブ
の完成

遠隔観察機能
付きデブリ・
廃棄体レー
ザーモニタリ
ングプローブ
の現場適用総
合評価。

②元素識別方法の
構築

炉内構成物、
核燃料物質、
模擬デブリの
データ取得。

多種多様な混
合物のデータ
取得。
元素分析高精
度評価手法の
検討。

デブリ組成性
状評価におけ
るパターン認
識化。

元素分析の定
量性・測定精
度・感度評価。
元素分析法の
確立。

元素分析高精
度化。
同位体分析性
能評価。
核種識別手法
確立。
0$スペクトル
データ取得準
備。

核種拡張分析
性能評価。
0$等のスペク
トルデータ取
得。

0$含有燃料等
の定量性・測
定精度・感度
評価。
0$含有燃料等
の迅速分析手
法の確立。

予算（百万円）
人員 人）















名

名

名

名

８名

名

名

４実施体制及び外部との協力（機構内・外部との連携）

項目

実施部署

連携機関

①内部観察・レーザーモ
ニタリング技術の開発

高速炉研究開発部門
大洗研究開発センター
高速実験炉部
原子力科学研究部門
原子力基礎工学研究センター
福島基盤技術ユニット
量子ビーム応用研究センター
レーザー応用技術研究ユニット

/,%6素過程・計測適用化：徳島大学、京都大学、福井大学
/,%6高輝度化技術：イマジニアリング（株）
共鳴分光技術開発・計測適用化：東京大学、名古屋大学

②元素識別方法の構築

原子力科学研究部門
原子力基礎工学研究センター
福島基盤技術ユニット

核種分光に関する情報交換：米国/$1/、251/
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研究方法
①内部観察・レーザーモニタリング技術の開発

開発中の炉内内部観察・レーザーモニタリングプローブの概要と利用イメージ
• 信号伝送、レーザー光伝送に線量率N*\K、積算線量!２ 0*\の気中、水中過酷環境で利用可能
な耐放射線性光ファイバのγ線照射特性を把握し、これを活用（共通基盤技術）。
• 内部視認プローブ：ファイバスコープと超広角レンズにより、内部の視認性を確保。水素検認への活用。
• 局所放射線・水素濃度検認プローブ：ルビーシンチレータを光ファイバ先端に装着し、線量率・線量
率分布を把握。酸化タングステンのガスクロミック特性を活用し、水素濃度を検知。
•元素組成分析プローブ：光ファイバを介してレーザー光を伝送し、レーザー誘起プラズマ発光分光法（
/,%6）等により、確認物体の元素組成（構造材、核燃料物質等）を評価する。マイクロ波による高感
度化・高分解能化及び共鳴分光法の導入等により、核燃料物質を中心に同位体組成評価を可能とする。
利用施設等：高崎ガンマ線照射施設、大洗研常陽・校正施設、原科研少量核燃・ＲＩ施設

研究方法
②元素識別方法の構築
計測機器側

分光容器
• グローブボックスと一体化したレーザー遠隔分光分析装
グローブボックス側 （グローブボックス側に対面）
置（原科研バックエンド研究施設内）の高感度・高分解
能化とその活用（02;、0$等）。
•8、3X、0$を含む各元素単体のプラズマ発光分光特性、
スペクトルデータを取得、データベース化。
•様々な多元素組成・化学形・物理形でのプラズマ発光分光
特性、スペクトルデータを取得、データベース化。
レーザー遠隔分光分析装置
•様々な多元素組成・化学形試料の発光パターン認識化。
元素発光データからの
•定量性評価手法の開発。
元素発光データ
混合物発光データ
Pu同位体の識別例

混合物発光評価例

U同位体の識別例

利用施設等：原科研バックエンド研究施設、少量核燃・ＲＩ施設
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燃料デブリ取り出しに係る研究開発

 燃料デブリの計量管理方策の構築に係る研究開発

日本原子力研究開発機構
核不拡散・核セキュリティー総合支援センター
福島研究開発部門 福島廃止措置技術開発センター

研究開発の目的

原子炉から取り出した燃料デブリを核燃料物質として適切に管理するための
合理的な計量管理手法を構築する必要がある。
事故前は核燃料集合体一体を一単位として核物質の計量管理を実施していた
が、事故により燃料集合体が溶融し核燃料集合体一体を一単位とした計量管理
は困難と考えられる。
炉から取り出した燃料デブリ中の核物質量を評価または測定し、核燃料物質
として適切に管理するための合理的な計量管理の手法を開発する必要がある。
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研究開発の概要
合理的な計量管理手法を検討するために、以下のことを実施する。
項目

研究概要

①燃料デブリ中の核物質
量の評価・測定技術の開
発

炉から取り出し容器に収納した燃料デブリ中の核物質量を測定または評価する技術
を開発する。

②合理的な計量管理方法
の検討

70,事故、チェルノブイリ事故などの類似の炉心燃料損傷事故における核物質計
量管理の例を調査すると共に、炉から取り出した燃料デブリの保管、貯蔵、輸送、
核物質防護、国際約束に基づく核物質量の国際原子力機関への申告、,$($の保障
措置などの核物質の管理に必要な情報を調査、検討し、これらを基に合理的な計量
管理手法を開発する。

③核燃料物質の分布状況
の調査

核物質の分布状況を調査し計量管理対象物質を確認する。（他のプロジェク
トの実施結果等を利用して行う）

研究開発の概要
項目

技術的達成目標

計画期間

成果の活用

①燃料デブリ中の核物質
量の評価・測定技術の開
発

廃炉工程を阻害しないで、容器に収
納した燃料デブリ中の核物質量を確
定する技術を開発する。

+～+ 
年

初号機の燃料デブリ取り出し準
備のために+頃から開始する
計量管理システムに反映する。

②合理的な計量管理方法
の検討

取り出した燃料デブリを核物質して
適切に管理するために必要となる核
物質量に関する情報を提供できる手
法を開発する。

同上

同上

③核燃料物質の分布状況
の調査

核燃料物質として計量管理を実施す
る対象物を確定する。

同上

同上
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研究計画
年度

年度

年度

年度

①燃料デブリ中の核
物質量の評価・測定
技術の開発

・基礎試験
（測定技術の
適用性、測定
システムの成
立性評価な
ど）

・実証試験
（模擬測定対
象を用いた測
定試験）

・実証試験
（模擬測定対
象を用いた測
定試験）

・実証試験
（模擬測定対
象を用いた測
定試験）
・計量管理シ
ステムへの結
果の反映

②合理的な計量管理
方法の検討

・燃料デブリ
の管理方法を
基にした合理
的な方法の検
討

・燃料デブリ
の管理方法を
基にした合理
的な方法の検
討

・燃料デブリ
の管理方法を
基にした合理
的な方法の検
討

・燃料デブリ
の管理方法を
基にした合理
的な方法の検
討
・計量管理シ
ステムへの結
果の反映

③核燃料物質の分布
状況の調査

・分布状況の
調査

・分布状況の
調査

・分布状況の
調査

・分布状況の
調査

予算（百万円）
人員 人）









プロパー名
協力員等名

プロパー名
協力員等名

プロパー名
協力員等名

プロパー名
協力員等名

年度

年度

年度

４実施体制及び外部との協力（機構内・外部との連携）

項目

実施部署

連携機関

①燃料デブリ中の核物
質量の評価・測定技術
の開発

核不拡散・核セキュリティー総合支援センター
プルトニウム燃料技術開発センター
原子力基礎工学研究センター
福島廃止措置技術開発センター

評価、測定技術の開発：米国エネルギー省、電力中央
研究所、,5,'、東京電力

②合理的な計量管理方
法の検討

核不拡散・核セキュリティー総合支援センター
福島廃止措置技術開発センター

核物質管理手法：東京電力、,5,'、規制庁、,$($、

③核燃料物質の分布状
況の調査

核不拡散・核セキュリティー総合支援センター

核物質の状況に関する情報：東京電力
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研究方法

①燃料デブリ中の核物質量の評価・測定技術の開発
• その時点で得られる燃料デブリ収納容器、燃料デブリの組成、性状等の情
報を基に、収納容器外側から非破壊で核物質量測定する技術について検討
し、測定技術の適用性を検討する。
• また、その時点で得られる測定場所、測定環境に関する情報を基に、測定
システムを検討し、システムの成立性、測定能力を基礎試験やシミュレー
ションにより評価する。
•上記の結果を基に、実証試験に用いる測定対象物、試験施設を検討し、核
物質量測定に関する実証試験を行う。
•また、燃料デブリの組成、性状や取出し方法等の情報を基に、収納容器内
の核物質量評価する手法について検討する。
• 上記の結果を基に、計量管理に求められる目標を達成できる、燃料デブリ
中の核物質量の評価、測定技術を提案する。

研究方法

②合理的な計量管理方法の検討
• 取り出し後の燃料デブリの保管、貯蔵、輸送などの取り扱い方を基に、計
量管理に求められる情報を検討すると共に核物質量の評価、測定に求めら
れる技術要件を検討する。
•法に基づく核物質量の国への申告方法、国際協定に基づく,$($の保障措置
査察の方法などを考慮した計量管理方法を検討する。
• 上記を基に合理的な計量管理手法を提案する。
③核燃料物質の分布状況の調査
• 他のプロジェクト等が実施す、１)内の物質の分析等の結果から、核物質計
量管理の対象物を検討する。
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資料㻞㻙㻡㻙㻥

廃棄物処理・処分に係る研究開発

日本原子力研究開発機構
福島研究開発部門 企画調整室

研究開発の目的

福島第一原子力発電所から発生する廃棄物は、通常の原子力発電所から発生す
る廃棄物と異なり、破損した燃料に由来した放射性核種を含んでいること、事
故直後の炉心冷却に起因する海水成分を含む可能性があること、事故対応によ
り通常発生しない性状の多様な廃棄物が発生すること、汚染レベル及び汚染が
広範囲であり、処理・処分する廃棄物量が膨大であることなどが想定される。
これら廃棄物の処理処分の具体化を図るため、早期実現を目指し現有技術を基
本とした検討が中長期ロードマップに基づき進められているが、廃棄物性状等
が不明確なため、適用する処理技術の適切性や処分時の安全性に大きな不確実
性が存在する。このため、その処分に当たっては現行廃棄物の処分に比べ社会
的受容性が低くなる可能性が高い。
そこで、上記の不確実性を可能な限り減少させるような現行検討を支える基盤
技術の開発と並行して、より高度化された合理的な処理・処分技術を開発する
ことにより、処理・処分システムを中核とする廃棄物管理システム全体の安全
性・信頼性の向上を図り、社会的受容性向上への貢献を図るものである。
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研究開発の概要
処理・処分システムの高度化に資するため、以下の研究開発を実施する。
項目

研究概要

①安全評価の信頼
性向上に係る開発

福島第一原子力発電所から発生する廃棄物中に共存する可能性のある物質等による影響を含め
た様々な処分環境条件下を模擬し、各種金属の腐食速度データや、多様な人工バリア材等への
核種の収脱着に関するデータ等、安全評価インプットデータを取得、整備する。併せて、廃棄
物のソースタームモデルや共存物質等の影響評価モデル等の安全評価個別現象モデル開発を進
めるとともに、性能評価上の差異を表現できる安全評価解析コードを開発する。
産廃等で実績がある水面埋立方式を低濃度で多量ながれき類への適用を想定し、海底土や汚染
水等の利用を考慮した処分概念の技術的成立性及び安全性の確認を行う。

②人工バリア材の
高度化開発

処分の安全評価上、被ばく線量に寄与する上位の重要核種を主な対象に、処分施設からの移動
を遅延させることが可能なよう、セメント系材料に核種の高収着性材料を添加・改良するなど
した高収着バリア材料の開発を行う。
また、長期の岩盤変位への追従性と、様々な処分環境条件下での耐腐食性を併せ持った超長期
の寿命を達成可能な処分容器の開発を行い、その適用条件を整理する。

③廃棄体性能の高
度化開発

処分の安全評価上、被ばく線量に寄与する上位の重要核種を主な対象に、廃棄体からの溶出を
遅延させることが可能な固型化材や添加剤等の開発を行う。開発した固型化材や添加剤等につ
いては様々な処分環境条件下での核種溶出データを取得・整備する。
また、含まれる可能性がある有害物質の処分施設からの大量溶出による環境汚染が発生しない
よう、有害物質の固定化手法、溶出遅延材の開発を実施するとともに、溶出データ等を取得・
整備する。これら開発に資するため、固化体中での元素の閉じ込め機構の解明研究を進める。

④分析・測定技術
の高度化開発

現在ロードマップに基づき開発している核種分析手法を含め、分析データの品質保証を図るた
めの核種分析手法の標準化を図るとともに、既存分析法のコンパクト化、自動化などの開発を
行う。
また、福島第一原子力発電所から発生する廃棄物には主としてα核種に汚染されているものも
相当数発生することが想定される。さらに、有害物質等が混在している可能性がある。そこで、
これらを非破壊で測定可能な技術開発を行う。

研究開発の概要
項目
①安全評価の信頼性
向上に係る開発

技術的達成目標

計画期間

安全評価個別現象モデルの整備

+～+ 年

安全評価解析コードの整備

+～+ 年

安全評価インプットデータの整備

+～+ 年

成果の活用
信頼性の高い安全評価モデルの提
供
信頼性の高い安全解析コードの提
供
適宜,5,'で実施している検討に
データを提供
代替処分概念の提案

水面埋立方式の技術的成立性の提示

+～+ 年

②人工バリア材の高
度化開発

高収着バリア材の提示
超長期寿命処分容器の提示

+～+ 年

開発した材料を導入した高度化処
理・処分システムの提案

③廃棄体性能の高度
化開発

廃棄体からの放射性核種の溶出を遅延で
きる新規固型化材あるいは添加剤の開発
廃棄体中への有害物質を固定化技術の開
発

+f+（年）

開発した材料、技術を利用する廃
棄体作製方法の提案

④分析・測定技術の
高度化開発

事故廃棄物の核種分析に必要となる分析
手法の標準化
コンパクト化・自動化した分析技術の開
発
核燃料物質及び有害物質の非破壊分析技
術の開発

+f+（年）

分析・研究施設の核種分析作業に
おける利用
大学、研究機関等における核種分
析での活用
廃棄体検認手法の提案
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研究計画
年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

①安全評価の信頼性向
上に係る開発
（D安全評価個別現象
モデルの開発）

・ソースターム
モデル開発
・共存物質影響
モデル開発

・ソースターム
モデル開発
・共存物質影響
モデル開発
・基礎データ取
得

・ソースターム
モデル開発
・共存物質影響
モデル開発
・基礎データ取
得
・影響評価

・ソースターム
モデル開発
・共存物質影響
モデル開発
・基礎データ取
得

・ソースターム
モデル開発
・共存物質影響
モデル開発
・基礎データ取
得

・ソースターム
モデル開発
・共存物質影響
モデル開発
・基礎データ取
得

・ソースターム
モデル開発
・共存物質影響
モデル開発
・基礎データ取
得
・影響評価

（E安全評価解析コー
ドの開発）

・評価プロセス
の整理・分析

・評価体系の構
築

・評価体系の構
築
・評価モデルの
構築

・評価モデルの
構築

・解析コードの
開発

・解析コードの
開発

・解析コードの
開発
・核種移行評価

（F安全評価インプッ
トデータの整備・拡
充）

・共存物質影響
データの取得
・金属腐食デー
タの取得
・核種移行現象
評価モデル開発

・共存物質影響
データの取得
・金属腐食デー
タの取得
・核種移行現象
評価モデル開発

・共存物質影響
データの取得
・有害金属等影
響評価データの
取得
・金属腐食デー
タの取得
・核種移行現象
評価モデル開発

・共存物質影響
データの取得
・有害金属等影
響評価データの
取得
・核種移行現象
評価モデル開発

・有害金属等影
響評価データの
取得
・核種移行現象
評価モデル開発

・有害金属等影
響評価データの
取得
・核種移行現象
評価モデル開発

・取得データに
よる評価
・核種移行現象
評価モデル開発

（G水面埋立方式の技
術的成立性の検討）

・既存情報の収
集・整理
・安全評価デー
タ取得

・施設概念の検
討
・安全評価用
データの取得
・安全評価シナ
リオの整理

・施設概念図、
操業計画の立案
・安全評価用
データの取得
・安全評価の実
施

②人工バリア材の高度
化開発

・試験条件の調
査・整理
・試験試料の試
作

・バリア材基本
性能試験
・腐食化学種調
査試験

・バリア材収
着・拡散試験
・容器腐食試験

・バリア材収
着・拡散試験
・容器腐食試験

・バリア材収
着・拡散試験
・容器腐食試験

・バリア材収
着・拡散試験
・容器腐食試験

・バリア材収
着・拡散試験
・容器腐食試験
・適用条件等整
理

研究計画
年度

年度

年度

年度

年度

年度

③廃棄体性能の高度化
開発

・対象核種、有
害物質の調査
・新規固型化材、
添加剤の調査
・模擬廃棄物の
調製、固化試験
の検討

年度

・廃棄体作製試
験、閉じ込めメ
カニズム解明研
究

・廃棄体作製試
験、閉じ込めメ
カニズム解明研
究

・廃棄体作製試
験、閉じ込めメ
カニズム解明研
究

・廃棄体作製試
験、閉じ込めメ
カニズム解明研
究

・廃棄体作製試
験、閉じ込めメ
カニズム解明研
究

・廃棄体作製試
験、閉じ込めメ
カニズム解明研
究

④分析・測定技術の高
度化開発

・標準化のため
の手続きの調
査・検討、準備
・標準化に向け
た不足データ等
の収集
・分析技術の高
度化（コンパク
ト化、自動化、
非破壊分析）の
検討

・標準化に向け
た資料作成、委
員会等の開催
・不足データ収
集の継続
・分析技術の高
度化に向けた課
題（試薬開発
等）の抽出、調
査、計画策定

・標準化に向け
た資料作成、委
員会等の開催
・不足データ収
集の継続
・分析技術の高
度化開発

・標準化に向け
た資料作成、委
員会等の開催
・分析技術の高
度化開発

・分析技術の高
度化開発

・分析技術の高
度化開発

・分析技術の高
度化開発





























予算（百万円）
人員 人）
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４実施体制及び外部との協力（機構内・外部との連携）

項目

実施部署

連携機関

①安全評価の信頼性向上に
係る開発

福島廃止措置技術開発センター
基盤技術研究開発部
廃棄物対策・埋設事業統括部
バックエンド技術部など

大学、海外研究機関等

②人工バリア材の高度化開
発

福島廃止措置技術開発センター
基盤技術研究開発部など

大学、国内・海外研究機関等

③廃棄体性能の高度化開発

福島廃止措置技術開発センター
原子力基礎工学研究センター
基盤技術研究開発部
廃棄物対策・埋設事業統括部
バックエンド技術部など

大学等

④分析・測定技術の高度化
開発

福島廃止措置技術開発センター
原子力基礎工学研究センター
基盤技術研究開発部
廃棄物対策・埋設事業統括部
バックエンド技術部など

大学、学会等

種 類
軽微破損
燃料

研究方法

① 安全評価の信頼性向上に係る開発

（D安全評価個別現象モデルの開発）
多様な廃棄物のソースタームモデルの開発

• 燃料デブリ等のインベントリ評価から核種放出モデルを
含むソースタームモデルについて，多様なデブリ特性等
も考慮したデータ取得とモデル開発を行う（図１）とと
もに、ゼオライトやスラッジ等廃棄体の長期溶解データ
等の基礎データ取得とモデル開発を行う。

共存物質等の影響評価モデルの開発

燃料デブリ（溶
融プール）

閉塞物
（炉心中央～下
部）
MCCIデブリ

処分安全性評価の課題
・使用済燃料直接処分の評価
パラメータの適用
・瞬時放出成分の取扱い
・燃料デブリ（酸化物相）の溶解，
核種放出挙動
・海水成分の核種溶解挙動や
バリア性能への影響
・瞬時放出成分の取扱い
・金属/合金/ホウ化物/放射化
生成物等のインベントリ
・瞬時放出成分の取扱い
・海水成分の金属溶解や核種
溶解への影響
・ケイ酸塩系デブリの溶解，核
種放出挙動
・コンクリート成分のデブリ溶解，
溶解度，バリア性能への影響

図 燃料デブリ等のソースタームモデル評価の課題例

• 事故廃棄物に含まれる多様な共存物質による核種放出挙
動及び人工バリア材の長期性能に及ぼす影響を評価する
ための基礎データ取得、モデル開発、影響評価を行う。

（E安全評価解析コードの開発）

• 多様な廃棄体の特性，廃棄体特性に対応した処分概念お
よび設計オプション，地質環境の不均一性や空間的な広
がり等の性能評価上の差異を表現できる評価体系および
評価モデルを検討し，これらの取り扱いを可能とする解
析コードを整備する（図）。

母岩の透水性分布と廃棄体位置の設定

廃棄体からの核種移行の軌跡

図 坑道周辺の工学的対策や岩盤の不均質性を考慮
した複数廃棄体からの核種移行評価の例
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① 安全評価の信頼性向上に係る開発

（F安全評価インプットデータの整備・拡充）
1.E+1
核種移行データの取得
1.E+1

図 核種移行データベース
1.E+0
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• 多様な事故廃棄物が有する廃棄体特性，共存物質，
1.E-3
1.E-3
1.E-3
バリア材料の組合せにおいて，知見が不足し，かつ
1.E-3
1.E-3
1.E-3
共通性が高い重要課題について核種移行メカニズム
1.E-4
1.E-4
の理解と評価モデルの開発を進める（図２）。
22
1.E-4
1.E-4
1.E-4

ベントナイトに対
する1S 9 収着の
モデル化事例

1
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核種移行現象評価モデルの開発
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• 既存の核種移行データベースを事故廃棄物評価へ適
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用するため，海水成分，ホウ素等の共存物質影響デ
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ータを取得・拡充するとともに、有害金属等の従来
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安全評価で考慮していなかった元素の影響評価デー
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タの調査・取得を行う（図１）。
1.E-1 1.E-1 1.E-1

10 -2

-3
1.E-3

-3
10
1.E-3
10

2

3

3333

2 2
2
2

44

55

444

4

5 55

5

-6

10

-7

10

-8

10

-9

10

Measured Modeled

Sr2+
Cs+
Na+
HTO
I–

-10

0.01M (exp.)

0.01M (exp.)0.01M (exp.)
(model-recalc.)

3.0E-04
4.0E-04

4.0E-04
3.0E-04
4.0E-04
3.0E-04

none

2.0E-04
2.0E-04
3.0E-04
3.0E-04

0.1M
(exp.)
(model-recalc.)
(exp.)
0.025M0.01M
(exp.)

0.025M
traceexp.
CO2 (exp.)
model
atm.
CO2
(exp.)

carbonate

3.0E-04

atm. CO20.01M
(exp.)(exp.)
0.01M
(exp.)
(model-recalc.)
none atm. CO2 (exp.)
0.025M0.1M
(exp.)
0.01M
(model-recalc.)
0.025M
(exp.)
0.1M
(exp.)
(model-recalc.)

0.1M (exp.)

0.01M
(model-recalc.)
0.025M
(exp.)
no CO2 (calc.)
0.1M
(exp.)
no
CO2 (calc.)
(model-recalc.)
0.1M
(exp.)

0.1M
0.1M
(model-recalc.)
-12
0.1M
0.5M
(exp.)
0.1M
(exp.)(exp.)

tracesno CO2 (calc.)

0.1M
(model-recalc.)
0.1M
(exp.)
0.5M
(exp.)10
trace
CO2(calc.)
(calc.)
trace
CO2
(calc.)
trace CO2
0.1M
(exp.)
0.5M
0.5M
(exp.)
0.1M (exp.)
0.1M
1M
(exp.)
atmospheric
atmospheric
0.5M
(model-recalc.)
0.5M
(model-recalc.)
atm.
CO2(calc.)
(calc.)
atm. CO2
atm.
(calc.)
1M CO2
(exp.)
1M (exp.)
traces

2.0E-04
2.0E-04

1.0E-04
1.0E-04
2.0E-04
2.0E-04

1.0E-04
1.0E-04

1M (exp.)
0.025M
(calc.)

(model-recalc.)
10 (calc.)
1M
(exp.)
10 0.5M
11
0.025M
(calc.)
9998 0.025M
10
9 11
10 0.5M
11 (model-recalc.)
109
1110
0.025M
(calc.)
0.01
11
8 0.1M
0.025M
(calc.)
(calc.)
0.1M
(calc.)

8

8

pH pH
pH

-1.0E-04
-1.0E-04

0.1M
(exp.)
1M
(exp.)

0.5M
0.5M (model-recalc.)
(exp.) 0.5M
0.5M (model-recalc.)
(exp.)

2.0E-18
4
1.0E-04
55 5 66 6 77
44
2.0E-18
2.0E-18
41.0E-04
4 5 5 6 pH6 7
2.0E-18
-1.0E-04
pH
2.0E-18

778

-13

0.025M
(calc.)
0.1M
(calc.)
0.1M
(calc.)

圧縮ベントナイト中のイ
オン拡散のモデル化事例
0.1

1

Porewater salinity (M)

1M
(calc.)
0.1M
(calc.)
1M
(calc.)

図 ベントナイト中の収着・拡散モデル評価の例
1M
(calc.)
0.1M
(calc.)
1M
(calc.)
1M (calc.)

-2.0E-04
-3.0E-04
-1.0E-04
-2.0E-04
-2.0E-04
-3.0E-04

33

10

0.025M
(exp.)
trace
CO2
(exp.)CO2 (exp.)
no CO2
(exp.)
trace
-11
carbonate
exp.0.01M
model
(model-recalc.)
(exp.)
0.01M
(exp.)
10

4.0E-04
5.0E-04
4.0E-04

2.0E-18
-1.0E-04
-2.0E-04
-1.0E-04
-2.0E-04

333

De (m2 s-1)

研究方法

-4.0E-04
-3.0E-04
-4.0E-04
-3.0E-04
-2.0E-04
-3.0E-04
66

-5.0E-04
-5.0E-04
-4.0E-04
-4.0E-04
-4.0E-04
-3.0E-04
6 6 44
-5.0E-04
-5.0E-04
-5.0E-04
-4.0E-04
4

6

6

-5.0E-04

77

5
pH
44 pH
pH
7

4

pH

• 損傷した原子炉格納容器等に使用されると考えられ
る金属（ステンレス鋼、ニッケル合金等）などにつ
いて、地層処分後のガス発生影響を評価するための
腐食速度及びガス発生速度を取得する（図３）。
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図 ガス発生試験のイメージと金属腐食速度の例

① 安全評価の信頼性向上に係る開発

（G水面埋立方式の技術的成立性の検討）
• 既存の水面埋立方式を参照として、技術的
成立性の検討を行う（図）。
• 必要な施設及び設備の抽出を行うとともに
、廃棄物の埋立プロセスの検討及び操業計
画の立案を行う。
•操業時の作業員の被ばく線量の評価等を行
う。
• 埋設施設内条件（セメント、塩水や有機物
共存環境）を考慮した、評価対象核種及び
有害物質の安全評価に必要なデータを取得
・整備する（図）。
• 施設概念及び整備したデータを用いて、埋
設施設内の浸透水の流動解析等を実施する
とともに、施設閉鎖後の安全評価を行う（
図）。

残留海水面

遮
水
護
岸

外海

廃棄物層/中間覆土

遮
水
護
岸

外海

底部遮水層

図

水面埋立方式による埋設施設概念案

対象核種
及びセメント平衡水
セメント等の埋設施設の
構成材による放射性核
種の保持能力の指標

被ばく線量

研究方法

分配係数
埋設施設設置からの経過時間（年）

セメント等

図２

分配係数の取得試験
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研究方法

② 人工バリア材の高度化開発

開発したセメント硬化体
（周囲をコーティング）

核種閉じ込め・収着性能向上バリア材の開発
• 放射性セシウム &V を多量に含む，多様な共存物質を含む等の
事故廃棄物の特徴を考慮したバリア材の高度化開発を行う。
• バリア材に&Vの高収着性材料等を添加・改良することで、&V
の収着性の高い材料を開発し，&Vのバッチ式の収着試験や拡散
試験 図 等を実施し、&Vの遅延性能を評価する。
超長寿命処分容器の開発
• 東電福島第一原子力発電所から発生する燃料デブリを対象に
超長期の寿命を達成可能な廃棄物処分容器を開発する 図 。
• 長期の岩盤変位 HJ褶曲 に追従するため小型化を図る。
• 容器の耐食性を担う部材として、酸素濃度の低い深部地下環
境において高い耐食性が期待される銅を主要な検討対象する。
• 低酸素雰囲気における銅の耐食性を阻害する化学種（硫化物
等）について、地層処分基盤研究施設の雰囲気制御設備、応力
腐食割れ試験設備等を用いて調査し、適用条件を把握する。

開発したセメント硬
化体をCsを含む溶
液に一定期間浸漬

溶液接触面か
らのCsの拡散
状況を調査

図 セメント系材料に対する&Vの拡散試験の一例

（上図：浸漬試験、下図：(30$によるセメント硬化体中
の&Vの分析）
耐食層（銅）
遮蔽，強度部材
（鉄鋼材料等）

小型化

燃料デブリ

顕著な腐食

ほとんど腐
食なし

硫化物濃度 低

高

図2 超長寿命処分容器のイメージ（上図）と
純銅の腐食試験結果例（下図）

研究方法

③ 廃棄体性能の高度化開発
固化試験

• 放射性廃棄物に含まれる放射性核種及び
有害物質等を、放射性廃棄物の固化体内
に閉じ込めるあるいは固化体からの溶出
を遅延させるための固化技術の開発を進
める。
• 様々な固型化材を用いて&V、6U、3X及
び$P等の)3元素やアクチノイド、及び
3E等の重金属を含む模擬廃棄物の固化
試験を実施し、作製した固化体の構造分
析、含有元素の浸出試験を実施する（図
）。それぞれの固型化材において金属
を固化体中に閉じ込める機構を明らかに
するとともに、閉じ込め性能を向上させ
るための固型化材開発に関する知見を取
得する。

廃棄物
（Cs, Am,
Pb, etc.)
固型化材
+添加剤
固化体

構造分析

XRD
図
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研究方法

④分析・測定技術の高度化開発

• 放射性廃棄物の分別保管、処理処分における
安全性評価、処分時の廃棄確認において不可
欠な放射能インベントリを確定に必要な分析
手法の高度化のための基盤技術の開発を進め
る。また、既存の分析法の品質保証のため、
標準化を行う。
• 核種毎の分析マニュアルを作成する。特に品
質保証の観点から、使用する器具、測定装置
等への要求事項、トレーサビリティの確認方
法等を規定する。また、分析操作時の対象元
素の移行率、移行率の変動割合等のデータを
取得する。

・ 溶融固化体
・ 濃縮廃液

・金 属

・ セメント固化体
・ 焼却灰
非破壊γ 線測定
（多重γ 線測定）
㻢㻜 㻯㼛

標準化

㻝㻟㻣 㻯㼟

㻥㻠 㻺㼎㻌 㻝㻜㻤㼙㻭㼓
㻝㻟㻟 㻮㼍 㻝㻡㻞㻘㻝㻡㻠 㻱㼡 㻝㻢㻢㼙㻴㼛

加熱
蒸留

加熱

酸浸漬

アルカリ溶融

マイクロ波加熱分解

前
処
理

ろ過・再分解

分離
精製

分離
精製

㼀㼏 㻰㼕㼟㼗 㻺㼕 㻾㼑㼟㼕㼚

㻿㻾 㻰㼕㼟㼗

分離
精製
㻿㼞 㻰㼕㼟㼗

㼁㼀㻱㼂㻭･㼀㻾㼁
㼀㻱㼂㻭

試薬開発

化
学
分
：固相抽出剤 離

㻝㻠 㻯

㻝㻞㻥 㼘

㻣㻥 㻿㼑

㻥㻥 㼀㼏

㻡㻥㻘㻢㻟 㻺㼕

㻥㻜 㻿㼞

㻠㻝 㻯㼍

㻞㻟㻞 㼀㼔

㻞㻟㻤 㼁

㻞㻟㻣 㻺㼜

㻞㻟㻤㻘㻞㻟㻥
㻘㻞㻠㻜㻘㻞㻠㻞 㻼㼡

㻟㻢 㻯㼘

質量分析（㻭㻹㻿）

㻞㻠㻝㻘㻞㻠㻞㼙㻘
㻞㻠㻟 㻭㼙
㻞㻠㻠 㻯㼙

β 線スペクトロメトリ

β ・㼄線計測

質量分析（㻵㻯㻼㻙㻹㻿）

質量分析
（レーザー共鳴電離）

α 線スペクトロメトリ

測
定

• 非破壊分析：非破壊で廃棄物中の核燃料物質
や重金属等の量を測定する技術の開発を進め
る（図）。

測定技術

自動化

高
度
化

現在採用している分析フロー

• 作成した核種分析マニュアルの専門家による
レビューを行うとともに、必要に応じて不足
しているデータを取得する。
• 湿式分析：従来の方法をさらに簡易、迅速化
するためのコンパクト化や自動化を進める。
そのために必要な分離試薬や分析試薬及び測
定技術を開発する。

コンパクト化

㻟㻴

改良、高度化

重金属測定技術

高速中性子直接問いかけ法
による非破壊測定装置

図 分析技術高度化開発のイメージ
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資料㻞㻙㻡㻙㻝㻝

遠隔技術
事業横断的基盤研究

（独）日本原子力研究開発機構
福島研究開発部門
福島廃炉安全技術研究所

研究開発の目的
○東京電力㈱福島第一原子力発電所（１F）の廃炉作業のように、高放射線量で作業員が容易に立ち入
れない環境では遠隔操作機器（ロボット）が必要不可欠となる。そのため、遠隔技術は、燃料デブリ取
出し、放射性廃棄物の処理処分等の事業を円滑に遂行するための事業横断的基盤技術として、廃止
措置の推進に大きな影響を与える。一方、楢葉遠隔技術開発センターが平成28年度から本格的に運
用を開始することを踏まえ、研究開発の効率化を図るため、原子力機構内の研究機能の集約化を図
りながら、オンサイトとオフサイトに係る研究開発を一体的に平成27年度から行う。今回は、遠隔技術
研究の内、右下図に示すような廃止措置に係る研究テーマを評価することとする。
○「災害対応ロボットの屋内実証試験に係る開発」に関しては、
ホット試験技術の開発
１F廃炉等の原子力災害対応ロボットの開発・実装に
未知のホット試料等に対して、レーザ技術等を
関する効率化及び確実化を図るため、ロボット標準
用いた、新たな非破壊分析技術を開発する。
ロボット標準試験法
の開発
試験法の開発とロボットシミュレータの開発を行う。
レーザ実装技術の開発
監視
災害対応ロボットの性能評価の
１F構造材料劣化診断、燃料デブリ
○「レーザ応用技術の開発」に関しては、格納
標準化によるロボット選定や
取出し等に係る屋内作業を念頭に、
開発の効率化を図る。
ロボットアーム開発を含め、レーザ応
容器内等の構造物や溶融燃料等の調査、サンプ
用研究を行う。
遠隔
リング、解体等のための レーザ実装技術の開発
操作
計測
ロボットシミュ
技術
リアルタイム被ばく量
と、ホット施設内での遠隔試験技術の高度化を図る。
レータの開発
監視システムの開発
○「放射線モニタリング技術の開発」に関しては、調査 ロボットの開発及び操作者
ロボットにより1F建屋内に信号線
訓練を円滑に行うため、
配線し、無線式線量計を用いた
制御
ロボ ットや小型無人ヘリコプターへの搭載用小型軽 産総研と共同でシミュレータ
システムを構築する。
の標準化を図る。
量線量率計、遠隔での放射線分布マッピング手法を
小型放射線計測機器及びそれらを装荷する
環境モニタリング技術の開発 無人飛行体や調査ロボットを開発し、
開発するための環境モニタリング技術の開発と、作業
放射線遠隔モニタリング手法を構築する。
者の安全対策高度化のため、ロボットにより1F建屋内
に信号線を配線し、無線式線量計を用いたリアルタイム被ばく量監視システムの開発を行う。
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研究開発の概要
項目

研究概要

①災害対応ロボット
の屋内実証試験に
係る開発

災害対応ロボットの性能を評価する標準試験法の開発を行い、ロボット認証制度の構
築を図る。また、産総研が開発したロボットシミュレータFKRUHRQRLGをベースに陸・
海・空に対応した原子力災害対応ロボットシミュレータを開発し、原子力災害対応ロ
ボットの標準試験法の資する。

②レーザ応用技術の

廃炉作業に必要となる格納容器内等の構造物や溶融燃料等の調査、サンプリング、解
体等のレーザ照射条件の設定のため、試験を行いデータベース化を実施する。関連す
る計算機シミュレーション技術の高度化を行う。廃炉作業で使用を念頭に、遠隔操作
機器とのシステム化の研究開発を行う。

③放射線モニタリ
ング技術の開発

原子力災害に係る調査において、環境モニタリングは重要な作業であり、ガンマ
カメラや軽量線量率計等の計測器を調査ロボットや小型無人ヘリ等に搭載して、
原子力災害現場を走破・飛行させることが必要となる。ガンマカメラや軽量線量
率計等の更なる小型軽量化のため、これまでのシンチレータやフォトダイオード
に変わる光集積素子による小型軽量計測器の開発及び耐放射線性、保守性（除染
性）、操作性等を考慮した、調査ロボット、小型無人ヘリ等の開発を行う。加え
て、作業者の安全対策高度化のため、放射線遠隔モニタリング手法を構築する。

開発

研究開発の概要
項目

技術的達成目標

①災害対応ロボットの屋内
実証試験に係る開発

１)廃炉ロボットに必須となる共通基
盤技術を評価する特殊環境廃炉ロボッ
ト標準試験法を開発する。また１)作
業環境情報より、廃炉ロボット・シ
ミュレータを開発する。

+～
年

計画期間

廃炉作業に使用するロボットの共通基
盤技術の要求水準やオペレータの技能
達成水準を開示すること、廃炉ロボッ
ト開発のオープン・イノベーションが
加速される。またオペレータ訓練・育
成にも活用できる。

成果の活用

②レーザ応用技術の開発

レーザ照射、ガス噴射等のデータベー
ス化を実施する。試作研究等を実施す
る。実規模デブリ取り出し等への設計
基準作りに貢献する。

+～
年

燃料デブリ及び炉内構造物の取出し及
びコンクリートの健全性評価機器の設
計・製作へ反映できる。

③放射線モニタリング技
術の開発

小型軽量なガンマカメラと線量率
計等の計測器を開発する。併せて
これらを搭載でき、耐放射線性、
保守（除染）性、操作性が考慮さ
れた調査ロボットおよび小型無人
ヘリを開発する。

+～+
年

小型軽量化されたガンマカメラや線量
率計、ならびに調査ロボットや小型無
人ヘリで得られた知見は、１)廃炉用
のロボット等に供するほか、原子力災
害対応遠隔機材に反映する。
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研究計画
①災害対応ロボットの
屋内実証試験に係る
開発

年度

年度

年度

・廃炉ﾛﾎﾞｯﾄ試
験設備の試作
・ﾛﾎﾞｯﾄｼﾐｭﾚｰﾀ
の試作

・廃炉ﾛﾎﾞｯﾄ標
準試験法検討
・ﾛﾎﾞｯﾄｼﾐｭﾚｰﾀ
の試験

・試験法検討
・ﾛﾎﾞｯﾄｼﾐｭﾚｰﾀ
の検証

























予算（百万円）
人員 人）
②レーザ応用技術の開
発

• 要素技術試
験の準備と
試験

予算（百万円）

• 要素技術試
験
• ｼｽﾃﾑ化試験
ﾃﾞｰﾀの評価

年度

年度

・試験法検証
・試験場整備

• 試験とﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞｰｽ化
• ｼｽﾃﾑ化試験

年度

試験法改良

• 試験とﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞｰｽ化
• ｼｽﾃﾑ化試験

改良試験法に
よる評価試験

• ｼｽﾃﾑ化試験



• ｼｽﾃﾑ化試験
とまとめ



























• ｶﾞﾝﾏｶﾒﾗ試作
• 調査ﾛﾎﾞｯﾄ試
作
• 軽量線量率
計試作
• 小型無人ﾍﾘ
改良試作

• ｶﾞﾝﾏｶﾒﾗ試験
• 調査ﾛﾎﾞｯﾄ試
験
• 軽量線量率
計試験
• 小型無人ﾍﾘ
試験

• ｶﾞﾝﾏｶﾒﾗと調
査ﾛﾎﾞｯﾄの統
合試験
• 計量線量率
計と小型無
人ﾍﾘの統合
試験

• ｶﾞﾝﾏｶﾒﾗ改良
• 調査ﾛﾎﾞｯﾄの
改良
• 軽量線量率
計の改良
• 小型無人ﾍﾘ
の改良

• ｶﾞﾝﾏｶﾒﾗ試験
• 調査ﾛﾎﾞｯﾄ試
験
• 軽量線量率
計試験
• 小型無人ﾍﾘ
の試験

• ｶﾞﾝﾏｶﾒﾗと調
査ﾛﾎﾞｯﾄの統
合試験
• 量線量率計
と小型無人ﾍ
ﾘの統合試験

• ｶﾞﾝﾏｶﾒﾗと調
査ﾛﾎﾞｯﾄの統
合試験
• 量線量率計
と小型無人ﾍ
ﾘの統合試



























人員 人）
③放射線モニタリング
技術の開発

• 要素技術試
験
• 新型ﾚｰｻﾞ導
入 ｼｽﾃﾑ化検
討

年度
・試験法によ
る評価試験

予算（百万円）
人員 人）
（合計）

年度

予算（百万円）
人員 人）

年度

年度

年度

年度

年度




年度





























４実施体制及び外部との協力（機構内・外部との連携）
項目

実施部署

連携機関

①災害対応ロボットの屋内
実証試験に係る開発

福島廃炉技術安全研究所
廃炉技術安全研究所

標準試験法の評価解析：長岡技術科学大学、産総研、・・・
災害対応ロボット標準試験法に関する情報交換：米国1,67
&KRUHRQRLGの改良：産総研
１)作業環境情報：東京電力、日立、東芝
１)廃炉ロボット情報：千葉工大、日立。東芝。三菱重工

②レーザ応用技術の開発

福島研究開発部門
廃炉技術安全研究所

溶断、破砕技術に関する情報：レーザックス、スギノマシン、（公財）
若狭湾エネルギー研究センター
診断技術に関する情報交換：千代田テクノル、鹿島建設、東芝、（公
財）レーザー技術総合研究所
多機能レーザ加工ヘッドに関する情報：レーザックス、スギノマシン、
光産業創成大学院大学
物理定数等の評価：兵庫県立大学、明治大学、福井大学、産総研
モニタリング技術：光産業創成大学院大学、浜松ホトニクス
制御系の評価：福井大学工学部

③放射線モニタリング技術
の開発

福島部門
福島廃炉安全技術研究所

ガンマカメラに関する情報交換：-$;$、仏国&($
超軽量線量率計に関する情報交換：名古屋大学、仏国&($
調査ロボットに関する情報交換：独国.+*、仏国*,、ウクライナ国チェ
ルノブィリ発電所
小型無人ヘリに関する情報交換：独国.+*、仏国*,、東北大、千葉大等
耐放射線性に関する情報交換：米国251/、仏国&($
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研究方法

①災害対応ロボットの屋内実証試験に係る開発

福島第一原子力発電所（１㻲㻕の事故直後の緊急時対応やその後の１㻲廃炉作業のように人が容易に立ち入ることができない
特殊環境では、遠隔操作機器等（ロボット）が必要で、これらは作業の進展に応じて様々な仕様のロボットが要求される。
米国では米国同時多発テロ事件（㻞㻜㻜㻝㻛㻥㻛㻝㻝）を発端に災害対応ロボット標準試験法を開発中である。これは災害現場の調
査や爆発物処理等の作業用ロボットの基本性能を評価する共通指標として活用されている。原子力災害や１㻲廃炉作業用ロボ
ットに関しても共通基盤技術を評価する試験法を開発する。
本開発は１㻲作業環境情報等を基にした１㻲廃炉ロボット・シミュレータのデータ
を編纂し、１㻲の機微情報を除いた作業難易度条件から特殊環境ロボット・シミュ
レータを開発する。なお米国で開発した試験法に基づく試験設備とその試験法
で評価済みのロボットにより、ロボット・シミュレータとしての適性を検証する。
また特殊環境ロボット・シミュレータの情報を開示し、特殊環境作業に適したロ
ボットの要求性能等に関する情報を広く収集するとともに、１㻲廃炉作業の作業
解析を行い、試験法の考案、試験設備の試作、試験用ロボットでの検証試験を
性能評価試験場イメージ
実施し、特殊環境廃炉ロボット標準試験法の開発を行う。
（米国の災害対応ロボット標準試験法に基づく試験場）
さらに性能評価試験場を整備し、ロボット開発試験・訓練に活用する。
開示

１㻲作業環境
データ

特殊環境廃炉ロボット
標準試験法

性能評価
試験場

㻝㻲廃炉ロボット
改良仕様

作業難易度
条件

レーザ加工ヘッド

研究方法
②レーザ応用技術の開発
•
•
•
•
•

溶断・破砕性能
レーザ出力

溶断・破砕

高出力レーザ照射により要素試験を行い、
データベース化を実施する。
試験データ等をベースにシステム化試験を
行い、実用化へ貢献する。
レーザ技術等を用いて、未知の試料に対
する非破壊分析技術を開発する。
レーザ駆動超音波を用いて、コンクリート
構造物等の健全性評価技術を開発する。
上記の技術とロボットの組合わせにより、
廃炉現場や原子力災害現場で使用可能な
遠隔操作システムを開発する。

レーザ加工ヘッド

実規模モックアップ
試験

１㻲廃炉ロボット・シミュレータ

特殊環境
ロボット・シミュレータ

非開示

㻝㻲廃炉ロボット
データ

走査速度
レーザによる燃料デブリの取り出し技術開発
機械強度
超音波

加振用レーザ

欠陥

？

計測用レーザ

超音波の振幅強度
超音波の反射時刻

対象物

レーザ駆動超音波を用いたコンクリートの診断技術開発

ホット施設

ファイバー

分光器
レーザ搭載車

？

電源ケーブル

未知の試料

ロボット

廃炉現場での実用化に向けた遠隔操作システム開発

未知の試料の非破壊分析技術
ホット試験技術の開発

レーザー実装技術の開発
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建屋近傍

建屋周辺の調査

研究方法
③放射線モニタリング技術の開発
•
•

•

•
•
•

小型無人ヘリ（屋外用）

光集積素子等を用いて、調査ロボットに搭載して、廃
炉現場や原子力災害現場で走破できる、小型軽量ガ
ンマカメラを開発する。
併せて、福島第一原子力発電所事故時の緊急時対
応や原子力緊急時遠隔機材整備の過程で得られた
知見を基に、調査ロボットの耐放射線性、保守性（除
染性）、操作性の向上を図る。
光集積素子等を用いて、小型無人ヘリに搭載して、廃
炉現場や原子力災害現場で航行できる、小型軽量・
省電力・高エネルギー分別特性かつ耐ノイズ性の線
量率計を開発する。
産業用無人ヘリをベースに、ガードや半自律制御など
により小型無人ヘリの安全性の向上を図る。
作業者の安全対策高度化に関しては、無線式線量計
による遠隔からリアルタイムに計測と管理を行い、作
業者の被ばく量監視システムの開発を行う。
上記の軽量小型計測機器、調査ロボット及び小型無
人ヘリの開発は、楢葉遠隔技術開発センター等で実
施する。

建屋 内

軽量線量率計

建屋内調査

小型無人ヘリ（屋内用）

高線量域
ガンマ線可視化

ガンマ
カメラ
調査ﾛﾎﾞｯﾄ

ロボット操作車

ガレキ類

無線式線量計

屋内

屋外
放射線モニタリング技術の開発
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参考資料 ３


福島廃止措置研究開発・評価委員会
事前評価 における評価委員の意見・提言に対する機構の措置
福島廃止措置研究開発・評価委員会
( 事前評価 ) における
評価委員の意見・提言に対する機構の措置

- 109 - 109 -

This is a blank page.

JAEA-Evaluation 2015-010

JAEA-Evaluation 2015-010

福島廃止措置研究開発・評価委員会 事前評価 における評価委員の意見・提言に対する機構の措置
研究開発課題名：使用済燃料集合体他の長期健全性評価
評価委員の意見・提言

措置


○構造材の腐食についての基盤研究は継続的に進める
べき研究テーマである。一方、福島への適用を考えると、
少し目標と実施内容がずれている感は否めない。例え
ば、廃棄物処理等と絡めた超長期（～ 年）健全性等
も考えては如何か。

○開発課題や計画の設定は妥当なものである。ただ、す
べてを網羅的に取り上げているので、-$($ としての重点
的、革新的な開発目標がやや希薄に感じられる。

○腐食抑制対策の検討に関して既存研究との違いをも
う少し明確にしてほしい。

○研究開発対象を明確にした上で進めてほしい。


（研究テーマ、内容について）
・今後の燃料デブリ取出しに向けた廃炉工程の進捗にお
いて、循環注水冷却系の改修（格納容器止水、小循環ル
ープ化、格納容器冠水）が計画されており、その際には
冷却水中の &V 等の不純物濃度上昇による水質環境の変
化が予想されることから、この点を考慮した腐食研究や
腐食抑制対策の検討を実施する。廃棄物処理に関して
は、廃ゼオライト保管容器の腐食研究を実施し、腐食発
生条件を明らかにすることで、長期健全性確保に資する
ものとする。これらの研究では、放射線による腐食影響
を特に重点を置いて実施する。


○国の補助事業『使用済燃料プールから取り出した燃料
集合体他の長期健全性評価』及び『圧力容器／格納容器
の健全性評価技術の開発』との重複が懸念される。

○構造材料の腐食進展評価及び腐食モデルの検討、国の
補助事業で注水系／3&9 バウンダリー構成部材の炭素鋼
を主対象として実施している内容と重複している。

○使用済燃料プール向けの研究としては、既に対策済み
であり不要と考える。

○使用済燃料の長期健全性評価及び循環ループの腐食
等に研究については ,5,' 研究で実施されていると考え
ており、現在の提案内容では ,5,' 以外で他の研究を進
める必要性は判断できない。


○スケジュールについて、開発期間が +～ 年度とな
っているが、国の補助事業の開発スケジュールやデブリ
取り出しまでの開発スケジュールと整合がとれていな
い。国の補助事業では来年度で一通りデブリ取り出しま
での期間の給水系／バウンダリーの健全性評価に必要
となる技術開発を完了するスケジュールとなっており、
腐食モデルや適用可能な防錆剤の提示が +～ 年度な
ので、国の補助事業を補完できるような開発スケジュー
ルとなっていないように見えてしまう。

○現場のニーズと課題を明確にし、国の補助事業のスケ
ジュールにミートする研究計画とすべき。

○腐食は現在進行している問題であり、最終年度（+）
に腐食進展評価を行うという計画は遅すぎるように考
える。進展評価は手法開発と並行して行い、新しい知見
が得られたらすぐに現場に適用するようにすべきと考
える。



（既存研究との重複について）
・今後の燃料デブリ取出しに向けた廃炉工程の進捗にお
いて、循環注水冷却系の改修（格納容器止水、小循環ル
ープ化、格納容器冠水）が計画されており、その際には
冷却水中の &V 等の不純物濃度上昇による水質環境の変
化が予想されることから、この点を考慮した腐食研究や
腐食抑制対策の検討を実施する。既存の ,5,' 補助事業
では上記の観点では検討されていないため、重複する研
究とはならないと考えるが、御指摘のとおり重複しない
ように留意する。


（研究スケジュールについて）
・循環注水冷却系機器を対象とした腐食研究や腐食抑制
対策の検討は、ロードマップに示された + 年度の“小
循環ループ構築”に反映するように期間を短縮して実施
する。防錆剤の開発では、御指摘のとおり汚染水処理や
廃棄物処理への影響が懸念されるため、これらへの影響
がないよう研究を進めるとともに、廃棄物処理分野の研
究部門と情報交換を行いつつ実施する。なおラジオリシ
ス解析コードは、+ 年度から考慮すべき反応式の検討
を実施した後に、+ 年度のγ線照射データが得られた
時点でコードに反映し開発していくこととする。
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評価委員の意見・提言

措置

○計算コード開発は + 年度までのγ線照射実験の終
了、又はその完了前から開始すべきと考える。

○もう少し期間を圧縮できた方が良い。

○防錆剤の検討では、廃液の処理・処分の観点での検討
を明確にし、さらに処理処分分野の研究部門と密な情報
交換を行うなどした上で進めてほしい。


○現場へのフィードバックが効率的にできるようにし
てほしい。


○ラジオシス解析コードでは、動的な現象を扱うことと
なる。挑戦的なテーマであるが、有用であり、) の腐食
評価手法の構築に資する成果を期待する。


（研究の進め方について）
・現場へフィードバックすべき結果が得られた場合に
は、速やかに東電担当者へ説明することとする。また、
関係者間の打合せや学会発表を通じて東電等へ周知す
る。
（期待）
・ラジオリシス解析コード開発は -$($ が行うべき基礎
基盤研究として着実に実施する所存である。
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福島廃止措置研究開発・評価委員会 事前評価 における評価委員の意見・提言に対する機構の措置
研究開発課題名：事故進展挙動等の調査研究
評価委員の意見・提言

措置

（研究計画、内容について）
実験を主体としつつ、解析コードによる結果により補完
する形で実施計画を見直す。

福島の状況に即した実験データの収集を行いつつ、併せ
て解析コードの検証を進めるように実施計画を見直す。



研究計画を見直し、基盤研究として位置付けるととも
に、実施内容やスケジュールについて見直しを行ってい
る。また、高温データについては、シビアアクシデント
時の挙動評価に用いるため、通常運転時の温度よりも高
い温度領域での材料データを主に追加取得している。今
後は、機構大洗関連部署との情報交換等の連携を十分図
り研究開発を進めていく。

シビアアクシデントにおける状況を把握するためには、
知見の不足により、依然として多くの不確定性が大きい
現象が含まれている。本課題においては、日本原子力学
会で策定された重要度ランキングテーブル 3,57 を参
照し、重要とされた物理現象等に関する知見を収集する
ことで、不確定性の幅を狭めることを目的としている。
課題の明確化を行うとともに、実施内容についても見直
しを行う。
（スケジュールについて）

○Ｆの状況を把握した上で、適宜、研究開発スケジュ 実施内容やスケジュールについては、１) の現場に役立
つものを優先的に実施するように、研究計画を見直す。
ールの見直しを行って進めてほしい。


○国の補助事業「過酷事故解析コードを活用した炉内状 開発の意義について見直し、位置付けや実施スケジュー
況把握」で、0$$3 高度化、6$03621 高度化、試験が + ルなどを変更する。
年度までの予定で行われているが、この研究との関連性 
について確認が必要。特に、-$($ の計画では、+～ 
年度までの長期に亘っているが、3&9 内部調査が始まる 
と、解析による推定結果が後から出ても意味がないと思 
われ、開発の意義について、再確認が必要と思われる。 


○中長期 50 上、炉内状況把握については、 年位でまと １) の炉内状況把握に関連の強いものについては優先し

めて、デブリ取り出し計画に反映することとなってい て実施し、その他については、位置付けの見直しを行う。
る。このスケジュールに合わせて優先順位をつけて実施 

すべきである。


○研究内容としては、炉内状況把握を進める上で役立つ 実施内容、スケジュールについて見直すとともに、実施
といえる。,5,' で実施している事故解析コードの高度化 して得られた結果については、国の補助事業へも提供す
による炉内状況把握は、 年度末に成果をまとめよう る。
としていることから、この研究成果の情報を適宜、,5,'
の研究に提供するように、スケジュールを考慮すべき。


（成果の公開について）
○試験データ、開発成果が公開されるなら、将来の 0$$3 成果の公開については適宜実施いたします。また、得ら
等の検証にも活用できる可能性があるので、成果の公 れたデータについても、過酷事故解析コードの高度化な
開、共有が適切に行われるよう配慮をお願いしたい。 どに活用できるような共有の方法について検討する。


○コード開発は重要だが、Ｆへの反映を考えると今の
内容よりも実験によるデータ取得に力を注ぐべき。

○-$($ は過酷事故解析など熱流動解析の高い解析能力
を持っているのでそれを更に発展させ、この技術課題の
解決を図る計画は妥当である。ただ、コードの検証は福
島の状況に即した、現実的な実験データの収集が必要で
あると考える。

○基盤研究としての計画はそれなりに考えられている。
しかし、福島として考えた時におかしなものが多い。例
えば、最初にボイド率データが必要なのか不明。初期の
水流動状況はデブリ移行に影響しない。つまり①は福島
以外でやることを考えても良いと思われる。それから、
③高温データは -$($ 大洗でかなりのデータがとられて
いる。同じ -$($ 内で情報交換してほしい。

○「精度向上」という言葉は判りやすいような説明であ
るが、定量的ではない。何が問題で、何をどれくらい精
度を上げれば良いかをもう少し明確にすべきと考える。
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○-$($ の強みを活かした研究開発である。なお、②事故
時の燃料損傷及び溶融評価について、事故時の燃料損傷
および溶融評価について、&)' 解析手法の妥当性を確認
する必要がある。また、放射性物質試験から得る放出速
度については、放出速度の定義自体も検討が必要になる
と考える。一方、④放射性物質化学挙動評価では、特に
多くの知見が得られることが期待される。

○放射性物質化学挙動は廃止措置時に特に重要となる
ので、良い成果を出してほしい。


（-$($ への期待）
&)' 解析手法については、検証作業を優先して進めるよ
うにする。また、放出速度の定義についても、研究の進
展に合わせて検討を行う。





放射性物質化学挙動については、研究対象が多岐にわた
る上に、溶融進展やデブリ特性評価等との関連も深いこ
とから、関係箇所との議論を十分に行い、研究の優先
度・重要度を考慮して、機構内のみならず国内外大学・
研究機関との連携協力等も行いながら、基礎基盤的な研
究と廃止措置に直接関わる研究をバランスよく進めて
いく。
（その他）
相互関係が分かる説明図を作成する。


○①～④の研究開発項目の成果の相互関係、特にフィー
ドバックの反映のさせ方が分かるような説明図がほし
いところである。
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福島廃止措置研究開発・評価委員会 事前評価 における評価委員の意見・提言に対する機構の措置
研究開発課題名：格納容器・圧力容器内部調査技術開発
評価委員の意見・提言

措置


○チャレンジングな研究開発項目であり、成功を期待す
るが、その場観察における定量性やパターン認識性の達
成目標についてももう少し段階（年次）的に明確な設定
をしていただけると良い。


（研究計画、内容）
その場分析は極めてチャレンジングな局面を持つこ
とは十分認識している。
分析性能については、基本的には元素の分光定数に強
く依存するため、具体的な目標設定が困難な側面もある
点を理解いただきたい。その上で、数値目標を定められ
るよう検討する。
パターン認識については、多元素系でのスペクトル密
度とスペクトル観測分解能との関係がその性能を左右
する。本研究の計画段階では迅速な評価を目指してパタ
ーン化を提言しているが、最近の成果から、より高分解
能化が実現できる可能性があり、複雑系においてもスペ
クトルが個別観測できる可能性も示唆されている。パタ
ーン認識化に加えて個別認識にもチャレンジする方針
である。

○内部観察の技術はデブリ取り出しのためにも非常に
重要であるので、その分野だけでも先行して開発を進め
て、福島でテストすべきと考える。
（レーザーの /,%6 は
後回しにしても）

ファイバスコープ、線量プローブ、/,%6 プローブは、
それぞれ要素技術として開発を進めており、一体構造化
することのみを目的とはしていない。
必要性・難易度に応じて研究を実施し、先行技術につ
いては、廃炉メーカーへの技術移転を図り、現地試験に
必要な技術基盤が構築できるよう計画する。

○元素識別は最終的にはサンプルを取ってきて分析す
べきもので、サンプルを取ってくるメカニカルな手法も
並行して開発すべきと考える。（例えばレーザーで溶断
してサンプルを取るとか）

デブリ等サンプル分析には、 つの局面があると考え
ている。一つは、回収時のその場分析、もう一つは回収
後の詳細分析である。
本手法は、化学分析を伴わない、直接・迅速・その場
遠隔分析手法であることから、回収後の組成詳細分析の
みならず、従来は不可能であった、回収時の対象物の迅
速分類に必要なその場分析を可能とするものである。
本研究開発は、耐放射線性光ファイバを共通基盤技術
として、まず可視化や線量評価、組成分析が遠隔で可能
かどうか、その性能の実証と技術的成立性を検証するこ
とを目標としている。本プローブの搬送性については、
マニピュレーション機能の開発に注目しつつ、これらに
搭載できるよう十分配慮していくものとする（遠隔技
術事業横断的基盤研究での開発、,5,' 事業など）
。
レーザー溶断サンプルについては、
「遠隔技術事業横
断的基盤研究」と密接に研究開発を進め、デブリ断面分
析等にもチャレンジできるよう相互関係を構築する。
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措置


○少量の 0$ の多元素系で有効な計量分析ができるか。
また、サンプル調達とタイムスケジュールは 2. か。


分析適用場面は、状況に応じて  段階（又はそれ以上）
で考えている。
第  段階でのデブリ取り出し時のその場観察では、対
象物のおおよその組成が分かること、それにより迅速な
仕分けができることが重要だと考えている。その際は 0$
等は、その存在量から考慮して無視し得る。
より高精度な測定及び計量分析は、第  段階以降と考
えており、燃料デブリ等の処理・最終格納までの時間は、
炉内観察、取り出し作業に比べれば、ある程度研究開発
期間が確保できると考えている。段階的に検出下限や測
定精度の向上を図る計画とする。
計量分析は、炉内調査や取り出しと同時に実施するこ
とを前提として考えてはいない。0$ を含む多元素系での
分解能、感度及び精度を考慮すれば、測定環境を整え、
相応の計測技術の確立が必要となることから、段階的に
チャレンジしていきたい。
近赤外領域での発光線密度は低下する傾向にあるこ
とが確かめられており、0$ の発光線と区別可能な発光線
が見出される可能性もある。分光データを丹念に取得し
ていくことが重要である。
0$ の分光データは皆無に近い。容易ではないが、基盤
研究として、主たる 0$（1S、$P、&P 等）の分光データ
構築も視野に入れていく。
工程に関しては、機構内に ,5,' 及び ,5,' を介した廃
炉担当メーカーとの会合の機会を作り、これを活用して
現場の情報収集に努め、研究計画に反映できるようにす
る。本件は、基盤技術開発での共通的課題と捉え、-$($
として有効な意見交換の場が組織的に設けられるよう
積極的に働きかけることにしたい。

（スケジュール）

廃炉工程を考慮し、工程を再検討する。
○基盤研究としては有効な方法である。核燃料のデータ
早期適用工程として、内部調査及びデブリ取り出し開
ベースは他にも役立つ。ただし、福島を考えると、工程
見直しを含めて検討されたし。適用できないと厳しい。 始時に提案できるもの、中期適用工程として、取り出し
た燃料の迅速分析や廃棄物の迅速分類に提案できるも

の、長期適用工程として、迅速簡易計量分析や廃棄物の
インベントリー評価に提案できるもの、としてメリハリ
をつけた計画とする。
工程に関しては、既存情報だけでなく、機構内に ,5,'
及び ,5,' を介した廃炉担当メーカーとの会合の機会を
作り、これを活用して現場の情報収集に努め、研究計画
に反映できるようにする。本件は、基盤技術開発での共
通的課題と捉え、-$($ として有効な意見交換の場が組織
的に設けられるよう積極的に働きかけることにしたい。
分析に必要なデータベースについては、研究開発機関
としての -$($ で取得することが重要と認識している。
解析に有効な基礎データの蓄積に注力していくことと
する。
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○国の補助事業で実施している格納容器内部調査の開
発並びに実調査スケジュール及びニーズとの整合の確
認が必要と考える。また、内部観察技術の開発にあたっ
ては、適用できる格納容器ペネトレーションやそのサイ
ズ制限等、初期段階でニーズと制限等のインターフェー
スを取ることが重要と考える。

（現場ニーズ、現場への適用）
）
工程、現場ニーズ、格納容器ペネトレーション等に関
しては、既存情報だけでなく、機構内に ,5,' 及び ,5,'
を介した廃炉担当メーカーとの会合の機会を作り、これ
を活用して現場の情報収集に努め、研究計画に反映でき
るようにする。また、基盤技術からのシーズも見いだせ
る可能性もあり、積極的な意見交換に努めることとす
る。本件は、基盤技術開発での共通的課題と捉え、-$($
として有効な意見交換の場が組織的に設けられるよう
積極的に働きかけることにしたい。

○高線量下、LQVLWX で、視認、分析できる技術につい
てはニーズが高い。


まず、基盤技術として技術的成立性を確認したい。実
用化については、ニーズを良く検討し、メーカーへの技
術移転を目指したい。この際、分析に必要なデータベー
スが重要となることから、研究開発期間として特に注力
していくこととする。

○現場的には燃料の有無を簡易に確認したい。

炉内観察だけでなく、ハンディーな簡易分析・分類が
可能なツール開発も視野に入れる。

○１) 廃炉の現場を良く把握し、実際に適用できること
を具体的に見据えた研究計画とするよう工夫が必要。

既存情報だけでなく、機構内に ,5,' 及び ,5,' を介し
た廃炉担当メーカーとの会合の機会を活用して現場の
情報収集に努め、基盤研究としての研究計画に反映でき
るようにする。また、基盤技術からのシーズも見出せる
可能性もあり、積極的な意見交換に努めることとする。
本件は、基盤技術開発での共通的課題と捉え、-$($ とし
て有効な意見交換の場が組織的に設けられるよう積極
的に働きかけることにしたい。

○②元素識別方法の構築では、本手法の ) への適用に
おける課題（たとえば、精度など）を整理する必要があ
る。

/,%6 プローブによる元素分析はチャレンジングな課
題である。精度のみならず、多元素複雑系における元素
の識別性、分析感度の直線性及び検出下限等の分析得特
性を様々な計測環境で評価していく必要がる。
遠隔で、その場で、高線量環境下で、直接、短時間で、
高分解能、高感度及び高精度が同時に成立する分析手法
は理想であるが、現状では見いだせていない。
本提案では、遠隔、直接、迅速にその場分析が可能な
特徴を損なうことなく、現場作業の進行状況に応じた感
度、精度を決めていく必要があると考えられるため、状
況に応じた目標設定について整理していくこととする。

機構内に ,5,' 及び ,5,' を介した廃炉担当メーカーと
の会合の機会を活用して現場の情報収集に努め、基盤研
究としての研究計画に反映できるようにする。同時に、
相互理解を深めることで、技術進展に応じて ,5,' プロ
ジェクトへの移行を検討できるようにする。本件は、基
盤技術開発での共通的課題と捉え、-$($ として有効な意
見交換の場が組織的に設けられるよう積極的に働きか
けることにしたい。

○早めにフィージビリティの評論ができるようにし、
,5,' の実プロジェクトへタイムリーに応用できるよう
にすべきである。そのために、東電、メーカーとのコミ
ュニケーションを図るべきである。
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○デブリ取り出し時に特に有益な研究と考える。

現場での技術的ニーズに着目しつつ、取り出し時の内
部確認、デブリ等のおおよその組成による分別等に活用
できるよう研究開発を進める。
なお、取り出し時に詳細な分析を行うことには無理が
あると考えられることから、本手法は、取り出し後の迅
速なその場分析や取り出し後の残存物確認等にも有効
な手段であると考えている。段階的に基盤技術を確立す
ることにより、廃炉工程に広く活用することを目指した
い。

○耐放射線光ファイバー技術の開発は非常に興味深く
妥当な計画である。ただ、その実現は容易ではないこと
も十分に認識して、日本のもつ高い光技術を結集して基
礎的な研究から積み上げていく姿勢が必要と考える。

耐放射線性光ファイバについては、既に民間技術とな
っており、現在はその性能の範囲で応用を図っている
が、更なる改良についても検討していく。
/,%6 計測については、高性能少量生産となるレーザー
機器、分光機器、汎用 /,%6 装置等については、国内メ
ーカーの開発能力が十分とは言えず、遅れているのが現
状である。機器開発プログラムなどを活用して技術基盤
の底上げを図ることも検討しているが、国際協力を進め
ていくことも重要な選択肢であると判断している。


（-$($ への期待）
○①内部監察・レーダーモニタリング技術の開発では、
福島での技術的ニーズと、基盤技術としてのシーズと
目標が具体的であり、大きな成果が期待される。
のマッチングを図り、実用化を念頭に置いた基盤技術の

確立を図っていくこととする。
○興味深く、又、非常に有益な研究開発と思う。今後の
炉内部調査技術への適用を念頭とした基盤技術研究
成果に期待する。
であるが、基礎データの蓄積を含め、基盤技術の確立に

より、結果的に廃炉全般に利用できる（あるいは、産業
利用可能な）ものとなることを目指したい。
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福島廃止措置研究開発・評価委員会 事前評価 における評価委員の意見・提言に対する機構の措置
研究開発課題名：燃料デブリの計量管理方策の構築に係る研究開発
評価委員の意見・提言

措置


○少なくとも、①の研究開発項目について具体化して、年
次計画に反映すべきではないか。

○研究開発項目①と②の関係を年次展開的に明確に示すべ
きではないか。

○研究費も比較的高額であり、評価方法（アプローチ含む）
の具体化が必要だと思う。③はインプット条件であり研究
開発ではないと思う。

○内容（開発する測定法）が具体的でないので、予算、計
画の妥当性を判断できない。

○開発技術の項目、絞込みプロセスを明記すべき。

○不要な開発をなくすためにも、デブリの計量管理の戦略
を先に明確にできないか。

○現在での問題点（精度）がわからないので、この研究が
どのくらい難しいのか（又は易しいのか）わからない。少
なくとも目標をもう少し明確にすべきと考える。

○実プロジェクトの装置開発も含めたスケジュール管理を
すべきである。

○できるだけ合理的に管理できるような開発を進めてほし
い。

○今後とも、１) 廃炉の現場を良く把握し、実際に適用でき
ることを具体的に見据えた研究計画とするよう留意が必
要。

○困難な課題を解決しようとする計画は妥当と考える。た
だ、福島の場合には計量管理手法をどのように高度化して
もかなりの不確定性は残るので、そうした不確定性を含め
た新しくかつ合理的な計量管理手法を開発し、,$($ の保障
措置査察において、福島の特殊性を理解いただく必要があ
ると考える。


（研究計画、進め方について）

これまでの検討において絞り込んだ燃料デブリを非
破壊で測定できる可能性のある測定技術の候補（パ
ッシブガンマ線・中性子線測定、アクティブガンマ
線・中性子測定に関わる  技術 アクティブガンマ線
測定技術は電中研が担当 ）の開発を以下の方針に基
づき実施する。

 年度以降は、これまでの調査及び検討結果を
踏まえて以下を実施する。
（１） 燃料デブリの性状や燃料デブリの取り出し
方、収納容器、保管貯蔵等の燃料デブリの
今後の取り扱い方について、検討が進み概
要が明らかになりつつあることを踏まえ
て、福島における核物質計量管理の目的（輸
送、安全管理、貯蔵保管、保障措置、核物
質防護など）を明確にし、燃料デブリ中の
核物質量の測定及び評価の技術的基準を検
討する。
（２） 上記基準を基に、核物質量を測定する技術
又は評価する技術について検討する。技術
の絞り込み（技術の選択）や統合は、デブ
リの取り出し方法や収納容器などの具体化
に合わせて進めるが、可能な限り早期に実
施し効率的に進める。
（３） さらに、分布状況の調査結果などを基に、
核物質管理に必要な技術（例えば核物質の
有無を判別する技術など）に検討を行い、
必要な技術開発を行うとともに廃炉工程に
係る核物質管理に要する負担を最小にする
計量管理手法を検討する。

なおこれまでと同様に、東京電力、規制当局及び
,$($ と協力しながら実施するとともに、,5,'、1')
等関係機関と情報共有を行う。
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措置


○デブリの不均一性について、先行事例との共通点と違い
を整理し、核物質量の測定技術・評価手法の開発を進める
ことに期待する。

○デブリの直接処分がオプションとして考えられることか
ら、核物質量以外の収納量も把握できる技術の開発を期待
する。

○基礎基盤研究として重要。かつ国際的にも基盤として役
立つ文科省のテリトリーである。


○燃料デブリ取り出しにおいて計量管理は重要な課題であ
る。

○デブリの性状や臨界管理でホウ酸を使用した場合の影響
など不確定な事項が多いため、最適な計測方法が資料に明
記できなかったものと理解した。


（-$($ への期待）
デブリの性状に係る研究成果を基に燃料デブリ中の
核物質量を評価する手法（70, の手法）について
も合わせて検討する。

廃棄物の処理・処分を検討するグループと協力して
重複を避けた研究開発を行う。


現在 ,$($ の保障措置上課題となっている使用済燃
料中の核物質量の測定なども視野に入れ、汎用性も
考慮しつつ開発を進める。

国際的な観点も取り入れられるように国際協力を活
用して実施する。

今後、廃炉工程の具体化やデブリ性状の調査研究の
進展等に合わせて、適切な測定技術及び評価技術を
絞り込む。
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福島廃止措置研究開発・評価委員会 事前評価 における評価委員の意見・提言に対する機構の措置
研究開発課題名：廃棄物処理・処分に係る研究開発
評価委員の意見・提言

措置


○中長期ロードマップのオプションとしての位置付け
を明確化いただいていることはわかりやすい。一方、総
花的印象もあり、チャレンジングなテーマを優先して行
うことも必要。

○) デブリ ZDVWH 処分検討をトリガーとして、サイト内
処分可能な革新的処分研究につなげられないか。

○②人工バリア材の高度化について、
・耐腐食性を併せ持つ超長期の寿命の妥当性
・その安全評価への反映と従来の保守性の考え方との整
合性についても検討を要すると思う。


○研究開発項目が多岐にわたっているので、相互の成果
が年次展開的にどのように関連してくるかを、もう少し
明示されると良い。

○当面進められている国の補助事業での研究開発内容、
スケジュールを考慮して、真に必要な基礎研究計画とし
ていることを表現した方が良いと思う。

○廃棄物処理・処分に関しては中長期の課題であり、
,5,' 研究以外の様々な基礎基盤研究を進めるのは妥当
である。

○今後とも、１) 廃炉の現場を良く把握し、実際に適用
できることを具体的に見据えた研究計画とするよう留
意が必要。

○通常の核燃料サイクルから発生する放射性廃棄物処
分に関する研究開発の経緯とこれからの進展状況を十
分把握された上で、福島第一原子力発電所から発生する
廃棄物に対しても研究開発を合理的に進めて頂きたい。

○国の廃棄物処理・処分の方策とも関係して、難しい課
題であるが、計画は妥当なものである。ただ、廃棄物を
集中的に集めて処理処分するには限界があるので、放射
能が一定レベル以下のものについては環境との共存を
可能にする技術開発なども大胆に考えても良いのでは
ないか。

○③分析・測定技術の高度化開発については、固型化材
や添加材の候補となるものの整理をした後に、具体的な
試験に入る必要があると考える。


（研究テーマについて）
中長期ロードマップに対して高度化が可能な研究テ
ーマについては、中長期ロードマップのスケジュール及
び必要となる研究期間を考慮した上で、優先的に研究を
実施する。
デブリや汚染水処理二次廃棄物等の高線量廃棄物の
みではなくガレキ等の低線量廃棄物も視野に入れた
様々なオプションを考慮した処分方策について技術的
検討を行う。また、超長期寿命の耐腐食性を有する容器
等の人工バリアの開発はチャレンジングなテーマであ
るが、研究成果が有効に寄与できる寿命目標を明確にし
た上で研究を進める。この際には、従来の保守性の考え
方との整合性についても十分に考慮する。
（研究計画について）
中長期ロードマップの達成に向けた研究開発は国の
補助事業として ,5,' が実施している。この ,5,' 研究と
連携しつつ、これを補完し、高度化する研究として本研
究開発を位置付けている。基礎研究成果について、,5,'
研究とのスケジュール的な関連性及び成果の反映時期
等を示し、相互の関連性を明確にする。
研究計画を策定する上で、福島第一原子力発電所の現
場状況に適合していることは非常に重要である。基礎基
盤研究を実施する上でも、福島第一原子力発電所の現場
ニーズに合致した研究成果が得られるよう留意する。

（進め方について）
福島第一原子力発電所の廃止措置に向けた現場作業
の進展状況を把握しながら、現場ニーズを反映しつつ、
導入技術の高度化に向けた成果が得られる研究を実施
する。
放射能が一定レベル以下のものの取扱い、例えば、ク
リアランスや構内での限定再利用等の方策については、
,5,' が実施する研究開発の範疇であると想定されるが、
これらについても、必要に応じて補完するためのデータ
取得・評価法の開発等を視野に入れながら研究を進め
る。また、分析・測定技術の高度化開発については、試
験実施に際して固型化材や添加材の調査・整理を十分に
行う。
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福島廃止措置研究開発・評価委員会 事前評価 における評価委員の意見・提言に対する機構の措置
研究開発課題名：遠隔技術事業横断的基盤研究
評価委員の意見・提言

措置


○横断的研究として相応しい研究項目が挙げられてい
ると思うが、内容的に -$($ が注力すべき点をもう少し
整理した方が良いのではないか。

○①の必要性は明確だが、②、③を -$($ が基盤として
進める必要性については、中長期の位置付けを含めて再
考することを考えてはどうか。


（研究課題の位置付け）
○廃炉技術や原子力災害時対応に共通的かつ横断的に
必要となる遠隔技術について、-$($ は基盤的な課題に
注力していくこととしたい。

○具体的には、平成  年度からの楢葉遠隔技術開発セ
ンターの本格運用開始や平成  年度からの大熊分
析・研究センターの第  棟運用開始に向け、そこに整
備すべき各種機器システム等の開発を行っていく。加
えて、平成  年度から予定されている廃炉のデブリ
取出しや原子力緊急時対応を念頭に、原子力災害対応
ロボットの技術、レーザー応用技術及び放射線モニタ
リング技術の研究開発を着実に進めていく。
（現場ニーズ）
○廃炉については機構内に設置したモックアップ試験
施設専門部会、原子力災害対応ロボット技術の認証制
度検討会、ロボットシミュレータ開発検討会等で有識
者からの意見聴取を行うとともに、東京電力やプラン
トメーカとの意見交換や情報交換を行い、現場ニーズ
の把握に努める。また、原子力災害時支援については
当研究所の遠隔機材整備運用部署との意見交換や情
報交換を行い、現場ニーズの把握に努める。また、現
場ニーズの変化にも柔軟に対応していく。

○１) でロボットの使用経験を提供してもらい、それを
分析して標準試験法の開発に供するなど、現場の情報
やニーズを踏まえ、開発者、製造者及び利用者に対し
て共通の“ものさし”の明確化に向け、開発を進めて
行く。

○レーザーやモニタリング技術に関しても、現場の情報
やニーズを踏まえて開発を進めて行く。




○現場のニーズと綿密に連携を取って研究が進められ
ることを前提に妥当と評価する。（例えば、遠隔機器に
ついては、万能ロボットではなく、用途、環境に応じた
カスタマイズが必要であり、そのようなニーズに応えら
れるインフラである必要がある。
）





○ロボットの性能評価標準試験法を開発し、共通基盤を
作るのは重要。現場の情報、ニーズを踏まえて進めるべ
き。



○実証試験について、シミュレータについては進めるべ
き。レーザ、モニタリングについて、現在の１) 廃炉ニ
ーズとしてはシステムの開発より、例えば切断手法やモ
ニタリングの条件の検討など基盤的な研究開発事項が
あると考えられ、１) 廃炉の現場を良く把握し、実際に
適用できることを具体的に見据えた研究計画とするよ
う工夫が必要。

○モニタリングも重要な課題である。ニーズも踏まえて
行うべき。

○①原子力災害対応ロボットの特殊環境における標準
試験手法について、あくまでも ) に活用することを念
頭に、当該環境を整理されることを望む。
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措置


○中長期ロードマップとの関係を明確にし、他の機関、
メーカ、:* 等と連携して有効な開発に結び付けるべき。


○研究課題、計画は非常に適切かつ詳細に設定されてお
り妥当なものであると考えられる。ロボット、遠隔操作、
レーザー技術、遠隔計測についてはこれまで原子力には
あまり関連のなかった大学の研究者も積極的に寄与し
たいとの意向を持っている方が多いので、広く、連携や
協力を募ることも重要であると考えられる。


○光ファイバーを用いたレーザー技術開発と協力して
進めてほしい。


（連携）
○中長期ロードマップのホールドポイントを念頭に置
いて成果の達成目標を設定するなど、効率的かつ効果
的に研究開発を進めていく。

○機構内に設置したモックアップ試験施設専門部会、原
子力災害対応ロボット技術の認証制度検討会、ロボッ
トシミュレータ開発検討会等で有識者の助言を得る
とともに、ロボット技術、レーザー技術及び放射線計
測技術に関する機構外の研究会等への参加並びに関
連する研究所や大学等との連携や協力をしながら進
めていく。

○レーザ分光技術開発と研究内容は異なるが、要素技術
としては共通するところもあるので、関連部署と緊密
な連携を取りながら進めていく。

（-$($ への期待）
○原子力災害対応ロボット技術開発、レーザー技術開
発及び放射線モニタリング技術開発については、研
究会等を通じて地元を始めとする民間企業との協力
や連携を前提に、機構の知見や設備を活かしながら、
機構にしかできない特徴的な研究開発を進めてい
く。

○ロボット標準試験法は、地元企業を始めとする民間企
業との協力や連携の下で進めていくとともに、民間
企業でのロボット開発に供していく。


○ロボット、遠隔技術については、最も民間活力を取り
込むことができる分野と思うので、それを積極的に活用
し、-$($ はここでしかできない技術（耐放射線とか、放
射線測定）に力を集中したほうが良いと考える。



○ロボットの評価手法の標準化は開発メーカにとって
も利があり、福島の早期収束にも役立つ。


○デブリ溶断のためのレーザー技術は加速が必要。
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福島廃止措置研究開発・評価委員会 事前評価 における評価委員の意見・提言に対する機構の措置
総合的所見
評価委員の意見・提言

措置


中長期ロードマップとの関係の重要性
○) に関する基盤研究は、従来の基盤研究とは違い、)  中長期的な現場ニーズを踏まえつつ，中長期ロードマ
現場のニーズが目の前にあることを踏まえ、開発初期段 ップの工程と整合性を取りながら着実に進めていく。
階で現場とのインターフェースを取って進めることが
重要である。また、中長期ロードマップとの関係を考慮
して、) 現場への適用が間に合わないことがないよう、
計画を進めることが重要である。
将来の廃炉研究分野への期待
学生にとって、今の ) 現場にすぐに役立つ研究開発に
携わることは、やりがいが大きく、また、その研究分野
の将来に明るく輝くものがあると学生の人気は高い。
-$($ が廃炉に関する研究開発を進めることで、当該分野
全体の底上げにつながるような、若い人たちの目標とな
るような研究テーマが出てくることを期待する。




若手研究者の人材確保・育成も視野に入れ，大学等と連
携を図りながら，研究開発を進めていく。
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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 組立単位
組立量
名称
記号
積 平方メートル
m2
積 立方メートル
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 キログラム毎立方メートル
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/10 800) rad

”
1”=(1/60)’=(π/648 000) rad
ha 1 ha=1 hm 2=104m2
L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3
t
1 t=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

1 eV=1.602 176 53(14)×10 -19J

1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
1 u=1 Da

1 ua=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=100 kPa=10 5Pa
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 s A
表
面
電
荷 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 s A
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 s A
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

ヨ

表５．SI 接頭語
記号
乗数
名称
タ
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=60 s
時
h 1 h =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,
Sv
J/kg
シーベルト（ｇ）
方向性線量当量, 個人線量当量
酸
素
活
性 カタール
kat

名称

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

シ

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 =10 4lx
ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル
ガ
ウ
ス
エルステッド（ ａ）

Mx
G
Oe

1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
1 G =1Mx cm-2 =10-4T
1 Oe (103/4π)A m-1

（a）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

フ
ェ
ル
ミ
メートル系カラット
ト
標

準

大

」

気

1 R = 2.58×10-4C/kg

1 rad=1cGy=10-2Gy
1 rem=1 cSv=10-2Sv
1 γ=1 nT=10-9T
1 フェルミ=1 fm=10-15m

1 メートル系カラット = 0.2 g = 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

1 cal=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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