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化学計測技術とインフォマティックスを融合した
デブリ性状把握手法の開発とタイアップ型人材育成
（委託研究）
－令和 2 年度 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業－
日本原子力研究開発機構

福島研究開発部門

福島研究開発拠点

廃炉環境国際共同研究センター
福島大学
（2021 年 9 月 14 日受理）
日本原子力研究開発機構（JAEA）廃炉環境国際共同研究センター（CLADS）では、令和 2 年度 英
知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業（以下、
「本事業」という）を実施している。
本事業は、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の廃炉等をはじめとした
原子力分野の課題解決に貢献するため、国内外の英知を結集し、様々な分野の知見や経験を、従
前の機関や分野の壁を越えて緊密に融合・連携させた基礎的・基盤的研究及び人材育成を推進す
ることを目的としている。
平成 30 年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省から JAEA に移行することで、JAEA とア
カデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成をより安定的かつ継続
的に実施する体制を構築した。
本研究は、研究課題のうち、令和元年度に採択された「化学計測技術とインフォマティックス
を融合したデブリ性状把握手法の開発とタイアップ型人材育成」の令和 2 年度の研究成果につい
て取りまとめたものである。
本研究は、新しい化学分析法の構築によるインフォマティックスとの融合技術の実現を目指し、
少ない情報量で全体像を推定するシステムの開発を実施することを目的とする。JAEA 研究者との
タイアップ方式による研究を実施することで、博士前期課程～ポスドクまでの研究者の地域実践
型の深化する横断的な人材育成を行うとともに、国際感覚豊かな人材の育成を目指し、実施して
いる。

本報告書は、日本原子力研究開発機構の英知事業における委託業務として、福島大学が実施した
成果を取りまとめたものである。
廃炉環境国際共同研究センター：〒979-1151 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 790-1
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Development of Methodology Combining Chemical Analysis Technology
with Informatics Technology to Understand Perspectives Property of Debris
and Tie-up Style Human Resource Development
(Contract Research)
－ FY2020 Nuclear Energy Science & Technology and Human Resource Development Project －
Collaborative Laboratories for Advanced Decommissioning Science,
Fukushima Research Institute, Sector of Fukushima Research and Development
Japan Atomic Energy Agency
Tomioka-machi, Futaba-gun, Fukushima-ken
Fukushima University
(Received September 14, 2021)
The Collaborative Laboratories for Advanced Decommissioning Science (CLADS), Japan Atomic Energy
Agency (JAEA), had been conducting the Nuclear Energy Science & Technology and Human Resource
Development Project (hereafter referred to “the Project”) in FY2020.
The Project aims to contribute to solving problems in the nuclear energy field represented by the
decommissioning of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, Tokyo Electric Power Company
Holdings, Inc. (TEPCO). For this purpose, intelligence was collected from all over the world, and basic
research and human resource development were promoted by closely integrating/collaborating knowledge
and experiences in various fields beyond the barrier of conventional organizations and research fields.
The sponsor of the Project was moved from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology to JAEA since the newly adopted proposals in FY2018. On this occasion, JAEA constructed a
new research system where JAEA-academia collaboration is reinforced and medium-to-long term
research/development and human resource development contributing to the decommissioning are stably and
consecutively implemented.
Among the adopted proposals in FY2019, this report summarizes the research results of the “Development
of methodology combining chemical analysis technology with informatics technology to understand
perspectives property of debris and tie-up style human resource development” conducted in FY2020.
The present study aims to Goal of this study is to implement a research plan relate to a development of
combinational technology of new chemical analysis with informatics, and the aim is to develop new system
for whole image estimation system using small quantities of information.

Conducting the collaboration

study with JAEA researchers (tie-up style) make connect to the development of human resource from
master’s course student to post-doctoral researchers who are progress in the local-based and/or many
academics fields research. We are in progress to grow international-minded human resources.
Keywords: Chemical Analysis, Informatics, Human Resource Development, Tie-up Style
This work was performed by Fukushima University under contract with Japan Atomic Energy Agency.
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1. 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業の概要

文部科学省では、
「東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等研究開発の加速プラン（平
成 26 年 6 月文部科学省）
」等を踏まえ、平成 27 年度から「英知を結集した原子力科学技術・人材
育成推進事業」
（以下、
「本事業」という。）を立ち上げ、
「戦略的原子力共同研究プログラム」、
「廃
炉加速化研究プログラム」及び「廃止措置研究・人材育成等強化プログラム」を推進している。
具体的には、国内外の英知を結集し、国内の原子力分野のみならず様々な分野の知見や経験を、
機関や分野の壁を越え、国際共同研究も含めて緊密に融合・連携させることにより、原子力の課
題解決に資する基礎的・基盤的研究や産学が連携した人材育成の取組を推進している。
一方、日本原子力研究開発機構（以下、
「JAEA」という。）では、平成 27 年に廃炉国際共同研究
センター（以下、
「CLADS」という。現：廃炉環境国際共同研究センター）を組織し、
「東京電力ホ
ールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」等を踏
まえ、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所廃炉（以下、
「1F 廃炉」という。
）
に係る研究開発を進めている。
また、平成 29 年 4 月に CLADS の中核拠点である「国際共同研究棟」の運用を開始したことを踏
まえ、今後は CLADS を中核に、廃炉の現場ニーズを踏まえた国内外の大学、研究機関等との基礎
的・基盤的な研究開発及び人材育成の取組を推進することにより、廃炉研究拠点の形成を目指す
ことが期待されている。
このため、本事業では平成 30 年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省から JAEA に移行
することで、JAEA とアカデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成
をより安定的かつ継続的に実施する体制を構築することとし、従来のプログラムを、①共通基盤
型原子力研究プログラム、②課題解決型廃炉研究プログラム、③国際協力型廃炉研究プログラム、
④研究人材育成型廃炉研究プログラム（令和元年度より新設）に再編した。

-1-

JAEA-Review
2021-035
JAEA-Review 2021-035

2. 平成 30 年度 採択課題
平成 30 年度採択課題については以下のとおりである。
課題数：19 課題
共通基盤型原子力研究プログラム

11 課題（若手研究 6 課題、一般研究 5 課題）

課題解決型廃炉研究プログラム

6 課題

国際協力型廃炉研究プログラム

2 課題（日英共同研究）

平成 30 年度 採択課題一覧
共通基盤型原子力研究プログラム
【若手研究】
課題名

研究代表者

所属機関

河野 仁

東京工芸大学

山﨑 信哉

筑波大学

片岡 隆浩

岡山大学

大石 佑治

大阪大学

島田 幹男

東京工業大学

岩田 圭弘

東京大学

被災地探査や原子力発電所建屋内情報収集のための
半自律ロボットを用いたセマンティックサーベイマ
ップ生成システムの開発
汚染土壌の減容を目的とした重液分離による放射性
微粒子回収法の高度化
ラドンを代表としたアルファ核種の吸入による内部
被ばくの横断的生体影響評価
炉心溶融物の粘性及び表面張力同時測定技術の開発
iPS 細胞由来組織細胞における放射線依存的突然変
異計測系の確立
レーザー共鳴イオン化を用いた同位体存在度の低い
ストロンチウム 90 の迅速分析技術開発
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共通基盤型原子力研究プログラム
【一般研究】
課題名

研究代表者

所属機関

放射性核種の長期安定化を指向した使用済みゼオ
ライト焼結固化技術の開発

新井 剛

芝浦工業大学

燃料デブリ取り出しを容易にするゲル状充填材の
開発

牟田 浩明

大阪大学

レーザー蛍光法を用いた燃料デブリ変質相の同定

斉藤 拓巳

東京大学

過酷炉心放射線環境における線量測定装置の開発

岡本 保

木更津工業
高等専門学校

レーザー加工により発生する微粒子の解析と核種
同定手法の開発

長谷川 秀一

東京大学

課題名

研究代表者

所属機関

合金相を含む燃料デブリの安定性評価のための基
盤研究

桐島 陽

東北大学

ガンマ線画像スペクトル分光法による高放射線場
環境の画像化による定量的放射能分布解析法

谷森 達

京都大学

燃料デブリ取出し時における放射性核種飛散防止
技術の開発

鈴木 俊一

東京大学

アルファダストの検出を目指した超高位置分解能
イメージング装置の開発

黒澤 俊介

東北大学

ナノ粒子を用いた透明遮へい材の開発研究

渡邉 隆行

九州大学

先端計測技術の融合で実現する高耐放射線燃料デ
ブリセンサーの研究開発

萩原 雅之

高エネルギー
加速器研究機構

課題解決型廃炉研究プログラム
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国際協力型廃炉研究プログラム（日英共同研究）
課題名

研究代表者

所属機関

放射性微粒子の基礎物性解明による廃炉作業リスク
低減への貢献

五十嵐 康人

茨城大学

三澤 毅

京都大学

放射線耐性の高い薄型 SiC 中性子検出器の開発
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3.

令和元年度 採択課題

令和元年度採択課題については以下のとおりである。
課題数：19 課題
共通基盤型原子力研究プログラム

7 課題（若手研究 2 課題、一般研究 5 課題）

課題解決型廃炉研究プログラム

4 課題

国際協力型廃炉研究プログラム

4 課題（日英共同研究 2 課題、日露共同研究 2 課題）

研究人材育成型廃炉研究プログラム 4 課題

令和元年度 採択課題一覧
共通基盤型原子力研究プログラム
【若手研究】
課題名

研究代表者

所属機関

ウラニル錯体化学に基づくテーラーメイド型新規海
水ウラン吸着材開発

鷹尾 康一朗

東京工業大学

動作不能からの復帰を可能とする多連結移動ロボッ
トの半自律遠隔操作技術の確立

田中 基康

電気通信大学
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共通基盤型原子力研究プログラム
【一般研究】
課題名

研究代表者

所属機関

一次元光ファイバ放射線センサを用いた原子炉建
屋内放射線源分布計測

瓜谷 章

名古屋大学

低線量・低線量率放射線被ばくによる臓器別酸化ス
トレス状態の検討

鈴木 正敏

東北大学

単一微粒子質量分析法に基づくアルファ微粒子オ
ンラインモニタリングに向けた基礎検討

豊嶋 厚史

大阪大学

幹細胞動態により放射線発がんを特徴付ける新た
な評価系の構築

飯塚 大輔

量子科学技術
研究開発機構

梅沢 仁
耐放射線性ダイヤモンド半導体撮像素子の開発

（令和元年度まで）

大曲 新矢

産業技術総合
研究所

課題解決型廃炉研究プログラム
課題名

研究代表者

所属機関

Multi-Physics モデリングによる福島 2・3 号機ペデ
スタル燃料デブリ深さ方向の性状同定

山路 哲史

早稲田大学

燃料デブリ取出しに伴い発生する廃棄物のフッ化
技術を用いた分別方法の研究開発

渡邉 大輔

日立 GE
ニュークリ
ア・エナジー

アパタイトセラミックスによる ALPS 沈殿系廃棄物
の安定固化技術の開発

竹下 健二

東京工業大学

拡張型スーパードラゴン多関節ロボットアームに
よる圧力容器内燃料デブリ調査への挑戦

高橋 秀治

東京工業大学
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国際協力型廃炉研究プログラム（日英共同研究）
課題名

研究代表者

所属機関

高い流動性および陰イオン核種保持性を有するア
ルカリ刺激材料の探索と様々な放射性廃棄物の安
全で効果的な固化

佐藤 努

北海道大学

静岡大学
再臨界前の中性子線増に即応可能な耐放射線 FPGA
システムの開発

渡邊 実

（令和 2 年度
まで）

岡山大学

国際協力型廃炉研究プログラム（日露共同研究）
課題名

研究代表者

所属機関

小原 徹

東京工業大学

金井 昭夫

慶應義塾

課題名

研究代表者

所属機関

燃料デブリ取り出し時における炉内状況把握のた
めの遠隔技術に関する研究人材育成

淺間 一

東京大学

化学計測技術とインフォマティックスを融合した
デブリ性状把握手法の開発とタイアップ型人材育
成

高貝 慶隆

福島大学

燃料デブリ取出し臨界安全技術の高度化
微生物生態系による原子炉内物体の腐食・変質に
関する評価研究

研究人材育成型廃炉研究プログラム

放射線・化学・生物的作用の複合効果による燃料デ
ブリ劣化機構の解明

燃料デブリ分析のための超微量分析技術の開発
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4.

令和 2 年度 採択課題

令和 2 年度は、2 つのプログラムにおいて、研究課題の採択を決定した。
公募の概要は以下のとおりである。
公募期間：令和 2 年 3 月 17 日～令和 2 年 5 月 14 日（課題解決型）
令和 2 年 5 月 13 日～令和 2 年 7 月 15 日（国際協力型）
課題数：10 課題
課題解決型廃炉研究プログラム

8 課題（若手研究 2 課題、一般研究 6 課題）

国際協力型廃炉研究プログラム

2 課題（日英共同研究）

これらの提案について、外部有識者から構成される審査委員会において、書面審査及び面接審
査、日英共同研究については二国間の合同審査を実施し、採択候補課題を選定した。
その後、PD（プログラムディレクター）
・PO（プログラムオフィサー）会議での審議を経て、採
択課題を決定した。

令和 2 年度 採択課題一覧
課題解決型廃炉研究プログラム
【若手研究】
課題名

研究代表者

所属機関

燃料デブリにおける特性の経年変化と環境劣化割れ
の調査

楊 会龍

東京大学

健全性崩壊をもたらす微生物による視認不可腐食の
分子生物・電気化学的診断及び抑制技術の開発

岡本 章玄

物質・材料
研究機構
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課題解決型廃炉研究プログラム
【一般研究】
課題名

研究代表者

所属機関

遮蔽不要な臨界近接監視システム用ダイヤモンド
中性子検出器の要素技術開発

田中 真伸

高エネルギー
加速器研究
機構

α／β／γ 線ラジオリシス影響下における格納
容器系統内広域防食の実現：ナノバブルを用いた
新規防食技術の開発

渡邉 豊

東北大学

β、γ、X 線同時解析による迅速・高感度放射性核
種分析法の開発

篠原 宏文

日本分析
センター

合理的な処分のための実機環境を考慮した汚染鉄
筋コンクリート長期状態変化の定量評価

丸山 一平

東京大学

溶脱による変質を考慮した汚染コンクリート廃棄
物の合理的処理・処分の検討

小崎 完

北海道大学

マイクロ波重畳 LIBS によるデブリ組成計測の高
度化と同位体の直接計測への挑戦

池田 裕二

アイラボ

課題名

研究代表者

所属機関

革新的水質浄化剤の開発による環境問題低減化技
術の開拓

浅尾 直樹

信州大学

鎌田 創

海上・港湾・
航空技術
研究所

国際協力型廃炉研究プログラム（日英共同研究）

無人航走体を用いた燃料デブリサンプルリターン
技術の研究開発
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本報告書は、以下の課題の令和 2 年度の研究成果を取りまとめたものである。

研究人材育成型廃炉研究プログラム
課題名

研究代表者

所属機関

高貝 慶隆

福島大学

化学計測技術とインフォマティックスを融合
したデブリ性状把握手法の開発とタイアップ
型人材育成

研究成果を取りまとめた成果報告書を付録として添付する。
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付録
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令和 2 年度
日本原子力研究開発機構
英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業

化学計測技術とインフォマティックスを
融合したデブリ性状把握手法の開発と
タイアップ型人材育成
（契約番号 R02I045）
成果報告書

令和 3 年 3 月
国立大学法人福島大学

- 13
13 -

JAEA-Review
2021-035
JAEA-Review 2021-035

本報告書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の
「英知を結集した原子力科学技術･人材育成推進事業」に
よる委託業務として、国立大学法人福島大学が実施した
「化学計測技術とインフォマティックスを融合したデブリ
性状把握手法の開発とタイアップ型人材育成」の令和 2 年
度の研究成果を取りまとめたものです。
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概略
本研究の背景として、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所（以下、「1F」
と略す。）の廃炉の実現において、デブリの全体像を知ることの重要性があげられる。しかしな
がら、サンプリングされる断片試料は少量で小さく、検体数も少ない。少ない試料から全体像を
把握するには多くの困難がある。このように知りたい情報は多いものの、例えば、炉内に存在す
るデブリの健全性や脆性の情報等、その情報の取得を妨げる要因が存在する。さらに、化学計測
の面でも課題が多く、現在の化学計測では限定的な情報しか得られない等の課題があり、ミクロ
な視点から成分分析する新しい分析技術が必要不可欠である。
その一方で、炉内のデブリ全体像を推定する手法として情報技術（以下、「IT」と略す。）や
数値計算によるモデルや物理シミュレーションを活用した手法が存在する。物理シミュレーショ
ンは、ミクロからマクロの展開から、微分方程式で表されるミクロモデルを時間・空間で解くこ
とにより得られる全体像であるが、モデルはモデルであり、化学分析によって得られるデータを
付加することでより実際に即したものとなる。すなわち、シミュレーションと化学分析は、相補
的な関係であることが明らかであり、新しい情報の取得技術（＝新しい分析技術）が求められる。
近年、多因子計測データ（ビックデータ）を用いることで、ある方向性を導く数学的な解析手
法が、盛んに研究されている。例えば、多変量解析によるプロファイリングや人工知能（以下、
「AI」と略す。）による機械学習である。化学情報を活用した例として、ケミカルインフォマテ
ィックス、バイオインフォマティックス、マテリアルインフォマティックス等、特定の分子、素
材を合成するための指標として活用されたことはある。しかしながら、化学情報を、マッピング
情報やカメラ画像等の 2D 情報と複合して、画像から全体像の状態把握や脆性情報に転換する研
究はほとんど行われていない。
このような状況を背景に、本課題では、国立大学法人福島大学（以下、「福島大学」と略す。）
が提案する新しい化学分析法の構築によるインフォマティックスとの融合技術の実現を目指し、
少ない情報量で全体像を推定するシステムの開発を実施することを目的とする。また、国立研究
開発法人日本原子力研究開発機構（以下、「JAEA」と略す。）とのタイアップ方式による研究を
実施することで、博士前期課程～ポスドクまでの研究者の地域実践型の深化する横断的な人材育
成を行うとともに、国際感覚豊かな人材の育成を目指して実施している。
すなわち、本研究の目的は、（I）新しい化学分析法の構築による（Ⅱ）インフォマティック
スとの融合（物理シミュレーションや AI による包括プロファイリング）を目指し、（Ⅲ）少な
い情報で全体像を推定するシステムを構築することである。
化学分析の結果である微細（ミクロ）情報を炉内デブリの全体像（マクロ）を推定できる方法
論の開発を行い、分析法を開発するとともに、少ない情報（例：多因子のデータであるが検体数
が少ない、検体数はあるが因子が少ない等）で全体像を把握する試みである。デブリの性状把握
に寄与する包括的・相補的なシステムを研究し、デブリ取り出しの設計指針、構造物（内壁）の
健全性の解明に役立つ技術の構築を目指す。
また、JAEA 研究者とのタイアップ方式による研究を実施することで、博士前期課程～ポスドク
までの研究者の地域実践型の深化する横断的な人材育成を行う。
本研究の実施項目は、「分析法の開発」、「インフォマティックスに関する研究」、「人材育
成」、「研究推進」の 4 項目に分かれており、それぞれ以下の項目を 5 ヵ年で実施する。
(1) 分析法の開発
① 固体標準物質を使用しないレーザーアブレーション-高周波誘導結合プラズマ質量分析
（以下、「LA-ICP-MS」と略す。）法による安定同位体と放射性同位体の同時定量法とマッピン
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グ化への展開（以下、「LA-ICP-MS による定量」と略す。）
② 多地点可動レーザー誘起ブレークダウン分光法（以下、「LIBS」と略す。）の開発と酸化
物およびホウ化物マッピングに基づく硬度計測（以下、「LIBS による硬度計測法」と略す。）
③ 水中に分散するナノ～マイクロコロイドの高効率な液相捕集と透過型電子顕微鏡（以下、
「TEM」と略す。）による金属微粒子同定方法の開発（以下、「TEM による液体中金属微粒子測定
法」と略す。）
(2) インフォマティックスに関する研究
① 金属ナノ粒子の ICP-MS 計測法と多変量解析による材料プロファイリング
② 放射線計測データからデブリ性状推定を行うシミュレーション手法の開発
③ 撮影画像からの目視判断 AI および化学分析データからの脆性判断 AI の開発
(3) 人材育成
連携ラボ（大学等）による JAEA 研究者と実質的なタイアップ研究を実施し、JAEA 職員ととも
に包括的な人材育成（博士前期課程～ポスドク）を行う。連携ラボ（JAEA）は、三春を主拠点と
して、富岡、南相馬の 3 拠点をサテライトとして活用するとともに、三春では、本研究の実施に
必要な多種多様な分析機器群や下限数量・濃度以下の放射性物質を利用して人材育成を図る。
(4) 研究推進
研究代表者の下で各研究項目間ならびに廃炉環境国際共同研究センター（以下、「CLADS」と
略す。）等との連携を密にして、研究を進めるため、設備等を稼働させる。また、研究実施計画
を推進するための打合せや会議等を開催する。
これら実施項目において、令和 2 年度は、主に 5 ヵ年の 2 年目として令和元年度に導入した設
備備品等を使用して、基礎的な検討を開始し、以下の内容を実施したので概説する。
(1)-① LA-ICP-MS による定量（福島大学）では、微粒子計数装置を稼働させ、LA-ICP-MS と
の連動を検討した。令和元年度に引き続き、ハイブリッドチャンバーの装着の有無により LAICP-MS で同位体希釈法が適応できるか、溶液系において検討した。また、ハイブリッドチャンバ
ーの機能を評価した。LA の試験材料として、固体認証標準物質や 5 mm×1 cm 程度のタングステ
ン（W）片に金属標準液を焼き付けた模擬試料を用いて、LA で試料気化が行えるか、シグナルプ
ロファイルを取得できるか、ストロンチウム（Sr）や他の元素に対して定量可能か、それぞれ検
討した。
(1)-② LIBS による硬度計測法の開発（再委託先：株式会社化研（以下、「化研」と略
す。））では、令和元年度に引き続き、マッピングのための変位計と電動ステージを導入した
LIBS 装置の最適化を行った。また、令和元年度に引き続き、デブリに含まれると想定される化合
物を標準物質として LIBS で計測し、標準物質のスペクトルのデータベース化を実施した。多変
量解析導入のための材料の特定（プロファイリング）の検討を行った。マッピング解析のための
ソフト開発を開始した。令和元年度に製作した自動マッピング装置を用いて模擬デブリを計測で
きるかを検討した。元素情報の濃淡を決定することができるか基礎データの取得を開始した。
(1)-③ TEM による液体中金属微粒子測定法の開発（連携先：JAEA）では、JAEA がクロスアポ
イントメント（以下、「クロアポ」と略す。）教員および学生（特別研究生：以下、「特研生」
と略す。）を CLADS へ配属させるとともに、設備備品を稼働させて研究・実験を実施した。標準
微粒子を濃縮できるか検討を行った。また、TEM を用いてその濃縮微粒子の粒子径、形状、元素
マッピングが計測できるか検討し、濃縮前の標準微粒子との違いを確認した。微粒子の最大濃縮
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倍率、最大抽出量を検討し、単位体積内にどの程度の粒径の粒子を封じ込めることができるのか
検討を開始した。
(2)-① 金属ナノ粒子の ICP-MS 計測法と多変量解析による材料プロファイリング（再委託
先：株式会社パーキンエルマージャパン（以下、「パーキンエルマー」と略す。））は、令和元
年度に引き続き、標準ナノ粒子を用いて、水中に分散させる手法（分散剤および溶液調製法）の
探索を行った。また、分散剤や元素組成による粒子径の違いを検討した。ICP-MS として得られる
安定元素の濃度プロファイリングを取り込み、多変量解析を行い、材料プロファイリングができ
るか検討を開始した。実際の健全な試料を利用し、材料測定データからの分類について検討を開
始した。
(2)-② 放射線計測データからデブリ性状推定を行うシミュレーション手法の開発（福島大
学）では、令和元年度に引き続き、導入したワークステーションを、福島大学で開発したスーパ
ーコンピューター（以下、「スパコン」と略す。）用並列計算コードと同様の高速化を実現する
ための調整を行った。併せて、今後の 1F の現場需要を踏まえた事前学習用データとして使用す
る比較的簡易な試験用シミュレーションモデルの作成を引き続き実施した。また、燃料デブリ内
の放射性物質としてウランに限定し、PHITS を用いてデブリ形状・ウラン濃度分布の条件を変化
させた際の放射線輸送計算を開始した。得られるデブリ周囲の放射線分布とエネルギースペクト
ル結果を事前学習データとして、深層学習アルゴリズムの改良を開始した。モデルとなったデブ
リの形状・濃度分布をどの程度の精度で推定できているかの検証も開始した。また、深層学習の
結果を、燃料デブリの臨界性や崩壊熱評価へ反映させる基礎モデルの検討を開始した。
(2)-③ 撮影画像からの目視判断 AI および化学分析データからの脆性判断 AI の開発（福島大
学）では、令和元年度に引き続き、計算システムが正常稼働であるか検証した。また、令和元年
度に引き続き、東京電力ホールディングス株式会社（以下、「東京電力」と略す。）等の専門家
と議論の場を持ち、実際に撮影された画像・動画の提供を受けた。これらを基に、どの程度、内
部状況の推測が可能か等のプロジェクトの方向性について検討した。撮影画像・動画中の変質や
注目対象に対して部位の推定・ラベル付けに関する議論・検討を開始した。
(3) 人材育成（福島大学）は、連携ラボ（大学等）および連携ラボ（JAEA）において、JAEA
研究者と実質的なタイアップ研究を実施するために全体会議を実施し、状況等を協議した。三春
を主拠点としてクロアポ教員および特研生の受入れ対応について議論した。研究開発や発表等を
学生と協働して実施しつつ、学生の基礎教育等に協力した。学生に国内外の学会等における発表
の機会を与え、また、教育プログラムを利用して教育の機会を与えた。
(4) 研究推進（福島大学）は、研究代表者の下で各研究項目間ならびに CLADS 等との連携を
密にして、研究を進めるため、設備等を稼働させた。また、研究実施計画を推進するための打合
せや会議等を開催した。
以上、現在までに大きな問題は見られず、令和 2 年度の所期の目標を達成した。
これらに基づき令和 3 年度は、各項目についてより詳細な検討を実施する。
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1. はじめに
本研究の背景として、1F の廃炉の実現にはデブリの全体像を知ることの重要性があげられる。
しかしながら、サンプリングされる断片試料は少量で小さく、検体数も少ない。少ない試料から
全体像を把握するには多くの困難がある。このように知りたい情報は多いものの、例えば、炉内
に存在するデブリの健全性や脆性の情報等、その情報の取得を妨げる要因が存在する。具体的な
弊害としては、
・炉内カメラからの画像からは断片的な情報しか得られない。
・放射能濃度が高く、少量かつ断片的な試験片により炉内の全体像を推定する必要がある。
・現在の化学分析では、局所分析・成分分析はできるが、全体像の把握は難しい。
等がある。
それに加えて、化学計測の面でも課題が多い。例えば、炉内の部材は、原形を留めていない材
料となり、腐食した箇所、付着物を有する箇所、炉心溶融とともに溶融した箇所等が混在する不
均一な未知試料（一部は水中に浮遊する微粒子として存在）となっていると考えられるが、現在
の化学計測で、この材料の成分分析を行う場合、X 線分析や電子線分析が考えられるが、表面の
定性分析しかできない。特に、以下は喫緊の問題となっており、本研究ではこれらを解決すべき
課題としてとらえている。
・固体表面のミクロ領域における安定元素と放射性元素の同時定量法は難しい。
・放射能分析ではマッピング画像は得られず、全体像の把握は難しい。
・局所領域の脆性（硬度）評価は難しい。
・腐食等の要因で水中に分散した金属微粒子の状態を計測することは難しい。
このように、炉内のデブリは、固体―液体―気体の物質の三態状態が混在し、マトリックス
（母体）が不明瞭な不均一状態を形成しているため、ミクロな視点から成分分析する新しい分析
技術が必要不可欠である。
その一方で、炉内のデブリ全体像を推定する手法として IT や数値計算によるモデルや物理シ
ミュレーションを活用した手法が存在する。物理シミュレーションは、ミクロからマクロの展開
から、微分方程式で表されるミクロモデルを時間・空間で解くことにより得られる全体像である
が、モデルはモデルであり、化学分析によって得られるデータを付加することで、より実際に即
したものとなる。すなわち、シミュレーションと化学分析は、相補的な関係であることが明らか
であり、新しい情報の取得技術（＝新しい分析技術）が求められる。
近年、多因子計測データ（ビックデータ）を用いることで、ある方向性を導く数学的な解析手
法が、盛んに研究されている。例えば、多変量解析によるプロファイリングや AI による機械学
習である。化学情報を活用した例として、ケミカルインフォマティックス、バイオインフォマテ
ィックス、マテリアルインフォマティックス等、特定の分子、素材を合成するための指標として
活用されたことはある。しかしながら、化学情報を、マッピング情報やカメラ画像等の 2D 情報
と複合して、画像から全体像の状態把握や脆性情報に転換する研究はほとんど行われていない。
本研究の目的（ねらい）は、（I）新しい化学分析法の構築による（Ⅱ）インフォマティック
スとの融合（物理シミュレーションや AI による包括プロファイリング）を目指し、（Ⅲ）少な
い情報で全体像を推定するシステムを構築することとする。
すなわち、原型を留めていない材料（少量の試験片）やそこに付着する成分ならびに浮遊する
微粒子等を特定する新しい分析技術の開発を基軸として、そこから得られる多因子計測データ
（ビックデータ）をインフォマティックス技術と融合させることを特徴とする。化学分析の結果
から材料および付着物の傾向を多変量解析でプロファイリングする一方で、技術者の知見に基づ
く経験則とともに AI による機械学習を行い、カメラ画像（2D 情報）からの炉内および燃料デブ
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リの全体像を推定できるシステムを開発する。また、モンテカルロシミュレーションにおけるモ
デルをより現実に近づける。この研究により化学分析の結果である微細（ミクロ）情報を炉内デ
ブリの全体像（マクロ）を推定できる手法へと導く。少ない情報（例：多因子のデータであるが
検体数が少ない、検体数はあるが因子が少ない等）で全体像を把握する試みである。デブリの性
状把握に寄与する包括的・相補的なシステムを研究し、デブリ取り出しの設計指針、構造物（内
壁）の健全性の解明に役立つ技術の構築を目指す。また、JAEA 研究者とのタイアップ方式による
研究を実施することで、博士前期課程～ポスドクまでの研究者の地域実践型の深化する横断的な
人材育成を行うものである。
このように、本研究の構想は、（I）新しい分析法の構築および（Ⅱ）インフォマティックス
との融合（物理シミュレーションや AI による包括プロファイリング）により、脆性情報や燃料
デブリや炉内の全体像を推定することができるシステムを開発することを目標とする。その研究
の実施において、JAEA 研究者とのタイアップ方式の研究を行いながら、単位を無理なく取得する
深化実践型の人材育成を行う。
これを実現するために、本研究の実施項目は、「分析法の開発」、「インフォマティックスに
関する研究」、「人材育成」、「研究推進」の 4 項目に分かれており、それぞれ以下の項目を 5
ヵ年で実施する。
(1) 分析法の開発
① LA-ICP-MS による定量
② LIBS による硬度計測法
③ TEM による液体中金属微粒子測定法
(2) インフォマティックスに関する研究
① 金属ナノ粒子の ICP-MS 計測法と多変量解析による材料プロファイリング
② 放射線計測データからデブリ性状推定を行うシミュレーション手法の開発
③ 撮影画像からの目視判断 AI および化学分析データからの脆性判断 AI の開発
(3) 人材育成
連携ラボ（大学等）による JAEA 研究者と実質的なタイアップ研究を実施し、JAEA 職員ととも
に包括的な人材育成（博士前期課程～ポスドク）を行う。連携ラボ（JAEA）は、三春を主拠点と
して、富岡、南相馬の 3 拠点をサテライトとして活用するとともに、三春では、本研究の実施に
必要な多種多様な分析機器群や下限数量・濃度以下の放射性物質を利用して人材育成を図る。
(4) 研究推進
研究代表者の下で各研究項目間ならびに CLADS 等との連携を密にして、研究を進めるため、設
備等を稼働させる。また、研究実施計画を推進するための打合せや会議等を開催する。
その中でも令和 2 年度は、5 ヵ年計画の 2 年目として主に令和元年度に導入した設備備品等を
使用して、基礎的な検討を開始し、本格的な実施体制を構築しつつ、4 項目とそれに付する 6 細
目を実施した。
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2. 業務計画
2.1 全体計画
2.1.1 年度別全体計画
本業務の特徴である「化学計測技術とインフォマティックスを融合したデブリ性状把握手法の
開発ならびに人材育成」を実施するため、（1）分析法の開発、（2）インフォマティックスに関
する研究、（3）人材育成、（4）研究推進を実施する。また、（1）分析法の開発、（2）インフ
ォマティックスに関する研究に関しては、それぞれ 3 項目ずつに区分して実施する。表 2-1 に、
本業務の計画時の線表を記す。
表 2-1
年度
項目

(1) 分析法の開発
①レーザーアブレーション-高周
波誘導結合プラズマ質量分析（LAICP-MS）法による定量
（福島大学）
②多地点可動レーザー誘起ブレー
クダウン分光法（LIBS）
（化研）
③透過型電子顕微鏡（TEM）による
液相中微粒子の計測法の開発
（原子力機構）
(2) インフォマティックスに関す
る研究
①金属ナノ粒子のICP-MS計測法と
多変量解析による材料プロファイ
リング
（パーキンエルマー）
②放射線計測データからデブリ性
状推定を行うシミュレーション手
法の開発
（福島大学）
③撮影画像からの目視判断AIおよ
び化学分析データからの脆性判断
AIの開発
（福島大学）
(3)人材育成
（福島大学）

(4)研究推進
（福島大学）

令和元年度

年度別全体計画

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

装置整備・試料製作

開発・試験

開発・試験

開発・試験

装置整備・予備試験

開発・試験

開発・試験

開発・試験

試験及び評価まとめ

装置整備・予備試験

開発・試験

開発・試験

開発・試験

試験及び評価まとめ

予備試験

開発・試験

開発・試験

開発・試験

試験及び評価まとめ

予備試験

開発・試験

開発・試験
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2.1.2

実施体制図

本研究の実施体制図を、図 2-1、図 2-2、図 2-3 に記す。
化学計測技術とインフォマティックスを融合したデブリ性状把握手法の開発とタイアップ型人材育成
研究総括および課題全体の取りまとめ：福島大学高貝慶隆(10 %）

20 %)

図 2-1 全体の体制図

図 2-2 再委託先（民間企業）における体制図

図 2-3 連携ラボ（JAEA）との体制図
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2.2 令和 2 年度の成果の目標および業務の実施方法
令和 2 年度の業務実施の方法を記す。
2.2.1

分析法の開発

(1) レーザーアブレーション-高周波誘導結合プラズマ質量分析（LA-ICP-MS）法による定量
（福島大学）
・ 微 粒 子 計 数 装 置 を 稼 働 さ せ 、 LA-ICP-MSと の 連 動 を 検 討 す る 。
・ 令 和 元 年 度 に 引 き 続 き 、 ハ イ ブ リ ッ ド チ ャ ン バ ー の 装 着 の 有 無 に よ り LA-ICP-MSで
同位体希釈法が適応できるか、溶液系において検討する。また、ハイブリッドチャ
ンバーの機能を評価する。
・ LAの 試 験 材 料 と し て 、 固 体 認 証 標 準 物 質 や 5 mm×1 cm程 度 の W片 に 金 属 標 準 液 を 焼
き 付 け た 模 擬 試 料 を 用 い て 、 LAで 試 料 気 化 が 行 え る か 、 シ グ ナ ル プ ロ フ ァ イ ル を 取
得 で き る か 、 Srや 他 の 元 素 に 対 し て 定 量 可 能 か 、 そ れ ぞ れ 検 討 す る 。
(2) 多地点可動レーザー誘起ブレークダウン分光法（LIBS）の開発（化研）
・ 令和元年度に引き続き、マッピングのための変位計と電動ステージを導入した LIBS 装置の最
適化を行う。
・ 令和元年度に引き続き、デブリに含まれると想定される化合物を標準物質として LIBS で計測
し、標準物質のスペクトルのデータベース化を実施する。多変量解析導入のための材料の特
定（プロファイリング）の検討を行う。
・ マッピング解析のためのソフト開発を開始する。令和元年度に製作した自動マッピング装置
を用いて模擬デブリを計測できるかを検討する。元素情報の濃淡を決定することができるか
基礎データの取得を開始する。
(3) TEM による液相中微粒子の計測法の開発（JAEA）
・ JAEA CLADS へのクロアポ教員および学生を配属させるとともに、設備備品を稼働させて研
究・実験を実施する。
・ 標準微粒子を濃縮できるか検討する。また、TEM を用いてその濃縮微粒子の粒子径、形状、元
素マッピングが計測できるか検討する。濃縮前の標準微粒子との違いを確認する。
・ 微粒子の最大濃縮倍率、最大抽出量を検討し、単位体積内にどの程度の粒径の粒子数が封じ
込めることができるのか検討を開始する。
2.2.2

インフォマティックスに関する研究

(1) 金属ナノ粒子の ICP-MS 計測法と多変量解析による材料プロファイリング（パーキンエルマ
ー）
・ 令和元年度に引き続き、標準ナノ粒子を用いて、水中に分散させる手法（分散剤および溶液
調製法）の探索を行う。
・ 分散剤や元素組成によって粒子径に違いがでるかを検討する。
・ ICP-MSとして得られる安定元素の濃度プロファイリングを取り込み、多変量解析を行い、材
料プロファイリングができるか検討を開始する。実際の健全な試料を利用し、材料測定デー
タからの分類について検討を開始する。
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(2) 放射線計測データからデブリ性状推定を行うシミュレーション手法の開発（福島大学）
・ 令和元年度に引き続き、導入したワークステーションを、福島大学で開発したスパコン用並
列計算コードと同様の高速化を実現するための調整を行う。併せて、今後の 1F の現場需要を
踏まえた事前学習用データとして使用する比較的簡易な試験用シミュレーションモデルの作
成を引き続き実施する。
・ 燃料デブリ内の放射性物質としてウランに限定し、PHITS を用いてデブリ形状・ウラン濃度分
布の条件を変化させた際の放射線輸送計算を開始する。得られるデブリ周囲の放射線分布と
エネルギースペクトル結果を事前学習データとして、深層学習アルゴリズムの改良を開始す
る。モデルとなったデブリの形状・濃度分布をどの程度の精度で推定できているかの検証も
開始する。また、深層学習の結果を、燃料デブリの臨界性や崩壊熱評価へ反映させる基礎モ
デルの検討を開始する。
(3) 撮影画像からの目視判断 AI および化学分析データからの脆性判断 AI の開発（福島大学）
・ 令和元年度に引き続き、計算システムが正常稼働であるか検証する。
・ 令和元年度に引き続き、東京電力等の専門家と議論の場を持ち、実際に撮影された内部画像
を基に、どの程度推測が可能か等のプロジェクトの方向性について検討する。
・ 撮影画像中の変質や注目対象に対して部位の推定・ラベル付けに関する議論・検討を開始す
る。
2.2.3

人材育成（福島大学）

・ 連 携 ラ ボ （ 大 学 等 ） お よ び 連 携 ラ ボ （ JAEA） に お い て 、 JAEA研 究 者 と 実 質 的 な タ イ
アップ研究を実施するために全体会議を実施し、状況等を協議する。
・ 三春を主拠点としてクロアポ教員および特研生の受入れ対応について議論する。
・ 研究開発や発表等を学生と協働して実施しつつ、学生の基礎教育等に協力する。
・ 学生に国内外の学会等における発表の機会を与え、また、教育プログラムを利用し
て教育の機会を与える。
2.2.4

研究推進（福島大学）

研究代表者の下で各研究項目間ならびに CLADS 等との連携を密にして、研究を進めるため、設
備等を稼働させる。また、研究実施計画を推進するための打合せや会議等を開催する。
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3. 令和 2 年度の実施内容および成果
3.1 分析法の開発
3.1.1 レーザーアブレーション-高周波誘導結合プラズマ質量分析（LA-ICP-MS）法による
定量（福島大学）
(1) 背景と目的
廃炉作業では燃料デブリの取り出しが大きな課題の一つとなっているが、燃料デブリは人が立
ち入ることのできない原子炉建屋内に存在しており、化学的組成を含めた全体像が未解明のまま
である。事故発生時に原子炉内が高温になったことで被覆材や構造物、核燃料等様々な物質が混
ざり合い冷え固まってできているため形状や材質も不均一であることが予想されている。令和 3
年に試験片の取り出しが開始されるが、遠隔操作により微細な試験片を取り出すことしかできな
いため、これを今後、詳細に分析していく必要がある。その一方で、現在の技術では、このよう
な微細な固体試料において、安定同位体分析と放射能分析を同時に行うことは困難である。特に、
微細片に不均一に付着した放射性物質は、放射線を四方に放射させるため、その部位の特定は難
しい。それが難分析核種であるβ線放出核種であれば、現在の技術においてはそれを計測するこ
とは極めて困難である。
そこで本研究では燃料デブリのような微細な固体試料の分析方法として LA-ICP-MS に着目した。
しかし、従来の LA-ICP-MS では、固体標準物質を用いて検量線を作成することにより定量するが、
固体標準物質が存在しない燃料デブリの分析では、標準による検量線を作成することができない。
そのため、従来の LA-ICP-MS の分析法を燃料デブリの分析にそのまま応用することは原理的に難
しい。
検量線を用いない定量方法の一つに同位体希釈法が存在する。同位体希釈法を用いた定量は複
数の同位体をもつ金属元素に対して適用が可能であり、ICP-MS の多元素同時定量と組み合わせる
ことで多数の金属元素の同位体を同時に分析することができる。これまで環境分析において汎用
される手法のひとつである。本研究では同位体希釈法を利用した LA-ICP-MS の開発を目的として
研究を開始した。本研究では、モデル元素を Sr とした。放射性同位体の一つである 90Sr は、核
燃料であるウランやプルトニウムからの核分裂生成物（FP）であり、生成収率が高い FP の代表
的な核種である。1F 事故でも多くの 90Sr が生成している。
その一方で、従来の LA-ICP-MS は、レーザー光源、アブレーションセル、アブレーション試料
輸送部、ICP-MS から構成されているが、LA によって微細化された試料はガスによって運搬（キ
ャリア）される。その微細化された試料のキャリアには課題があり、LA のキャリアガスと ICPMS のネブライザーガスは異なる種類のガス、すなわち、LA にはヘリウム（He）ガスならびに
ICP-MS ネブライザーガスにはアルゴン（Ar）を使用していることから、LA からの大量の He ガス
が、ICP-MS に導入されると、Ar プラズマの消失が起こりやすいという問題が生じていた。そこ
で、本研究では、LA-ICP-MS による同位体希釈法の検討を実施した。
(2) 実験
① 装置・器具
LA システムは NWR213 型（株式会社イー・エス・アイ製）を使用し、キャリアガスには高純度
He ガス（純度>99.99995 %、東京高圧山崎株式会社製）を使用した。また、LA に使用するレーザ
ー源は、波長 213 nm の Nd:YAG レーザーを使用した。ICP-MS は NexION 300 型（パーキンエルマ
ー製）を使用した。また、ICP-MS のネブライザーガスのキャリアガスには高純度 Ar ガス（純度
>99.999 %、東京高圧山崎株式会社製）を使用した。また、模擬試料の作製には TRITON Plus 表
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面電離型質量分析計（TIMS、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社製）の試料調製
に使用されるフィラメント組立冶具、スポット溶接器、サンプルローディング装置、シングルフ
ィラメントホルダーならびにスイッチング方式直流安定化電源を使用した。
②

試薬
模擬試料作製時に塗布する Sr 標準溶液は、原子吸光用 1000 ppm Sr 標準溶液（富士フイルム
和光純薬工業株式会社製）を使用した。模擬試料の母材には TIMS 分析用の W ワイヤー1 m（幅：
0.7 mm、厚み：0.035 mm）を 20 mm に切断したものを使用した。
スパイク溶液には 86Sr enriched（SrCO3、Oak Ridge National Laboratory 製）を使用した。
この 86Sr enriched（SrCO3）8.4 mg を Conc.硝酸 0.45 g で完全に溶かした後、超純水 9.4 g で希
釈した。この 500 ppm 86Sr enriched 溶液は、逆滴定法により定量したものを標準原液として使
用した。スパイク溶液調製時に添加する硝酸は EL（電子工業用）硝酸（61 wt%、比重：1.38、関
東化学株式会社製）を使用した。スパイク溶液の同位体比は、84Sr 0.08 %、86Sr 97.02 %、87Sr
0.78 %、88Sr 2.12 %である。
固体標準物質にはガラス標準物質 NIST610（NIST SRM（米国国立標準技術研究所 以下、
「NIST」と略す。））を使用した。
③

溶液調製
スパイク溶液の調製：500 ppm 86Sr 標準原液を超純水および Conc. EL 硝酸を使用して、10 ppb
86
Sr 標準溶液（2 % HNO3）を調製した。
Sr 標準溶液（安定同位体）の調製：原子吸光用 1000 ppm 標準原液を超純水で 200 ppb Sr 標
準溶液に調製した。
④

試料調製
模擬試料の作製は、20 mm×0.7 mm にカットした W フィラメントを使用して、それをフィラメ
ント組立冶具に溶接し、100 ppb Sr 標準溶液をマイクロピペッターにて 1 µL 塗布して焼き付け
た。
⑤

実験操作
Sr を含む固体試料（ここでは、ガラス標準物質 NIST610 もしくは模擬試料）を LA の試料ドロ
アーに設置する。LA に付帯する顕微鏡のフォーカスを合わせた後、試料セル内の Air を He に置
換する。レーザー走査条件 Scan Speed（走査速度）25 µm /s、Spot Size 50 µm、Rap Rare 10
Hz、Fluence 15.00 J、キャリアガス（He ガス）流量 0.80 L/min でレーザー走査を開始して測
定距離 3 mm で行った。アブレーションされた試料は微細化（微粒子化）され He キャリアガスと
ともに輸送される。キャリアガスである He ガス（流量 0.80 L/min）を Ar（流量 0.30 L/min）
へ置換した。スパイク溶液は、10 ppb 86Sr 標準溶液（2 % HNO3）を流量 1 µL/min で送液したも
のを Ar ガス流量 0.53 L/min（測定毎に変化する）によりネブライザーで霧化させたものである。
この混合溶液を ICP-MS へ導入した。モニターイオンは、m/z = 83.9134（ 84Sr）、85.9094
（86Sr）、86.9089（87Sr）、87.9056（88Sr）、90（90Sr）で測定した。得られる LA-ICP-MS プロ
ファイルは、時間 vs. 強度で得られる。試料表面全体を網羅的にアブレーションする場合は、
LA 設定においてパターン選択からラインパターンもしくはラスターを選択し、その一方で、ライ
ン分析の場合はラインパターン、スポット分析の場合は、スポットもしくはラインスポットを選
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択した。ラインスポットを選択した際は Spot Size 50 µm、Dwell Time 1 s、Intersite Pause 1 s
に設定した。
⑥ 理論
上記の装置構成による LA-ICP-MS で時間 vs. 強度プロファイルが図 3.1-1 のように得られる。
モニターイオンは、m/z = 84、86、87、88、90 を測定しているが、図 3.1-1 ではそのうち m/z =
86 および 88 を例示する。

図 3.1-1

LA-ICP-MS プロファイル

図 3.1-1 からレーザー走査時間 T（s）（固体試料が LA によって ICP-MS へ導入された時間）を
シグナルの立ち上がりの時間からシグナルの消失まで時間の差から算出した。このとき、このレ
ーザー操作時間を求めるために使用するモニターイオンは、m/z = 88 を使用した。これは 86Sr が
スパイク溶液に含まれており、86Sr のレスポンスの時間は、厳密にはレーザー操作時間とは一致
しない。
このとき ICP-MS のデータ取り込み時間間隔は、1.02 s である。この 1.02 s 間隔で取得した
88
Sr と 86Sr のシグナル強度をレーザー走査時間において、それぞれの平均強度 I を求めた。得ら
れた 88Sr と 86Sr のそれぞれの平均強度から、式 3.1-1 により強度比 R を求めた。
��

𝐼𝐼�����
𝐼𝐼�����

（式 3.1‐1）

ここで、ISr-88 および ISr-86 は、それぞれレーザー操作時間における 88Sr と 86Sr の平均強度であ
る。
その一方で、レーザー走査時間に導入されたスパイクの量 Ws（g）（スパイク導入量）を求め
る必要がある。これを求めるために、スパイク導入体積 V（µL）を、噴霧量（設定値 1 µL/min）
とレーザー走査時間 T（s）から求めた。
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（式 3.1‐2）

このスパイク導入体積 V（µL）にスパイク溶液濃度（µg/L）を乗じることで、ICP-MS へレーザ
ー走査時間に導入された Ws（g）を算出した。以上から、強度比 R とスパイク導入量 Ws を同位体
希釈法の一般式（式 3.1-3)に代入し、Sr の定量値 Wn（g）を算出した。
𝑊𝑊� �

𝑊𝑊� � �� ���� � ��� � ��
�
𝑆𝑆�
�� � ��� � ��� �

（式 3.1‐3）

以上の手順で同位体希釈定量を行なった。
ここで、Wn は試料に含まれる Sr の全量、Nw は試料の原子量、Sw はスパイクの原子量、δAs およ
びδBs はスパイク溶液中の 88Sr および 86Sr の同位体存在度を表し、δAn およびδBn は試料中の 88Sr
および 86Sr の同位体存在度を表す。
また、同位体希釈法により定量された Sr の割合を表す指標として LA から ICP-MS に導入され
た Sr 量を W（g）とし、W と定量により求められた Wn から、一致率を算出した。固体標準物質
NIST を測定した場合における W は、アブレーションされた固体試料の体積（m3）と固体試料の密
度（kg/m3）、固体試料中の Sr 濃度（mg/kg）を乗じることで算出した。アブレーションされた固
体試料の体積は、Spot Size（µm）、レーザーの走査距離（mm）および LA に付帯する顕微鏡から
目視により測定したレーザー走査跡の溝の深さ（µm）より求めた。固体試料の密度については電
動ノギスを用いて求めた表面積と、電子天秤で求めた質量から算出した。W フィラメントによる
模擬試料を測定した場合における W は塗布した Sr 標準溶液の濃度と塗布量（g）から算出した。
(3) 結果と考察
① LA-ICP-MS プロファイル
LA-ICP-MS システムによる固体標準物質 NIST610 の測定結果から作成した LA-ICP-MS プロファ
イルを図 3.1-2 に示した。

図 3.1-2 LA-ICP-MS プロファイル（固体標準物質 NIST610 の測定結果）
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② ハイブリッドチャンバーの機能評価
令和元年度に使用したガラス製のハイブリッドチャンバーの ICP-MS への導入効率を表 3.1-1 に
示す。その結果、1 cps を得るために必要な Sr 量は 6.3 ng（相対標準偏差（以下「RSD」と略
す。）17.6 %）であった。
表 3.1-1 令和元年度のハイブリッドチャンバーの導入効率

測定値
2.12
±
0.19
1.86
±
0.21
12.19
±
1.73
4.12×10⁷ ± 0.48×10⁷
197.54
±
18.82
256.03
±
14.17
1.31
±
0.19
6.30
±
1.11

スパイク減少量/ｇ
廃液量/ｇ
導入効率%
合計強度/cps
スパイク導入時間/s
スパイク導入量/mg
1秒あたりの導入量/mg/s
1カウントあたりの導入量/ng/cps

その一方で、令和 2 年度の事業において検討したハイブリッドチャンバーの導入効率（表 3.12）は、1 cps を得るために必要な Sr 量が 1.8 ng（RSD 15.0 %）であった。すなわち、導入効率
が 3.5 倍向上したことがわかった。これは令和元年度に検討したガラス製のハイブリッドチャン
バーではガラス内での失活が大きかったことを意味すると考えられる。
表 3.1-2 令和 2 年度のハイブリッドチャンバーの導入効率

合計強度/cps
スパイク導入時間/s
スパイク導入量/µL
1秒あたりの導入量/mg/s
1カウントあたりの導入量/ng/cps

測定値
1.43×10⁷
±
769.8
±
24.3
±
3.33×10⁻² ±
1.8
±

0.61×10⁷
130.44
8.63
1.67×10⁻²
0.27

③ 同位体希釈定量
表 3.1-3 の LA-ICP-MS プロファイルから同位体希釈法の計算を用いて NIST 中の Sr を定量した。
また、アブレーションした NIST の体積、NIST 中の Sr 濃度、密度の情報から、LA から ICP-MS へ
導入された NIST 由来の Sr 量を算出した。この時、LA から ICP-MS への導入効率は 100 %として
計算した。2 つの LA-ICP-MS プロファイルから算出される同位体希釈定量値と導入量との一致率
は表 3.1-3 において 32.20 %となった。表 3.1-3 にスパイク溶液の濃度が 1 ppb、10ppb、100 ppb
における同位体希釈定量結果、導入量、定量値と導入量の一致率を示す。
表 3.1-3 からスパイク溶液の濃度が 10 ppb のとき最も良い一致率を示していることがわかる。
固体試料（NIST）中の Sr 量は一定であるため、スパイク濃度を変化させた場合でも定量値が変
化せず、また、固体試料中の Sr と測定値が一致することが望ましい。しかしながら、令和元年
度のガラス製のハイブリッドチャンバーでは、導入量に対して測定値が過剰量（プラス側）に偏
在化して異常な値となっていたが、それと比較すると明らかに改善されたことがわかる。この導
入量と測定値が一致せず、また、スパイク濃度によって定量値が変化した原因は、LA-ICP-MS シ
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ステム内での詳細な導入効率の計算と透過効率の計算の必要性があることを示唆するものである。
引き続き、その詳細を検討して改善する必要があることがわかった。

表 3.1-3 LA-ICP-MS プロファイルから得られた同位体希釈定量結果
スパイク溶液濃度 / ppb

導入量 / ng

同位体希釈定量値 / ng

一致率 %

1
10
100

2.00
2.00
2.00

0.197
0.644
602.18

9.84
32.20
30.11

④ 模擬試料の測定
W 片に金属標準液を焼き付けた模擬試料を用いて、LA で試料気化が行えるか、シグナルプロフ
ァイルを取得できるか検討した。模擬試料の作製は、令和元年度の成果報告における作製方法を
踏襲した。実験結果を図 3.1-3 に示す。令和元年度のガラス製のハイブリッドチャンバーと同様
のプロファイルを得ることができ、LA-ICP-MS においてもシグナルプロファイルを取得できるこ
とがわかった。このことは、LA-ICP-MS システムにより得られた LA-ICP-MS プロファイルをもと
に、強度情報に対応する XY 座標を入力することで強度マッピングを作成できることを示唆する
ものであり、本研究の一つであるマッピングの実現に大きな一歩と言える。

図 3.1-3 模擬試料の LA-ICP-MS プロファイル
その一方で、このプロファイルから得られた同位体希釈法の測定値は、NIST を測定したときと
同様に導入量に対して測定値は低く算出された（表 3.1-4）。前述したとおり、3 つの効率をよ
り詳細に検討する必要があることがわかった。
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表 3.1-4 模擬試料の Sr 濃度変化に伴う定量値の変化
導入量 / pg

同位体希釈定量値 / pg

一致率 %

50
150
200

2.92
10.24
14.07

5.84
6.83
7.03

⑤ 他元素の検討
Sr 以外の元素において実施が可能か検討した。測定対象はセシウム（Cs）をモデル元素とした。
Cs は原子炉内に FP として多く存在し、また、γ 線を四方に放出するため、局所領域での特定は
難しい。模擬試料の作製において、Sr の代替に Cs を塗布して W ワイヤー上に固着されたものを
使用した。その結果を図 3.1-4 に示す。Sr と同様に良好なプロファイルを取得することができ、
他元素における実施の可能性も見込めることがわかった。

図 3.1-4 模擬試料（Cs を固着させたとき）の LA-ICP-MS プロファイル
(4) 結言
LA-ICP-MS システムにおいてガラス製のハイブリッドチャンバーから令和 2 年度の効率性の高
いハイブリッドチャンバーを用いることで Sr の定量分析を行った。この LA-ICP-MS は、良好な
シグナルプロファイルを得ることができ、良好に稼働した。また、ガラス製のハイブリッドチャ
ンバーとの機能評価を行い、試料導入効率が高いことがわかった。同位体希釈法を行った結果、
令和元年度と比較するとデータの安定性については改善し、また導入量と定量値の一致率が
32.30 %まで改善したが、その一方で、導入量と定量値が一致しないこと、ならびに、スパイク
量に伴って定量値が変化する点については、引き続き課題として残り、継続的な研究が必要であ
ることがわかった。
Sr を W ワイヤーに焼き付けた模擬試料を計測した結果、良好なプロファイルを得ることがで
き、マッピングの実現に大きな可能性を見出すことができた。また、Cs を焼き付けた模擬試料で
も同様に良好なシグナルプロファイルを得ることができ、Sr と同様に他核種でもマッピングなら
びに定量の可能性があることがわかった。
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3.1.2

多地点可動レーザー誘起ブレークダウン分光法（LIBS）の開発（再委託先：化研）

(1) 背景と目的
LIBS は、原子発光分析法の一種であり、レーザーを試料に照射し、励起された元素からの発光
を測定する分析法である。LIBS は基本構造が簡単であり（光学系のため）、非接触分析かつ取り
扱いが容易であるため、高レベル廃棄物や燃料デブリの分析に大きな期待が持たれている。しか
しながら、LIBS は試料表面の環境・状態によって発光強度が大きく変動するため、定性分析、も
しくは特定元素の検出で大きな威力を発揮するが、定量分析には不向きな面があった。
それを解決するために、我々は、酸素原子の発光（770 nm 付近）を同時に測定することで、励
起された金属原子との強度比を補正できることを見出した。この強度比が材料に対して同一のプ
ロファイルを示すことに着目し、材料に対する発光強度比のライブラリをデータベース化するこ
とで、発光強度比から材料を特定できると考えた。本研究では、様々な材料、特に、原子炉内部
の材料について標準試料を取り寄せて、様々な元素と酸素の発光強度比をデータベース化するこ
とを目標としている。
その一方で、LIBS は、レーザーのスポット照射のため単地点での計測となり、俯瞰的な情報
（マッピング）を得ることはできなかった。本研究では、試料を可動にすることで、前述したプ
ロファイリング（強度比から材料を同定する手法）をスキャンしながら取得することができ、材
料分布を可視化できる機能を開発する。また、これまでの予備的検討によって、LIBS 計測では、
金属酸化物およびホウ化物を計測すると、材料の硬度と相関性があることが独自の研究でわかっ
ている。
このことは、上述した酸素（酸化物）と金属の強度比に、新たな指標であるホウ素の発光強度
を加味することで、材料同定と材料硬度の情報を同時に取得することができることを示唆するも
のである。
そこで、本研究では、LIBS を用いて、金属、酸化物およびホウ化物の強度比を測定することで、
分析対象の素材を明らかにし、硬度マッピング情報への変換を試みる研究を行う。
令和元年度では、LIBS マッピングの設計・製作、標準物質等の測定として、変位計と電動ステ
ージを用いて LIBS でマッピングするための装置を設計し作製した。合わせて、いくつかの標準
物質を LIBS で計測してスペクトルデータをデータベース化できる体制を整えてきた。
令和 2 年度は、令和元年度に引き続き、マッピングのための変位計と電動ステージを導入した
LIBS 装置の最適化を行いつつ、デブリに含まれると想定される化合物を標準物質として LIBS で
計測し、標準物質のスペクトルのデータベース化を実施した。また、マッピング解析のためのソ
フト開発を開始するとともに、令和元年度に製作した自動マッピング装置を用いて模擬デブリを
計測できるかを検討する。元素情報の濃淡を決定することができるか基礎データの取得を開始し
た。
(2) 実験と結果
① 変位計と電動ステージによる多地点 LIBS 計測システムの最適化
令和元年度は、電動ステージと変位計を用いて形状測定システムを構築し、令和 2 年度は形状
測定システムの最適化を検討した。
まず、表面が平坦な模擬サンプルを用いて、形状測定を実施した。測定の結果、サンプル形状
把握の段階で、座標データが欠落する事象を確認した。座標データの欠落は不規則的に発生して
おり、測定点、移動間隔、移動距離、測定時間の間隔のパラメータを変更しても解消しなかった。
原因を調査した結果、プログラムのタイミングが重複した場合に、座標情報を出力する工程が抜
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け落ちていることが確認された。そこで、シーケンスプログラムに関して、指示が重複しないよ
うに時間差を設けることで座標データ取得の欠落が改善された。改善確認試験として、約 2000
点の連続測定で座標データを取得し、欠落がないことを確認した。
次に、令和元年度に製作した電動ステージと変位計を制御する形状測定システムと、LIBS を制
御するソフトウェアを連携するための、多地点 LIBS 計測ソフトウェアの開発を行った。多地点
LIBS 計測ソフトウェアの基本的な動作としては、電動ステージの移動停止を信号として、LIBS
測定を実行する。繰り返し実行することで多地点の LIBS 計測を実行することを仕様とした。模
擬サンプルによる自動測定を実施し、最大 500 点の多地点 LIBS 計測を連続的に実行することを
確認した。
② 標準試料の作製および LIBS のデータベース化
1）SPS 法による標準試料ペレットの作製
令和元年度に引き続き、デブリに含まれると想定される化合物を標準物質として LIBS で計測
し、標準物質のスペクトルのデータベース化を実施した。令和 2 年度は主に放電プラズマ焼結
（SPS）による標準試料ペレットの作製を実施した。標準試料作製に使用した試薬を表 3.1-5 に、
SPS 法焼結条件を表 3.1-6 に示す。
SPS 法は焼結時の温度、圧力により、作製したペレットの密度が変化するため、1000 ℃および
1500 ℃で SPS 焼結を実施した。作製したペレットは体積および質量から密度を求め、各試薬の
SDS に記載された密度を文献値として比較した。密度比較の結果を表 3.1-7 に示す。作製したペ
レットを図 3.1-5 に示す。
SPS 法によりペレットを作製したホウ素（B）は、理論密度に近いペレットが作製でき、非常に
硬く、切断することができなかった。理論密度 70 %付近で作製したペレットは切削による加工が
可能であった。作製したペレットは LIBS により測定し、元素情報を取得した。
2）多変量解析のバックデータ整備
次に多変量解析による材料の特定（プロファイリング）の導入として、LIBS により取得したス
ペクトルデータから、各元素を同定する波長域の選定を実施した。デブリに含まれると想定され
る元素を中心に、各波長域の強度や他の元素による妨害の有無から、元素の同定に適切な波長域
を選定し、作製した標準ペレットの測定結果から、選定した波長域が適切であるかを検証した。
令和 2 年度作製した B および二ホウ化ジルコニウム（ZrB2）の LIBS スペクトルデータを用いて波
長域の検討を行った結果、B およびジルコニウム（Zr）に関して、選定した波長域において妨害
が無く十分なピーク強度が得られることを確認した（図 3.1-6、図 3.1-7 参照）。
③ サンプル形状と LIBS 測定結果のマッピング
多地点の変位情報と LIBS スペクトルデータを解析するソフトウェアの開発に着手した。
LIBS 計測で得られた 1 つのスペクトルデータは、190 nm～900 nm の波長域について情報が得
られる。そのため、1 つの測定点でも多くの情報を有しており、多地点 LIBS 測定では非常に多く
の情報が得られる。その膨大な LIBS スペクトルデータを取り込むため、解析ソフトウェアでは、
測定データのフォルダを指定し、測定順に自動でソートを行う仕様とした。これにより、マッピ
ング分析で得られた膨大な情報を迅速に処理・解析することが可能となった。
LIBS スペクトルデータの解析に関して、任意の波長範囲を選択し、ピーク面積値を算出する機
能と、得られた面積値を基に演算式を入力し、面積比を求める機能を実装した。これにより、金
属のピーク、酸素ピーク、およびホウ素ピークの強度比を多地点で連続的に算出することが可能
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となった。
サンプル表面の形状をワイヤーフレームで表し（図 3.1-8 参照）、LIBS により得られた元素情
報を任意の配色で濃淡表現する仕様とした。元素情報は 2 次元の平面による表現と、ワイヤーフ
レームに反映する 3 次元の表現を任意で選択可能とした（図 3.1-9、図 3.1-10 参照）。図 3.1-9
に示したサンプルは、JAEA 大洗研究所より借用した模擬デブリ燃料である。本サンプルは、ウラ
ン燃料の模擬材料として酸化ジルコニウム（ZrO2）を代用しており、マッピング結果は、サンプ
ル中の Zr のスペクトル強度の濃淡を表したものである。本システムでは、縦横 10 cm×10 cm、
高さは 25 mm の大きさを確認でき、LIBS での連続計測が可能であった。しかし、サンプルと元素
マッピング結果を比較すると、鏡のようにマッピングが反転しており、令和 3 年度への課題が残
った。
(3) 結言
令和 2 年度は形状測定システムの最適化を検討した。形状測定において座標データが欠落する
事象があったが、シーケンスプログラムを修正することで改善された。形状測定システムと LIBS
を制御するソフトウェアを連携させるため、多地点 LIBS 計測ソフトウェアの開発を行い、マッ
ピング分析で得られた膨大な情報を迅速に処理・解析することが可能となった。模擬サンプルに
よる自動測定を行い、最大 2000 点の多地点 LIBS 計測を連続的に実行することを確認した。
次に多変量解析による材料の特定（プロファイリング）の導入として、LIBS により取得したス
ペクトルデータから、各元素を同定する波長域の選定を実施した。LIBS スペクトルデータを用い
て波長域の検討を行った結果、B および Zr の波長域において測定することができた。LIBS スペ
クトルデータの解析に関して、任意の波長範囲を選択しピーク面積値を算出する機能と、得られ
た面積値を基に演算式を入力し、面積比を求める機能を実装した。本システムでは、縦横 10 cm
×10 cm、高さは 25 mm の大きさを測定でき、LIBS で計測が可能であった。しかし、サンプルと
元素マッピング結果を比較すると、鏡のようにマッピングが反転しており、引き続き検討が必要
であることがわかった。
表 3.1-5

SPS 原料

ホウ素
材料

ホウ素 （密度 2.08 g/cm3、 融点 2180 ℃）
株式会社高純度化学研究所製

純度

2 N（99 %）

形状

結晶性粉末、 M45 µm 以下

二ホウ化ジルコニウム
材料

ホウ化ジルコニウム（密度 6.09 g/cm3、
融点 3000 ℃）三津和化学薬品株式会社製

純度

99 %以上

形状

粉末
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表 3.1-6 SPS 法焼結条件
カーボンシート

t0.2 mm（ダイ内面、パンチ両端面に設置）

ダイ

φ40×φ15.4×t50 mm
高強度材（測温孔 φ1.7×5 mm）

パンチ

φ15×t25 mm

昇温・昇温速度

1530 ℃（理論密度比 100 %、1000 ℃、110 ℃
/min）

高強度材

保持時間

10 min

加圧力

9.1 kN（φ15）

電流最大圧力

1000 A

真空度

20 Pa 以下

表 3.1-7 作製した標準ペレットの密度比較
名称

化学組成

質量
（g）

外径
（φmm）

厚み
（tmm）

密度
（g/cm3）

理論密度比
（%）

B

3.83

15

14.1

1.50

72

B

3.36

15

9.0

2.08

100

ZrB₂

4.27

15

5.8

4.17

69

ホウ素
（1000 ℃）
ホウ素
（1500 ℃）
ニホウ化
ジルコニウム

ホウ素
（密度 72 %）

ホウ素
（密度 100 %）

二ホウ化ジルコニウム
（密度 69 %）

図 3.1-5 SPS 法により作製した標準ペレット
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30,000

B：208.962 nm

signalintensity

25,000
Zr のピークによる妨害なし

20,000

Zr

15,000

B (70%)

10,000

ZrB2

5,000
0

208.5

208.7

208.9 209.1
wavelength (nm)

209.3

209.5

図 3.1-6 標準試料のスペクトルデータ（ホウ素波長域の選定）

250,000

Zr：343.843 nm

signalintensity

200,000

B のピークによる妨害なし

150,000
Zr
100,000

B (70%)
ZrB2

50,000
0

343.3

343.5

343.7 343.9 344.1
wavelength (nm)

344.3

図 3.1-7 標準試料のスペクトルデータ（ジルコニウム波長域の選定）
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図 3.1-8 サンプル形状を反映したワイヤーフレーム

10cm

10cm
図 3.1-9

元素情報の色分け（2 次元）

図 3.1-10 元素情報の色分け（3 次元）
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3.1.3

透過型電子顕微鏡（TEM）による液相中微粒子の計測法の開発（連携先：JAEA）

(1) 背景と目的
1F 原子炉内の滞留水には、燃料デブリや構造材等を起源とする様々な微粒子が存在していると
考えられる。この滞留水中の微粒子を分析することで、炉内状況や構造材等の劣化度を把握でき
る可能性がある。しかし、ナノサイズの微粒子は、浄化装置等のフィルターの細孔よりも小さく、
回収することが難しい。また、微粒子の観察に使用する TEM は測定時に乾燥させる必要があるが、
乾燥によって微粒子は様々な共存微粒子と凝集体を形成し、燃料デブリを起源とする微粒子本来
の組成判別が困難になり、粒径・粒状・表面状態等が変化し、粒子自体の組成も全く異なる可能
性がある。加えて、滞留水の粒子組成や濃度も不明であり、分析時の干渉や感度不足が考えられ
るため、微粒子の濃縮・抽出方法が必要となる。本研究では、目的の試料から状態（形状、粒子
径、組成等）を変化させずに微粒子を抽出・濃縮し、液体状態で分析する手法を開発する。
令和 2 年度は、標準微粒子を濃縮できるか検討した。また、TEM を用いてその濃縮微粒子の粒
子径、形状、元素マッピングが計測できるか検討しつつ、濃縮前の標準微粒子との違いを確認し
た。さらに、微粒子の最大濃縮倍率、最大抽出量を検討し、単位体積内にどの程度の粒径の粒子
数を封じ込めることができるのか検討を開始したので、これを報告する。
(2) クロアポ教員および特研生の受入れならびに設備備品の稼働による研究実施
① 概要
JAEA は福島県三春町を拠点とし、富岡町および南相馬市をサテライトして本研究を実施する。
令和 2 年度においては、三春町を拠点とする JAEA CLADS 環境影響研究ディビジョン放射線計測
技術開発グループにおいて、本研究に係る装置等の準備、人員の受入れ態勢の整備を行った。
②

人員の受入れ態勢の整備
JAEA CLADS 環境影響研究ディビジョン（三春拠点）にて、クロアポ教員および特研生 2 名（博
士後期課程１名、博士前期課程１名）を受入れた。
新規配属となる博士前期課程の特研生は、JAEA および福島大学の間で事前に受入れに伴う打合
せを複数回にわたって実施した。JAEA は当該特研生の受入れ前に、業務用デスク、パソコン（イ
ンターネットの接続、スケジュール管理ソフトへの登録、Microsoft Office やウイルス対策ソフ
トのインストール等を含む）、書類収納キャビネット等のオフィス業務に必要な設備を整備した。
また、実験室には新たな実験スペースを確保した（クロアポ教員および博士後期課程の特研生に
ついては、令和元年度から継続）。
③

受入れ後の対応
博士前期課程の特研生は、令和 2 年 4 月より放射線計測技術開発グループへと配属され、各自
に職員番号、職員証、JAEA の作業着、JAEA 職員としてのメールアドレス、センター内外で連絡
を取るためのワイヤレス電話機および内線番号の付与等に係る手続きを行い、JAEA 職員との連絡
を円滑に行えるようにした。また、JAEA 内インターネット（イントラネット）、プリンタ、スケ
ジュール管理ソフト、グループ内サーバーの使用方法、論文の検索・ダウンロード方法、出勤簿
の記入方法、学会発表・物品購入・国内外の出張等に係る事務手続きについて説明した。特研生
については、大学で実施している研究内容について簡単なプレゼンを実施し、現在の状況を関係
者間で共有した。また、JAEA の担当テーマである「TEM による液体中金属微粒子測定法」の実施
体制や研究の方向性について打合せを行った。
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各装置の管理者・使用状況、消耗品の保管場所、実験室内で薬品・高圧ガス・ドラフトチャン
バー等を使用するにあたってのルールについて、施設内を見学しつつ、JAEA 担当者から説明した。
また、安全に実験を行うための白衣、安全靴、保護眼鏡等の物品を準備し、配布した。
以上の準備を終え、博士前期課程の特研生は、購入した装置群と JAEA が保有している ICP-MS
等を使用して研究テーマに取り組んだ。博士後期課程の特研生は、令和元年度に準備した JAEA
の設備備品を稼働させて、令和元年度からの研究テーマに取り組んだ。また、クロアポ教員も令
和元年度同様、研究業務のサポートや各固相分析装置における分析手法についての試験および情
報収集を進めた。
(3) 標準微粒子の濃縮検討および TEM による濃縮微粒子の計測（粒子径、形状、元素マッピン
グ）ならびに濃縮前後の標準微粒子の比較
① 実験
本研究では、界面活性剤の曇点による相分離現象を利用した曇点抽出により、微粒子の抽出を
行った。界面活性剤には、両性イオン界面活性剤であるノルマルアルキルジメチルアンモニオプ
ロピルサルフェート（Cn-APSO4）の一種で、曇点が 65 ℃である C9-APSO4（65 ℃以上で均一溶液、
65 ℃未満で相分離）を使用した。抽出により微粒子の状態に変化（凝集）が起こるか、粒子
径・形状・元素マッピングを計測して確認した。
標準金属微粒子（金ナノ粒子）の濃縮前後の状態を評価するために、Sigma-Aldrich 製の粒径
20、60、100 nm の金ナノ粒子溶液を C9-APSO4 により曇点抽出を行った。10 mL 遠沈管に 10 wt%の
C9-APSO4 水溶液 0.5 mL、蒸留水 0.5 mL を加え、オイルバス中で加熱し（108 ˚C、5 分間）均一溶
液とした。この溶液に、金ナノ粒子溶液 0.5 mL（20、60、100 nm）を加え、さらに 5 分加熱し
た。オイルバスから取り出した後、直ちに溶液が白濁するまで流水で冷却し、遠心分離（3000
rpm、5 分間、室温）で相分離させた。水相を取り除いて界面活性剤相のみの状態にメタノールを
1.0 mL 加えて、界面活性剤相を溶解させた。その後、TEM 用グリッドに溶解液を滴下し、乾燥さ
せた後、TEM にて粒子状態を観察した。
②

結果と考察
使用した金ナノ粒子溶液の写真を図 3.1-11 に示す（a：20 nm、b：60 nm、c：100 nm）。金ナ
ノ粒子特有の赤色を呈し、粒径が大きくなるに従い、赤色から赤紫色へ変化しているのが観察さ
れた。動的光散乱計（以下、「DLS」と略す。）による、平均流体力学直径は、それぞれ、（a）
28 nm、（b）78 nm、（c）109 nm となった。次に、金ナノ粒子溶液の抽出操作後の写真を図 3.112 に示す（a：20 nm、b：60 nm、c：100 nm）。下層の界面活性剤層が金ナノ粒子特有の赤色を
呈しており、濃縮されていることが目視で観察された。
抽出操作前後での金ナノ微粒子の変化を確認するため、TEM 観察を行った。濃縮前後の標準金
ナノ粒子の TEM 画像と粒度分布（TEM 画像より作成、n = 100）を図 3.1-13 および図 3.1-14 に示
す。濃縮前の 20 nm、60 nm、100 nm 全て単分散状態で存在し、粒径は、（a）18.6±2.9 nm（最
頻度径 18 nm）、（b）60.7±8.5 nm（最頻度径 66 nm）、（c）103.0±10.8 nm（最頻度径 108
nm）、形状は球形であった。濃縮後の標準金ナノ粒子は、全ての粒径で単分散状態を維持し、形
状は濃縮前と同様に球形であった。粒子は、（a）17.±3.0 nm（最頻度径 16 nm）、（b）
61.3±8.5 nm（最頻度径 56 nm）、（c）97.8±9.0 nm（最頻度径 102 nm）であった。濃縮前後
で平均粒子径、粒度分布ともに大きな変化は見られなかった。また、濃縮後の標準金ナノ粒子
（60 nm）に EDX 分析による元素マッピングを行ったところ、金ナノ粒子に起因する Au と界面活
性剤に起因する C、O、S の元素マッピングが一致していることを確認した（図 3.1-15）。この結
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果から、濃縮後の標準金ナノ粒子は界面活性剤によって表面が保護されていることが示唆された。
以上のように本検討では、両性イオン界面活性剤を用いた曇点抽出により、標準微粒子の状態
（粒子径・形状・分散状態）を変化させずに抽出・濃縮できた。

図 3.1-11 標準金ナノ粒子
(a)20 nm、(b)60 nm、(c)100 nm

図 3.1-12 濃縮後の標準金ナノ粒子
(a)20 nm、(b)60 nm、(c)100 nm
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図 3.1-13 濃縮前後標準金ナノ粒子 TEM 画像
(a)20 nm、(b)60 nm、(c)100 nm、
(1)濃縮前、(2)濃縮後
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図 3.1-14 濃縮前後標準金ナノ粒子粒度分布
(a)20 nm、(b)60 nm、(c)100 nm、
(1)濃縮前、(2)濃縮後
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図 3.1-15 濃縮後標準金ナノ粒子（60 nm）の TEM 画像と
EDX による元素マッピング像
(a)TEM 画像、(b)金、(c)炭素、(d)酸素、(e)硫黄
(4) 単位体積内に封じ込められる微粒子の最大濃縮倍率、最大抽出量の検討
① 実験と考察
抽出後の界面活性剤相に閉じ込められる金ナノ粒子の最大濃縮倍率、最大抽出量を求めた。10
mL 遠沈管に 3、3.5、4、5、7、9 wt%の C9-APSO4 水溶液 1.0 mL をそれぞれ加え、オイルバス中で
加熱し（108 ˚C、5 分間）均一溶液とした。この溶液に、金ナノ粒子水溶液（0.2 mM、1.7×1013
Au-particles/L）0.5 mL（60 nm）を加え、さらに 5 分加熱を行った。オイルバスから取り出し
た後、直ちに溶液が白濁するまで流水で冷却し、遠心分離（3000 rpm、5 分間、室温）を行い完
全に相分離させた。冷却前の均一溶液、相分離後の水相、界面活性剤相を水で希釈し、ICP-MS、
シングルパーティクル ICP-MS（以下、「sp-ICP-MS」と略す。）で測定を行った。ICP-MS は単位
体積相へ封じ込められる金イオン量、sp-ICP-MS は単位体積相へ封じ込められる金ナノ粒子の粒
子数を評価した。また、抽出率は式 3.1-4 より算出した。
� � ���� � �

𝑁𝑁� � ��
� ����
𝑁𝑁� � ��

（式 3.1‐4）

E：抽出率（%）、Nw：水相の粒子濃度または金イオン濃度（particles/mL、µg/L）、
Nh：均一溶液の粒子濃度または金イオン濃度（particles/mL、µg/L）、Vw：水相の体積、
Vh：均一溶液の体積

3.1-19
- 48
48 -

JAEA-Review
2021-035
JAEA-Review 2021-035

② 結果と考察
元液の界面活性剤濃度（初期濃度）と抽出後の界面活性剤相体積（抽出相体積）の関係を図
3.1-16 に示す。初期濃度と抽出相体積には一定の比例関係が認められた。なお、初期濃度 2.0
w/w%未満では明確な相分離現象が起きなかった。抽出前後の溶液を ICP-MS および sp-ICP-MS で
計測し、抽出率を算出した（図 3.1-17）。初期濃度 2.7～6.0 w/w%の濃度範囲では抽出率は 99 %
であった。2.0～2.3 w/w%で抽出率が低下していることから、2.7 w/w%条件で最大濃縮倍率を抽
出相体積から算出したところ、最大濃縮倍率は 43 倍であった。また、2.0 w/w%条件の結果から、
単位体積あたりの最大抽出容量は、金イオンで 15 mmol/L（ICP-MS）、金ナノ粒子で 5.1×1014
Au-particles/L（sp-ICP-MS）と算出された。
以上のように本検討では、ICP-MS、sp-ICP-MS を用いて最大濃縮倍率、最大抽出容量の検討を
開始した。今後は、様々な微粒子（元素、組成、粒径等）を様々な条件（pH、温度等）で濃縮し、
濃縮前後の状態を評価する。

図 3.1-16 初期濃度と抽出相体積の関係

図 3.1-17 抽出相体積と抽出率の関係
（a）ICP-MS、（b）sp-ICP-MS
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3.2 インフォマティックスに関する研究
3.2.1 金属ナノ粒子の ICP-MS 計測法と多変量解析による材料プロファイリング（再委託
先：パーキンエルマー）
(1) 背景と目的
1F の原子炉内の燃料は、溶融しそれが固化したものに加えて構造材やコンクリート、溶融には
至らなかった燃料棒の一部も含めて燃料デブリとして存在していると考えられている。燃料デブ
リは、塊状、粒状、殻状等様々な形態を示し、その組成は、核燃料物質、被覆管成分、構造材成
分からなる。また、金属質や酸化質のものがある等、複雑で様々な形状や組成、相状態のものが
想定されている。
1F の廃炉作業において、燃料デブリの状態解析や化学組成の分析は喫緊の大きな課題である。
しかし、原子炉内や燃料デブリは高線量であり、試験片取り出しにおいては大量のサンプルを採
取することができないことから、燃料デブリの状態や組成を直接確認することは困難である。
一方で、1F 事故後には、放射性 Cs 微粒子が放出されていることや、1F から放出された、鉄や
亜鉛等の粒子と共存した Cs 含有微粒子が存在していることが徐々に明らかになっている。また、
2、3 号機トーラス室滞留水を、0.1 µm フィルターでろ過し、フィルター上に残った試料を分析
した結果、2 号機では 3～5 µm のウラン含有微粒子が、3 号機では 10 µm 程度の有機物粒子に微
量のウランが付着していることが確認されている。さらに、3 号機格納容器内部調査装置（水中
ロボット）の表面を拭き取り採取した試料を分析した結果、（Zr、U、Fe）O2 粒子と（U、Fe、Cr、
Zr）O2 ナノ粒子が凝集したような粒子が存在することも確認されていることから、汚染水（滞留
水）には nm オーダーの粒子が浮遊している可能性があると考えられる。そこで、常時炉内から
排水されており、大量のサンプルを採取できる汚染水中に分散している金属ナノ粒子を分析する
ことで、燃料デブリの状態や組成を間接的に予想することができるのではないかと考えた。汚染
水中に分散している金属ナノ粒子は、燃料棒や被覆管、構造物等燃料デブリ由来の情報を有して
いると考えることができるため、汚染水に含まれるナノ粒子を分析することで様々な情報が取得
できる可能性がある。しかし、そのナノ粒子を計測するために、ナノ粒子の標準分散液が必要で
あるが、現在、標準分散液として市販されている元素は、金ナノ粒子や銀ナノ粒子等に限られて
おり、原子炉内の構造材に使用されている元素のナノ粒子標準分散液は市販されていない。その
ため、本研究では基礎研究として、模擬試料となる種々の金属ナノ粒子の標準液を作製した。ま
た、各種分析法における粒子径等の測定値の比較・評価を実施した。
最終的な目標としては、金属ナノ粒子の ICP-MS 計測法と多変量解析による材料プロファイリ
ングを実施することを目的としているが、令和 2 年度は、金属ナノ粒子の分散液の調製を中心に
実施し、年度後半より材料プロファイリングの検討を開始した。
(2) 実験・装置
金属ナノ粒子の分散液の調製には、振動式ボールミルとして、卓上型多検体細胞破砕装置シェ
イクマスターネオ（株式会社バイオメディカルサイエンス製、容器：2 mL マスターチューブハ
ード、ポリプロピレン製、ビーズ：5 mm ステンレス製（5.02 g/個））を、遊星型ボールミルと
して、遊星型ボールミル プレミアムライン PL-7 型（フリッチュ・ジャパン株式会社製、容器：
45 mL ZrO2、80 mL WC、ビーズ：0.5 mm ZrO2 （0.6 mg/個）、5 mm ZrO2（0.37 g/個）、20 mm
WC（61.72 g/個））を使用した。
また、調製した溶液中に含まれる粒子のうち、静置しておくと自然沈降する粗大な粒子を除く
ために、液体遠心反応分離システム 2410T 型（久保田商事株式会社製）を使用した。
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粒子の粒径頻度分布を測定するために、SZ-100Z 型の動的光散乱粒子計（株式会社堀場製作所
製）を使用した。また、測定には FM20-SQ-5 ミクロ蛍光セル（ジーエルサイエンス株式会社製、
全面透明、光路長 10 mm、外形寸法 12.5 mm × 12.5 mm、高さ 45 mm、底板厚さ約 1.5 mm）を使
用した。粒子の形状および粒径を観察するために、JEM-1400 型の TEM（日本電子株式会社製）を
使用した。観察時の加速電圧は 120 kV とした。観察を行う試料は、エクセルサポートフィルム
200 メッシュ Cu 板グリッド（日新 EM 株式会社製）に滴下し、最低でも 1 日以上室温で乾燥させ
た後に観察した。粒子の粒径解析および粒径分布測定のために、小角 X 線散乱ナノスケール構造
解析システム SmartLab9TU（株式会社リガク製）を使用した。解析には NANO-Solver を用いた。
測定に際して、試料溶液はキャピラリー（株式会社トーホー製）に入れ、両端を封入して測定し
た。粒子の粒径分布および粒子濃度を測定するために、ICP 質量分析装置 NexION300S（パーキン
エルマー製）および Syngistix for ICP-MS Nano アプリケーションモジュールを使用した。粉砕
する前の市販品の金属ナノ粒子粉末の形状および粒径を観察するために、SU8000 型の電界放出型
走査電子顕微鏡（以下、「SEM」と略す。株式会社日立ハイテク製）を使用した。観察時の加速
電圧は 15.0 kV とした。
(3) 器具および試薬
金属ナノ粒子粉末は、iolitec 製の粉末を使用した。使用した金属ナノ粒子粉末を表 3.2-1 に
示す。調製した溶液に含まれる粒子のうち、静置しておくと自然沈降する粗大な粒子を除くため
に、テルモシリンジ（5 mL、中口、テルモ株式会社製）とポアサイズ 5.0 µm と 1.0 µm シリンジ
フィルター（PTFE、ラボラボカンパニー株式会社製）を使用した。sp-ICP-MS 測定時に使用した
試薬を以下に示す。溶液標準として、ICP 汎用混合液（SPEX CertiPrep 製）を調製して使用した。
粒子標準として、STD 30NM NANOPARTICLE 25 ML（nanoComposix 製）、STD 50NM NANOPARTICLE
25 ML、STD 100NM NANOPARTICLE 25 ML を調製して使用した。
表 3.2-1 使用した金属ナノ粒子粉末
製品名

化学組成

粒径 / nm

純度 %

gamma - Aluminium oxide powder

Al2O3

<50

99.9

Copper (II) oxide powder

CuO

40–80

99.9

gamma Iron (III) oxide, Maghemit

Fe2O3

20–40

99

Zinc (II) oxide powder

ZnO

20

99.5

Magnesium (II) oxide powder

MgO

35

99.9

Chromium (III) oxide powder

Cr2O3

60

99

Zirconium carbide powder

ZrC

40

97

(4) 実験操作
① 金属ナノ粒子の分散液の調製
予め金属ナノ粒子粉末の粉砕を行う前に、7 種類の市販品の金属ナノ粒子粉末の粒径・形状を
SEM で観察した。その後、2 種類のボールミル粉砕方式（本研究では、振動式および遊星型）な
らびに遊星型においては ZrO2 容器とサイズの異なるビーズの組み合わせ、さらに、より硬度が
高いタングステンカーバイト（WC）容器を利用した複数の粉砕方式を駆使して金属ナノ粒子分散
液の調製を行った。その手順を以下に示す。
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1) 振動式ボールミルによる分散液の調製
金属ナノ粒子の分散液の調製において、振動式ボールミルによる調製方法は以下のとおりであ
る。2 mL マスターチューブハードに金属ナノ粒子粉末 1 g と蒸留水 1 mL、5 mm ステンレスビー
ズ 1 個を加え、粉砕機により 1 分間粉砕（1500 rpm）し、液体に分散させた。粉砕後の溶液を 3
分間遠心分離（1500 rpm）することにより得た上澄み液を分散液とした。
2) 遊星型ボールミルによる分散液の調製
金属ナノ粒子分散液の調製において、硬度が異なる 2 種類の材質の容器とサイズが異なる 2 種
類のビーズを使用した。調製方法は以下のとおりである。
i) ジルコニア（ZrO2）容器と 0.5 mm ZrO2 ビーズを使用した遊星型ボールミル
45 mL ZrO2 容器に金属ナノ粒子と超純水、0.5 mm ZrO2 ビーズを加え、粉砕機により 10 分間
粉砕（1100 rpm）し、液体に分散させた後、ビーズと試料を分離するために吸引ろ過をした。
その後、2 mL マスターチューブハードに粉砕後の溶液を 1 mL 加え、5 分間遠心分離（3000 rpm）
することにより得た上澄み液を分散液とした。また、粗大な粒子を取り除くために上澄み液を
ポアサイズ 5 µm、ポアサイズ 1 µm のシリンジフィルターでそれぞれろ過し、分散液とした。
ⅱ) ZrO2 容器と 5 mm ZrO2 ビーズを使用した遊星型ボールミル
この方法での調製は、CuO と Fe2O3 のみ行った。45 mL ZrO2 容器に金属ナノ粒子粉末 1.0 g と
超純水 20 mL、5 mm ZrO2 ビーズ 50 g を加え、粉砕機により CuO は 16 分間、Fe2O3 は 18 分間粉
砕（1000 rpm）し、液体に分散させた。その後、2 mL マスターチューブハードに粉砕後の溶液
を 1 mL 加え、5 分間遠心分離（3500 rpm）することにより得た上澄み液を分散液とした。また、
粗大な粒子を取り除くために、上澄み液をポアサイズ 5 µm、ポアサイズ 1 µm のシリンジフィル
ターでそれぞれろ過し、分散液とした。
ⅲ) WC 容器と 20 mm WC ビーズを使用した遊星型ボールミル
この方法での調製は、Al2O3 と ZnO のみ行った。80 mL WC 容器に金属ナノ粒子粉末 1.0 g と超
純水（Al2O3 は 35 mL、ZnO は 34 mL）、20 mm WC ビーズを 5 個加え、粉砕機により 10 分間粉砕
（500 rpm）し、液体に分散させた。その後、2 mL マスターチューブハードに粉砕後の溶液を 1
mL 加え、5 分間遠心分離（3500 rpm）することにより得た上澄み液を分散液とした。また、粗
大な粒子を取り除くために、上澄み液をポアサイズ 5 µm、ポアサイズ 1 µm のシリンジフィルタ
ーでそれぞれろ過し、分散液とした。
②

ナノ粒子分散溶液の評価（粒子計測法の比較）
調製したナノ粒子分散溶液は、DLS、TEM、小角 X 線散乱法（以下、「SAXS」と略す。）、spICP-MS の 4 種類の分析装置により評価・比較をした。
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(5) 結果と考察
① 様々な元素組成の金属ナノ粒子の分散液の調製
1) 金属ナノ粒子粉末の粒径・形状の SEM 観察
7 種類の市販品の金属ナノ粒子粉末の粒径および形状を SEM で観察した。その結果、それぞれ
の市販されている金属ナノ粒子粉末は、粒径および形状に違いがあるものの、共通して市販品と
してラベリングされている粒径よりも大きな粒子が観察された。µm オーダーの粒子が多く、その
µm オーダーの粒子は、nm オーダーの 1 次粒子で構成されていることがわかった。詳細な状況を
以下に記す。
図 3.2-1 に粉砕前の市販のナノ粒子粉末 SEM 像を示す。Al2O3 粉末[A]では、市販品では<50 nm
と記載されていたがおよそ 3 µm の粒子が多く観察され、その形状は不定形であった。しかし、
その粒子を構成する 1 次粒子は、50 nm 以下の粒子が多く、おおむね球形を示していた。
CuO 粉末[B]では、市販品には 40～80 nm と記載されていたが 1～5 µm の粒子が多く観察され、
その形状は不定形であった。しかし、その粒子を構成する 1 次粒子は、100 nm 以下であり、球形
や楕円形等様々な形状を示していた。
Fe2O3 粉末[C]では、20～40 nm と記載されていたが 10～50 µm の粒子が多く観察され、その形
状は不定形であった。しかし、その粒子を構成する 1 次粒子は、50 nm 以下であり、おおむね球
形を示していた。
ZnO 粉末[D]は、市販品では 20 nm と記載されていたがおおよそ 5 µm の粒子が多く観察され、
その形状は不定形であった。しかし、その粒子を構成する 1 次粒子の多くは、50～100 nm であ
り、球形や多面体等様々な形状を示していた。
MgO 粉末[E]は、市販品では 35 nm と記載されていたが 1～5 µm の粒子が多く観察され、その形
状は不定形であった。しかし、その粒子を構成する 1 次粒子は、おおよそ 50 nm であり、おおむ
ね球形を示していた。また、500 nm～1 µm の膜状の粒子も観察された。
Cr2O3 粉末[F]は、市販品では 60 nm と記載されていたがおおよそ 5 µm の粒子が多く観察され、
その形状は不定形であった。しかし、その粒子を構成する 1 次粒子は 50～500 nm であり、多面
体の形状を示していた。
ZrC 粉末[G]は、市販品では 40 nm と記載されていたが 5～10 µm の粒子が多く観察され、その
形状は不定形であった。しかし、その粒子を構成する 1 次粒子は、おおよそ 50 nm であり、おお
むね球形を示していた。
以上のように、市販のナノ粒子粉末は、サイズが大きく（µm レベルであり）これをそのまま液
中に分散すると容易に沈殿するため、コロイド分散できるナノサイズまで小さくしなければなら
ないことがわかった。その手法として今回は粉砕法に着目して、溶媒（分散液）とともに粉砕す
ることで、そのときに生じる粉砕熱によって粉砕と溶液中への溶媒和（分散）を同時にできると
考えた。
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図 3.2-1 粉砕前の市販のナノ粒子粉末の SEM 像
[A] Al2O3 粉末、[B] CuO 粉末、[C] Fe2O3 粉末、[D] ZnO 粉末、
[E] MgO 粉末、[F] Cr2O3 粉末、[G] ZrC 粉末

2)

振動式ボールミルによる分散液の状態
振動式ボールミルによって分散液の調製をしたときの外観写真を図 3.2-2 に示す。CuO 溶液
（写真 B（a））、Fe2O3 溶液（写真 C（a））、ZnO 溶液（写真 D（a））、Cr2O3 溶液（写真 F
（a））は、いずれも粉砕後 1 分以内に粒子が自然沈降し始めた。また、その 4 種類の溶液は、
遠心分離後にはほとんどの粒子が沈降し透明な上澄み液を得た（写真 B（b）、C（b）、D
（b）、F（b））。その一方で、Al2O3 溶液（写真 A（a））と ZrC 溶液（写真 G（a））は、粉
砕後に粒子の自然沈降を開始する様子は確認されなかった。その 2 種類の溶液について、遠心
分離後は Al2O3 溶液（写真 A（b））は白濁した上澄み液を、ZrC 溶液（写真 G（b））は黒く濁
った上澄み液を得た。また、MgO 溶液（写真 E（a））は粉砕後にチューブの内壁に粉末が付着
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し、沈降の様子を確認できなかった。遠心分離後（写真 E（b））には、粒子が沈降し、透明
な上澄み液を得た。この上澄み溶液がコロイド分散液と判断して試料溶液として使用した。そ
の一方で、沈殿は、液中に分散しない（＝コロイドナノ粒子ではない）として使用しない。

図 3.2-2 振動式ボールミルにより調製した溶液の粉砕後（a）と
遠心分離後（b）の比較
A：Al2O3、B：CuO、C：Fe2O3、D：ZnO、E：MgO、F：Cr2O3、G：ZrC 溶液
粉砕・分散条件：いずれも水分散、0.1 g/mL、5 mm ステンレスビーズ 1 個、
粉砕（1500 rpm、1 分）、遠心分離（1500 rpm、3 分、室温）
3) 遊星型ボールミルによる分散液の状態
i) ZrO2 容器と 0.5 mm ZrO2 ビーズで調製した場合
ZrO2 容器と 0.5 mm ZrO2 ビーズを使用した遊星型ボールミルにより調製した溶液のうち、CuO
溶液、Fe2O3 溶液、ZnO 溶液、MgO 溶液および Cr2O3 溶液は、粉砕後 1 分以内に粒子が沈降し始め
た。また、遠心分離後にはほとんどの粒子が沈降し、透明な上澄み液を得た。Al2O3 溶液と ZrC
溶液は、粉砕後に粒子が自然沈降を開始する様子は確認できなかった。遠心分離後には、Al2O3
溶液は白濁した上澄み液を、ZrC 溶液は黒く濁った上澄み液を得た。
ポアサイズ 1.0 µm、ポアサイズ 5.0 µm のシリンジフィルターでろ過をすると、CuO 溶液、
Fe2O3 溶液、ZnO 溶液および Cr2O3 溶液は、どちらのフィルターでろ過を行った場合も透明の溶液
を得た。Al2O3 溶液をポアサイズ 5.0 µm のシリンジフィルターでろ過をすると、ろ過を行う前
の上澄み液よりもわずかに薄い白濁した溶液を得た。ポアサイズ 1.0 µm のシリンジフィルター
でろ過をするとさらに薄い白濁した溶液を得た。ZrC 溶液をポアサイズ 5.0 µm のシリンジフィ
ルターでろ過をすると、ろ過を行う前の上澄み液よりもわずかに薄い黒く濁った溶液を得た。
ポアサイズ 1.0 µm のシリンジフィルターでろ過をするとさらに薄い黒く濁った溶液を得た。
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MgO 溶液は、ポアサイズ 1.0 µm、ポアサイズ 5.0 µm のどちらのシリンジフィルターも通らなか
った。
ⅱ) ZrO2 容器と 5 mm ZrO2 ビーズで調製した場合
ZrO2 容器と 5 mm ZrO2 ビーズを使用した遊星型ボールミルにより調製した CuO 溶液と Fe2O3 溶
液は、どちらも粉砕後 1 分以内に粒子が自然沈降を開始した。遠心分離後にはほとんどの粒子
が沈降し、無色透明の上澄み液を得た。この上澄み液をポアサイズ 5.0 µm、ポアサイズ 1.0 µm
のシリンジフィルターでろ過をすると、無色透明な溶液を得た。
ⅲ) WC 容器と 20 mm WC ビーズで調製した場合
WC 容器と 20 mm WC ビーズを使用した遊星型ボールミルにより調製した溶液のうち、Al2O3 溶
液は粉砕後に粒子の自然沈降は確認されなかった。遠心分離を行うと、白濁した溶液を得た。
ポアサイズ 5.0 µm のシリンジフィルターでろ過をすると、遠心分離により得た上澄み液よりも
わずかに薄い白濁した溶液を得た。ポアサイズ 1.0 µm のシリンジフィルターでろ過をするとさ
らに薄い白濁した溶液を得た。一方、ZnO 溶液は、粉砕後 1 分以内に粒子が自然沈降を開始し
た。遠心分離を行うと、ほとんどの粒子が沈降し無色透明な上澄み液を得た。この上澄み液を
ポアサイズ 5.0 µm、ポアサイズ 1.0 µm のシリンジフィルターでろ過をすると、いずれも無色透
明な溶液を得た。
4)

種々の粒子計測による粒子径の比較
調製した 7 つの素材を 4 種類の方式で分散させたナノ粒子分散溶液（振動式 1 種類ならびに遊
星式 3 種類の計 4 種類）は、DLS、TEM、SAXS、sp-ICP-MS の 4 種類の分析装置によりそれぞれ測
定した。TEM 像に関しては、振動式ボールミルによる分散液の TEM 像のみを掲載する（図 3.23）。測定結果一覧は表 3.2-2、表 3.2-3、表 3.2-4、表 3.2-5、表 3.2-6 に示す（表 3.2-5 はビ
ーズのサイズを変えたことによる粒子径への影響を示している）。
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図 3.2-3 振動式ボールミルにより調製したナノ粒子の TEM 像
(A) Al2O3：平均径 32.9 ± 9.4 nm モード径 32.5 nm（n = 50）、
(B) CuO ：平均径 37.7 ± 24.9 nm モード径 35.0 nm（n = 22）、
(C) Fe2O3：平均径 26.6 ± 7.1 nm モード径 27.5 nm（n = 100）、
(D) ZnO ：平均径 65.2 ± 21.6 nm モード径 67.5 nm（n = 100）、
(E) MgO ：平均径 24.0 ± 7.5 nm モード径 17.5 nm（n = 21）、
(F) Cr2O3：平均径 28.0 ± 16.0 nm モード径 47.5 nm（n = 16）、
(G) ZrC ：平均径 30.5 ± 6.3 nm モード径 37.5 nm（n = 50）
粉砕・分散条件：いずれも水分散、0.1 g/mL、5 mm ステンレスビーズ 1 個、
粉砕（1500 rpm、1 分）、遠心分離（1500 rpm、3 分、室温）
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実験条件：[Al2O3]
[CuO]
[Fe2O3]
[ZnO]
[MgO]
[Cr2O3]
[ZrC]

=
=
=
=
=
=
=

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

mm ステンレスビーズ 1 個、粉砕（1500
mm ステンレスビーズ 1 個、粉砕（1500
mm ステンレスビーズ 1 個、粉砕（1500
mm ステンレスビーズ 1 個、粉砕（1500
mm ステンレスビーズ 1 個、粉砕（1500
mm ステンレスビーズ 1 個、粉砕（1500
mm ステンレスビーズ 1 個、粉砕（1500

rpm、1 分）、遠心分離（1500
rpm、1 分）、遠心分離（1500
rpm、1 分）、遠心分離（1500
rpm、1 分）、遠心分離（1500
rpm、1 分）、遠心分離（1500
rpm、1 分）、遠心分離（1500
rpm、1 分）、遠心分離（1500

振動式ボールミルにより調製した溶液に含まれる粒子の測定結果の比較

g/mL、5
g/mL、5
g/mL、5
g/mL、5
g/mL、5
g/mL、5
g/mL、5

表 3.2-2

rpm、3 分、室温）
rpm、3 分、室温）
rpm、3 分、室温）
rpm、3 分、室温）
rpm、3 分、室温）
rpm、3 分、室温）
rpm、3 分、室温）
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実験条件：[Al2O3]
[Fe2O3]
[MgO]
[ZrC]

=
=
=
=

2
1
1
1

g/10
g/20
g/20
g/20

表 3.2-3

mL、0.5
mL、0.5
mL、0.5
mL、0.5

mm
mm
mm
mm

ZrO2 ビーズ 62.2 g、[CuO] = 1 g/20 mL、0.5 mm ZrO2 ビーズ 0.5 g、
ZrO2 ビーズ 2 g、
[ZnO] = 1 g/20 mL、0.5 mm ZrO2 ビーズ 2 g、
ZrO2 ビーズ 2 g、
[Cr2O3] = 1 g/20 mL、0.5 mm ZrO2 ビーズ 2 g、
いずれも粉砕 1100 rpm（10 分）、遠心分離 3000 rpm（5 分室温）
ZrO2 ビーズ 3 g、

ZrO2 容器と 0.5 mm ZrO2 ビーズ（遊星型ボールミル）によるナノ粒子溶液調製
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ZrO2 容器と 5 mm ZrO2 ビーズ（遊星型ボールミル）によるナノ粒子溶液調製

実験条件：[CuO] = 1 g/20 mL、5 mm ZrO2 ビーズ 50 g、粉砕（1000 rpm、16 分）、遠心分離（3500 rpm、5 分、室温）
[Fe2O3] = 1 g/20 mL、5 mm ZrO2 ビーズ 50 g、粉砕（1000 rpm、18 分）、遠心分離（3500 rpm、5 分、室温）

表 3.2-4

JAEA-Review 2021-035
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実験条件：[CuO]
[CuO]
[Fe2O3]
[Fe2O3]

=
=
=
=

1
1
1
1

g/20
g/20
g/20
g/20

rpm、16 分）、遠心分離（3500
rpm、10 分）、遠心分離（3000
rpm、18 分）、遠心分離（3500
rpm、10 分）、遠心分離（3000

ビーズの大きさによる違いの比較

mL、5 mm ZrO2 ビーズ 50 g、
粉砕（1000
mL、0.5 mm ZrO2 ビーズ 0.5 g、粉砕（1100
mL、5 mm ZrO2 ビーズ 50 g、 粉砕（1000
mL、0.5 mm ZrO2 ビーズ 2 g、 粉砕（1100

表 3.2-5

rpm、5 分、室温）
rpm、5 分、室温）
rpm、5 分、室温）
rpm、5 分、室温）
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実験条件：[Al2O3] = 1 g/35 mL、20 mm WC ビーズ 5 個、粉砕（500 rpm、10 分）、遠心分離（3500 rpm、5 分、室温）
[ZnO] = 1 g/34 mL、20 mm WC ビーズ 5 個、粉砕（500 rpm、10 分）、遠心分離（3500 rpm、5 分、室温）

表 3.2-6 WC 容器と 20 mm WC ビーズ(遊星型ボールミル)によるナノ粒子溶液調製
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以上、遠心分離により得られた上澄み液を DLS、TEM、SAXS、sp-ICP-MS の 4 つの分析装置によ
り測定した結果、調製した溶液にナノ粒子が含まれていることを確認した。各種分析装置での測
定値を比較すると、TEM と sp-ICP-MS による測定値がおおむね一致することがわかった。また、
遠心分離によりほとんどの粒子が沈降した粒子濃度が低い溶液は DLS および SAXS による測定は
困難であった。
また、sp-ICP-MS を利用することで溶液中のナノ粒子数が計測できるため、金属ナノ粒子の標
準を作成する上でより利便性が大きかった。
WC 容器（20 mm WC ビーズ）を用いて遊星型ボールミルで調製した場合、硬度が同程度の ZrO2
容器（0.5 mm ZrO2 ビーズ）よりもわずかに小さい粒径を得ている。これは WC の比重（14.3）が
ZrO2 の比重（5.7）よりも大きいことが要因であると考えられ、より小さな WC ビーズを使用すれ
ば、ZrO2 ビーズを使用した場合よりもより細かい粒子の分散液が調製できる可能性があると考え
られる。以上のことから、WC 容器と WC ビーズを使用した遊星型ボールミルで調製した溶液を TEM
および sp-ICP-MS で測定・評価する方法が金属ナノ標準粒子を調製するうえでより良い方法と判
断できる。
また、粒子濃度について、sp-ICP-MS からのみ得られる測定値であるため、他の分析装置との
比較を行うことができなかった。そのため、今後は sp-ICP-MS 測定の際に用いる粒子標準を金ナ
ノ粒子以外のナノ粒子でも試し、評価を行う必要がある。
5)

分散剤による種々のナノ材料の分散の違い
分散剤には、リン酸-ホウ酸-酢酸の pH 広域緩衝液を使用した。今回、強くキレート効果を示
す分散剤は、ナノ粒子の粒径や形状に変化をきたすため、非常に弱い分散力を示す pH 緩衝溶液
を使用した。pH 調整は、酸性側は塩酸、塩基性側は水酸化ナトリウムで調整した。分散剤による
種々のナノ材料の分散の違いを図 3.2-4 に示す。外見では、分散力の向上は見られなかった。時
間を 20 分～3 日間としたときの分散においても問題はなく、単なる水分散と比較しても違いは見
られなかった。各分散剤（pH 変化）による CuO の場合の粒径の変化を表 3.2-7 に示す。その結
果、pH の変化により粒子径に変化はなかった。また、単なる水分散と比較しても差異は認められ
なかった。このことから、実試料においても特段の分散剤を添加する必要性はないと考えられる。
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図 3.2-4 分散剤による種々のナノ材料の分散の違い
[A] Al2O3、[B] CuO、[C] Fe2O3、[D] ZnO、[E] MgO、[F] Cr2O3、[G] ZrC
分散剤：リン酸―ホウ酸―酢酸緩衝液
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表 3.2-7 分散剤による粒子径の変化（TEM）：CuO

② 材料プロファイリングに関する基礎的検討
未知サンプルとして使用した材料（合金）を表 3.2-8 に示す。
表 3.2-8 材料解析に使用した材料（合金）リスト
材料名

主成分

DENSIMET#176

W,Ni,Fe,Cu

SUS-301

Fe,Cr,Ni,Mn,Si

SUS302

Fe,Cr,Ni,Mn,Si

SUS-304

Fe,Cr,Ni,Mn,Si

SUS310S

Fe,Cr,Ni,Mn,Si,C,S,P

SUS316

Fe,Cr,Ni,Mn,Si

SUS316L

Fe,Cr,Ni,Mn,Si

SUS321

Fe,Cr,Ni,Mn,Ti,Si

SUS347

Fe,Cr,Ni,Mn,Ta,Nb,Si

SUS430

Fe,Cr,Mn,Si,C,S,P

SUS631

Fe,Cr,Ni,Mn,Si,Al,C,S,P

ステンレス15-7PH

Fe,Cr,Ni,Mn,Mo,Si,Al

ステンレス17-7PH

Fe,Cr,Ni,Mn,Si,Al

アルミ・マグネシウム

Al,Mg

アルミ・リチウム

Al,Li,Mg,Cu

インコネル600

Cr Fe C Mn S Si Cu

インコネル601

Cr Fe Al C Mn S Si Cu

インコネル625

Cr Fe Mo Nb(+Ta) C Mn Si P S Al Ti Co

インコネルX-750

Cr Fe Tl Al Nb(+Ta) Mn Si S Cu C

インコロイ800

Fe Cr Mn Al Ti Si C

インコロイ825

Fe Cr Mo Cu Ti

真鍮

Cu,Zn

鉄クロム10

Fe,Cr,Mo

合金試料を金切りはさみにて 0.1 g に量り取り、金属試料片とした。金属試料片はポリプロピ
レン（PP）製容器（15 mL）に入れ、高純度硝酸 HNO3（61 w/w%、比重 1.38）13.80 g（10.0 mL）
を加え、そのまま 3 日間静置させた。その後、解け残った金属試料片を取り出し、乾燥させた後
に溶解した重量を計量した。金属試料片の溶液 1.0 mL に超純水 9.0 mL を加えた後 ICP-MS にて
測定した。測定時の検量線は R^2 = 0.975 以上かつ LOD 以上の 57 元素の定量結果を用いて多変
量解析法の一種である主成分分析（以下、「PCA」と略す。）解析を行った。なお、全量溶解で
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はないので、溶出の難易により溶液中の元素の割合が実際の元素組成と異なることが考えられる。
これは、実際の炉内のデブリ等についても同様で、溶解の難易によって実際の元素組成が異なる
ことが容易に予想される。この溶解分から材料を特定する必要があると考えており、そのため、
あえて全量溶解ではなく、部分溶解で特定できるように、今後研究を進めていく予定である。
PCA 解析では、計測値の p 次元確率変数を XT とおく。XT は平均 µ および共分散行列 Σ をもつ。
定数ベクトルを𝑎𝑎�� とすると、各主成分 Yj は式 3.2-1、式 3.2-2 にて導出される。
𝑌𝑌� = 𝑎𝑎�� 𝑋𝑋� + 𝑎𝑎�� 𝑋𝑋� + ⋯ + 𝑎𝑎�� 𝑋𝑋�
𝑌𝑌� = 𝑎𝑎�� 𝑋𝑋

（式 3.2‐1）
（式 3.2‐2）

このとき p 次元空間において直交変換を行うため、𝑎𝑎�� 𝑎𝑎� = 1を満たすものとする。なお、第 1

主成分は𝑎𝑎�� 𝑋𝑋の分散が最大という条件も加わる。第 2 主成分以降は𝑎𝑎�� 𝑋𝑋の分散が順に小さくなっ
ていくものとする。
また、標本平均を𝑥𝑥̅ 、標本共分散行列 S の固有ベクトル行列を A とすると各主成分得点は、式
3.2-3、式 3.2-4 により導出される。
𝑌𝑌 𝑌 𝑌𝑌� �𝑋𝑋 𝑋 𝑋𝑋̅ �

𝑌𝑌� = 𝐴𝐴� �𝑋𝑋� − 𝑥𝑥̅ �

（式 3.2‐3）
（式 3.2‐4）

なお、𝑌𝑌� の各項を r 番目の個体の主成分得点とよぶ。

本研究では、ICP-MS によって安定元素の濃度プロファイリングを取り込み、多変量解析（ここ
では PCA 解析）を行い、材料プロファイリングができるか検討を開始した。実際の健全な試料を
利用し、材料測定データからの分類について検討を開始した。測定した 57 元素は、Li、Be、Al、
Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Rb、Sr、Y、Zr、Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、Ag、
Cd、Sn、Sb、Te、Ba、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、W、
Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Bi、Th、U である。
まず、PCA 解析を行う前に、各サンプルからの溶解成分比を比較した。図 3.2-5 に示す。母材
が Fe または Al であることが目視できるが、材料分類には主観的な判断を伴うため、十分な情報
とは言えない。
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図 3.2-5 各サンプルの主要組成比の棒グラフ比較
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次に、主要成分として見られた Co、Fe、Ni、および Al、Cu、Co の 3 元素系でのプロットによ
る視覚化を行った。Fe、Co、Ni の相関図（図 3.2-6）からはインコネル 600 が抽出でき、Fe、Co
比だけでは判断できないが Ni 情報を追加するとインコネル 600 が異なる材料であることを抽出
できる。

図 3.2-6 X 軸 Fe-Y 軸 Co-プロットサイズ Ni の 3 元素系での識別
Al、Cu、Co の相関図（図 3.2-7）からはアルミニウム母材サンプルの抽出がなされている。
アルミニウム濃度だけでは、アルミ・リチウムと SUS 材と判別できないが、Cu 情報によりアル
ミ合金材を抽出できる。

図 3.2-7 X 軸 Cu-Y 軸 Al-プロットサイズ Co の 3 元素系での識別

このように意図的に注目する元素を選択することで、異なる組成比を持つ材料をピックアップ
することができるため、様々な元素パターン（組成比）で目的とする材料抽出が可能かの検証を
開始した。ただし、これらの作業は煩雑であり、評価すべき元素データを選択するには経験や労
力を必要とする課題があった。
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次に PCA 解析を実施した結果を図 3.2-8 に示す。72 元素の定量結果を PCA 解析した結果、3 次
元に表すことができ、材料をクラスタリングできる可能性があることがわかった。

図 3.2-8 異なる種類の合金の PCA 解析（72 元素の定量結果より）

図 3.2-9 は、図 3.2-8 の主成分得点（スコア）に寄与する因子の散布図である。分析対象物の
合金の主成分元素の特定に結び付けることができそうであることがわかった。具体的には、真鍮
であれば、Cu および Zn、合金 DENSIMET＃176 であれば、W や Ni 等の元素を導くことに成功した。
これら材料分類に対し寄与の大きな元素を簡単に抽出できる PCA 解析および Loadings plot を利
用することで、前述の 3 元素系で評価すべき元素の目星をつけることが容易であり、合わせて材
料判別の確度を上げることができる見込みである。
令和 2 年度は、材料プロファイルングの検討を開始したため、今後、より詳細な検討が必要で
あることがわかった。
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図 3.2-9

主成分得点（スコア）に寄与する因子の散布図
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(6) 結言
令和元年度に引き続き、標準ナノ粒子を用いて水中に分散させる手法（分散剤および溶液調製
法）の探索を行った。溶媒とともに粉砕する方法の後、遠心分離により得られた上澄み液を DLS、
TEM、SAXS、sp-ICP-MS の 4 つの分析装置により測定した結果、調製した溶液にナノ粒子が含まれ
ていることを確認した。各種分析装置での測定値を比較すると、TEM と sp-ICP-MS による測定値
がおおむね一致することがわかった。また、遠心分離によりほとんどの粒子が沈降した粒子濃度
が低い溶液は DLS および SAXS による測定は困難であった。sp-ICP-MS を利用することで溶液中の
ナノ粒子数が計測できるため、金属ナノ粒子の標準を作成する上でより利便性が大きいことがわ
かった。WC 容器（20 mm WC ビーズ）を用いて遊星型ボールミルで調製した場合、硬度が同程度
の ZrO2 容器（0.5 mm ZrO2 ビーズ）よりもわずかに小さい粒径を得ている。そのため、WC 容器と
WC ビーズを使用した遊星型ボールミルで調製した溶液を TEM および ICP-MS で測定・評価する方
法が金属ナノ標準粒子を調製するうえでのより良い方法であると判断できる。
分散剤には、リン酸-ホウ酸-酢酸の pH 広域緩衝液を使用して検討したが、粒子径に違いが見
られないので実試料においても特段の分散剤を添加する必要性はないと考えられる。
ICP-MS による安定元素の濃度プロファイリングを取り込み、多変量解析の 1 つである PCA 解析
を行った。23 種類の合金を部分的に溶解して、PCA 解析を試行的に行った結果、主成分に起因す
る寄与因子が確認できた。今後より詳細な検討が必要であるが、材料プロファイルの可能性が高
いことが明らかになった。
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3.2.2

放射線計測データからデブリ性状推定を行うシミュレーション手法の開発（福島大学）

(1) 背景と目的
本研究は、任意の位置に点在する複数の核種から放出された放射線のエネルギースペクトルを、
線源を取り囲む閉曲面で検出し、そのデータを機械学習によって解析することで放射線源分布お
よび線源-検出面間に存在する遮蔽体の形状・材質を推定することを目的とする。従来、材料の
内部形状等を把握する際には、制御された X 線等を入射し、その反射・透過分布等を測定してき
たが、本研究では材料外部で検出される放射線場のエネルギースペクトルのみから、放射線源の
位置分布や量と合わせて遮蔽体として扱われる材料の形状や材質を明らかにしようとするもので
ある。本研究の主目的である廃炉への適用等の実用化を目指すとともに、背景にあるシミュレー
ション可能な物理系に対する逆問題解法としての機械学習の可能性を意識して進めている。
特に令和 2 年度の成果として、放射線源のみならず遮蔽体の位置推定を行えるようになったこ
とは大きい。これにより、燃料デブリ内のウランを放射性物質としてではなく、高密度遮蔽体と
して扱うことで、これまで構築してきた機械学習アルゴリズムを流用してウランの位置推定を行
える可能性が高くなった。以下に具体的な結果を記載する。
(2) 結果と考察
① 計算コードの高速化
福島大学で開発したスパコン用並列計算コードと同様の高速化を令和元年度導入した DL（深層
学習用）マシンにおいて実現するための調整を行った。機械学習部分についてはスパコンに比べ
て 2.25 倍の速度を得ることができている。ただし、モンテカルロシミュレーション部分につい
てはスパコンの 4 割程度の速度である。なお、モンテカルロシミュレーション部分と機械学習部
分をタンデムに組み合わせた場合のトータル速度では 1.6 倍を得ており、今後も総合的な高速化
を図ることが期待できる。
②

複数放射性核種から発生するγ線の実装
令和元年度は放射線源として 137Cs に限定し、エネルギースペクトルの活用も全吸収ピーク部

分とそれ以外のコンプトン散乱等の低エネルギー部分とに 2 分し、その比によって遮蔽体の有無
を解析した。令和 2 年度は複数の核種が共存する、より複雑な系を扱える手法の開発を進めた。
核種として 137Cs の他に 60Co を導入し、2 つの線源からのそれぞれのγ線からなる合成スペクトル
を扱うこととした。60Co を選択した理由は 137Cs とともに実験用密封放射線源が手に入りやすいこ
とによる。図 3.2-10 は 137Cs と 60Co からのγ線が遮蔽体を通過した後のエネルギースペクトルを
モンテカルロシミュレーションによって計算した一例である。1.4 MeV までの領域を 0.1 MeV ご
とに 14 本のヒストグラムとして機械学習の入力データとしている。
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図 3.2-10 MC シミュレーションによる 137Cs および 60Co のγ線のエネルギースペクトル
計算体系として、図 3.2-11 に示すように 1 cm×1 cm メッシュで分割された 10 cm×10 cm の 2
次元面に 137Cs（赤）、60Co（緑）、真空（青）をランダムに配置し、1 cm 上部にある検出面との
間に遮蔽体として鉛のブロック（5 cm×10 cm）を挟んだモデルを設定した。検出面上の 100 メ
ッシュではそれぞれ 137Cs、60Co からのγ線の直接線および散乱線が重畳した混合スペクトルとし
て表される。

図 3.2-11 複数線源（137Cs、60Co）による計算体系
③ 複数核種の空間分布および遮蔽体検出のための機械学習アルゴリズム実装
図 3.2-11 で示した核種および遮蔽体のランダムな配置を 1000 パターン作成し、検出面に現れ
るγ線エネルギースペクトルを計算した結果を学習データとし、解答データとして 137Cs、60Co お
よび鉛の位置データを与えた 3 層の機械学習アルゴリズムを図 3.2-12 のように実装した。入力
層のノードは１メッシュのγ線を 14 分割したものが 100 メッシュ分あるので 1400 ノードとして
いる。また出力層のノードは 137Cs、60Co および鉛それぞれの配置が 100 メッシュ上に示されるの
3.2-24
- 73
73 -

JAEA-Review
2021-035
JAEA-Review 2021-035

で 300 ノードとした。中間層については図 3.2-13 のようにノード数を 0 から 10000 まで変化さ
せて誤差関数の減少の時間変化を検証し、最も効率の良い 1000 ノードを選択した。
④ 複数核種および遮蔽体の位置検出検証
図 3.2-12 の学習データとして用いたパターン以外の 137Cs、60Co および鉛の配置から計算され
た入力データとして図 3.2-14 の Original で示された 3 つのパターン（a）、（b）、（c）を用
いて、どの程度位置推定が可能かを検証した。それぞれの推定結果は Estimation の列に示して
いる。なお、Estimation の下に示されている Loss の数値は、各メッシュでの推定値と正答値の
差を自乗し、全メッシュで和を取った値（誤差関数）である。（a）は 137Cs、60Co ともに一定の
塊となっており、また互いが重なる部分はないものとしている。この場合、鉛で遮蔽された領域
も含めて、よく推定されている。（b）はストライプ状の 137Cs、60Co が直交する形となっており、
やはり推定はおよそ良い結果を与えているが、遮蔽体の下で交差する部分の精度が下がっている。
（c）は 137Cs、60Co を細い線状に配置し、また複雑な交差パターンを取らせている。この場合、
線源位置の推定精度が下がっており、精度をあげるためにはメッシュをより細かく切って塊とし
て扱う必要があることがわかる。
なお、いずれのパターンでも遮蔽体として配置した鉛の位置について精度よく推定できている。
放射線源の位置のみならず遮蔽体の位置推定を同時に行えることが検証できたことは大きな成果
である。

図 3.2-12 複数核種および遮蔽体位置検出のための機械学習アルゴリズム

図 3.2-13 中間層のノード数による誤差関数の減少変化
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図 3.2-14 機械学習アルゴリズムによる線源および遮蔽体の位置推定結果
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⑤ ウランを遮蔽体として扱うことによる位置検出
図 3.2-14 で示されたように本研究で進めてきた機械学習のアルゴリズムを用いることで遮蔽
体の位置推定を行うことが可能となった。一方、燃料デブリ内に存在するウランは放射性物質で
あるとともに鉛以上に密度の大きい遮蔽体でもある。すなわち、ウランの位置推定を行う場合に、
検出する放射線としては FP である 137Cs からのγ線を用い、ウランを遮蔽体として扱うことによ
って、鉛と同様にウランの位置推定が可能となると考えた。そこで、図 3.2-11 と同様の 2 次元
面に 137Cs を配置し、検出面との間にウランを遮蔽体として配置したモデルを設定した。このモ
デルでは鉛の密度の代わりにウランの密度に置き換えるだけで、PHITS を用いて図 3.2-11 と同様
の放射線輸送モンテカルロシミュレーションを行うことができる（ウランはγ線源として扱わな
い）。図 3.2-15 はγ線源として 137Cs を配置し、遮蔽体としてウランを置いた場合の位置推定結
果の一例である。γ線源である Cs の位置よりウランの位置推定のほうが、精度が高くなってい
ることがわかる。なお、ウランは遮蔽体として扱われているので、その形状は容易に変更可能で
ある。そのため、ウランの凝集状態をメッシュ状の分散として表し、そのウラン間の平均距離を
推定することができる。この結果を利用し、熱中性子の到達確率を見積もることで燃料デブリの
臨界性および崩壊熱の評価へ反映させる基礎モデルの検討を開始した。

図 3.2-15 ウランを遮蔽体として扱った場合の位置推定

⑥ 実験データとの整合性
これまでの結果は、学習データおよび検証データともにモンテカルロシミュレーションによる
計算結果を用いたものとなっているが、最終的には検証データは実測値を用いる必要がある。そ
こで、NaI スペクトロメータを用いたγ線エネルギースペクトル測定結果とシミュレーション結
果の整合性を確認した。そのために図 3.2-16 に示される検証用実験配置によって 137Cs のγ線エ
ネルギースペクトルを測定した。線源と検出器の位置による単純な変化を図 3.2-17 に示す。距
離によって全吸収ピークの強度が変化する点については実験・シミュレーションともに整合性が
取れているが、現状では図 3.2-18 に示すように低エネルギー側の形状が一致できていない。こ
の相違について、実験・シミュレーションの両者のスペクトルを整合的に扱えるようにするため
に、互いの相関を機械学習でつなげることを検証中である。
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図 3.2-16 Cs 線源のγ線エネルギースペクトル検証用実験配置

図 3.2-17 Cs 線源のγ線エネルギースペクトルの検出器位置による変化

図 3.2-18

137

Cs 線源のγ線エネルギースペクトルに対する測定とシミュレーションでの相違
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(3) 今後の課題
令和 2 年度に進められた成果として、放射線源の空間分布推定だけでなく遮蔽体についても同
時に位置推定を行える機械学習アルゴリズムを構築できたことが挙げられる。これによりウラン
を遮蔽体として扱うことで、デブリ形状の推定モデルを比較的容易にモデル化できる可能性が高
まった。その上で、今後の課題として下記の点を挙げておく。
①

3 次元化されたモデルへの適用
これまで 2 次元平面上に分布した放射線源と検出面を想定したモデルを用いてきたが、実用と
して用いるためには 3 次元化されたモデルを構築する必要がある。例えば、直方体内部に配置さ
れた線源および遮蔽体を設定し、直方体の 6 面を検出面としてγ線エネルギースペクトルをモン
テカルロシミュレーションにより算出したデータから 3 次元分布した線源および遮蔽体をどの程
度の精度で推定できるか検証することが課題である。
②

ノード数の増大に伴う計算高速化の必要性
精度を向上するためにメッシュをより細かくし、また 3 次元化することでも配置パターンやノ
ード数が増大することになり、機械学習の計算時間が長くなることが予想される。今後 GPU
（Graphics Processing Unit）による並列化向上等計算高速化を検討していく必要がある。
③

実測データの活用
最終的には実測データを用いて実際の線源および遮蔽体の位置推定をする必要があり、計算に
よるエネルギースペクトルデータとの相違を小さくしなければならない。これについては実験・
計算結果間の変換が行える機械学習アルゴリズムを適用できると考えている。
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3.2.3
学）

撮影画像からの目視判断 AI および化学分析データからの脆性判断 AI の開発（福島大

(1) 背景と目的
原子炉格納容器内部のデブリの性状把握は、放射線源が非常に近く密閉空間であり、かつ、部
材等の構成要素が予めわかっていている等の環境条件から、目視、シミュレーション、化学計測
等からの接近を可能としている。本研究では、これらのマルチチャンネルから得られる情報・デ
ータに加え、専門技術者の経験や勘を統合したAIシステムによって、デブリ等の性状把握・脆性
判断を行うことを目指す。研究計画に従い、令和2年度は以下の実施内容について詳細を示す。
令和元年度に引き続き、計算システムが正常稼働であるか、メンテナンスを通して検証した。
また、東京電力等の専門家と議論の場を持ち、実際に撮影されたPCVの内部画像・動画の提供を
受けた。これらを基に、どの程度、内部状況の推測が可能か等のプロジェクトの方向性について
検討した。撮影画像・動画中の変質や注目対象に対して部位の推定・ラベル付けに関する議論・
検討を開始した。
デブリ等に付着する成分ならびに浮遊する微粒子等を特定する工程は、裁判による事実認定プ
ロセスとの類似性が見て取れる。つまり、不完全な証拠を積み上げることによって、事実の蓋然
性を高めていくプロセスと言える。
本研究では
1. 化学分析によって得られる種々の証拠
2. 物理シミュレーションによって得られる種々の証拠
3. カメラ画像から得られる種々の証拠
等の証拠を積み上げ・結合することによって、対象となるデブリ等に関して推定される状況の蓋
然性を、AI システムを通して、高めていくことを目的とする。令和 2 年度においては、上記 3 に
関連する画像データの入手およびその扱いについての検討を開始した。はじめに、東京電力より
実際に撮影された PCV 内の動画の提供を受け、JAEA・東京電力等に所属する専門家から、この動
画に関連する概略についてのレクチャーを受けた。また、令和元年度に構築した計算システム
（AI 開発環境）の環境維持のためのメンテナンスに加え、エッジ AI のためのシングルボードコ
ンピュータの環境構築・導入を行った。
(2) 実施内容
① 計算システムの構築と検証
令和元年度に構築したベースとなる計算システム（AI 開発環境）の環境維持のためのメンテナ
ンスとマニュアル整備、エッジ AI のためのシングルボードコンピュータ（Raspberry Pi 4、
Jetson-nano）システムの環境構築を行った。令和元年度に構築を行った AI 開発環境は、取得さ
れたデータからの特徴抽出やデータベース構築等、分析や学習のために必要なシステムである。
一方で、小型・省電力のエッジ AI システムは、現場において、データの取得ならびに分析を
瞬時に行うために必要なシステムである。例えば、これまでに撮影された画像データや取得され
た化学データを計算システム（AI 開発環境）により、分析・学習し、学習された AI システムを
エッジ AI システムに搭載し、効率的に現場でのデータ取得・診断・判断を行う等の利活用が考
えられる。図 3.2-19 は、令和 2 年度構築したエッジ AI のシステムを担うシングルボードコンピ
ュータ機材の一部である。
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図 3.2-19 エッジ AI 用シングルボードコンピュータ
（左）Jetson-nano と深度カメラ、（右）Raspberry Pi 4 と赤外線カメラ
② 動画データの入手とこれに基づく画像解析・診断システム構築に向けた検討
東京電力より、実際に撮影された PCV の内部画像・動画を保存したブルーレイディスクを入手
した（令和 3 年 1 月、3 月）。
その動画に対しての説明を中心に東京電力等とのヒヤリングおよびミーティングを実施した。
【実施日時】令和 3 年 2 月 25 日
【 会 場 】 Webex ミーティング
【実施報告】東京電力等の専門家と議論の場を設け、今後の研究協力体制について議論・確認を
行った。令和 3 年 2 月時点で提供を受けている PCV 内の撮影動画について、撮影環境・対象につ
いての概要とデブリの状態（形状、大きさ、色彩）等の説明を受けるとともに、これに関する質
疑を行った。また、他にも提供できる動画（令和 3 年 3 月入手）が存在すること、今後のフォロ
ーアップや協力体制の維持に関する確認も行った。
加えて、第 6 回次世代イニシアティブ廃炉技術カンファレンス（NDEC-6、令和 3 年 3 月 3 日）
における倉田正輝氏（JAEA）によるデブリの概況に関する招待講演より得た情報から、現況にお
ける動画自身と動画中の要注目・特徴抽出・検出箇所が確認できた。具体的には、PCV 内の落下
部材や堆積物の状態（形状、大きさ、色彩）や堆積物（デブリ）の可搬性や推定される組成の概
要が確認できた（図 3.2-20[1]、図 3.2-21[1]、図 3.2-22[1]、図 3.2-23[1]、図 3.2-24[1]、図
3.2-25[1]）。
これらにより、現況において、入手可能な動画における、光源・光量、撮影箇所・対象、およ
びその種類、また、各部材や箇所におけるデブリの付着・堆積の状況が、概ね明らかになり、ど
のようなレベル物体認識が必要であるかの検討が行えるようになった。具体的には、落下物の認
識、堆積物の大きさと可搬性、堆積物の組成の認識が、現況において目指すところであることが
確認できた。一方で、PCV 内における、各所における空間線量分布や建屋内の他の箇所の画像デ
ータ等は入手できていない。
③ その他（化学分析データからの未知試料の分析：マルチチャンネルデータの統合に向けて）
化研と共同して、LIBS による硬度計測法における未知試料のデータベースフィッテイングへの
AI 手法の適用可能性とその利活用に向けての検討を開始した。また、これに関する可視化手法に
ついても検討を開始した。
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図 3.2-21 デブリ付着物（茶褐色部）
（プラットホーム旋回用レール上）[1]

図 3.2-20 落下物（プラットホー
ム旋回用レール上）[1]

図 3.2-22 岩石状堆積物（粒径が小さ
い）（プラットホーム上）[1]

図 3.2-24 溶融・凝固した金属系物質
（プラットホーム上）[1]

図 3.2-23 岩石状堆積物（粒径が大
きい）（ペデスタル底部）[1]

図 3.2-25 半溶融した燃料集合体の
一部（プラットホーム上）[1]

[1] 図 3.2-20～3.2-25：福島第一原子力発電所 2 号機原子炉格納容器内部調査動画（調査日：
2019 年 2 月 13 日）, 東京電力より許諾を得て転載。
図の説明については、東京電力の公式見解と異なる可能性があります。
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(3) 令和 3 年度に向けて
① 画像データの分類・峻別・識別手法の開発とそのプロトタイプの実装
現況においては、PCV 内の落下部材や堆積物の状態（形状、大きさ、色彩）や堆積物（デブリ）
の可搬性や推定組成の概要が確認できている状態の撮影動画が数点存在している。令和 3 年度に
おいては、これらを学習データとして、動画から、落下物やデブリパターンの自動識別を行う物
体識別 AI のプロトタイプの実装を開始する。これらは、以下の 2 つのフェーズが考えられる。
1) 現有動画を学習データに用いる AI 開発環境をベースにした物体識別 AI の学習システム
2) シングルボードコンピュータによるエッジ AI としてのオンサイト・リアルタイム識別シ
ステム
②

マルチチャンネルデータの利活用に向けてのシステム開発
化研と共同して、AI 手法を利用した、LIBS による硬度計測法における未知試料のデータベー
スフィッテイング手法の開発に着手する。合わせて、これに関する可視化手法の開発に着手する。
③

東京電力等の専門家との議論を通した格納容器内・原子炉建屋内のデータ収集
令和元年度、令和 2 年度に引き続き、東京電力により撮影された格納容器内の画像データの収
集を進める。上記の画像解析手法の検討を通して得られる知見を基にして、東京電力に対して、
撮影環境や撮影方法に関する提案を行い、より好ましい画像データの収集を目指す。また、画像
撮影時における空間線量のデータが入手可能かどうかについても、東京電力と検討する。一方、
原子炉建屋内の画像や各地点における空間線量分布のモニタリングデータについても収集を目指
す。
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3.3

人材育成

(1) 全体会議の実施
連携ラボ（大学等）および連携ラボ（JAEA）において、JAEA研究者と実質的なタイアップ研究
を実施するための全体会議を令和2年12月25日にWeb会議で実施した（表3.3-1参照）。
研究実施体制の確認、クロアポ教員および特研生、ポスドクの受入れについての確認、予算執
行等について協議を行った。
表 3.3-1

全体会議出席者

No 区分

機関（学校・団体・機関等）名称

氏名

1

代表機関

国立大学法人福島大学

高貝慶隆

2

代表機関

国立大学法人福島大学

山口克彦

3

代表機関

国立大学法人福島大学

藤本勝成

4

代表機関

国立大学法人福島大学

高瀬つぎ子

5

再委託

株式会社パーキンエルマージャパン

古川 真

6

再委託

株式会社化研

川上智彦

7

再委託

株式会社化研

岡崎航大

8

JAEA三春

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

飯島和毅

9

JAEA三春

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

藤原健壮

10 JAEA三春

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

寺島元基

11 JAEA三春

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

松枝 誠

12 JAEA富岡

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

奥村啓介

13 JAEA富岡

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

寺島顕一

14 事務局

国立大学法人福島大学

齊藤 裕

陪席 JAEA大洗

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

阿部雄太

陪席 TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
プロジェクトマネジメント室

戸島英治

陪席 TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
プロジェクトマネジメント室

堂埜誠一
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(2) クロアポ教員および特研生について
福島大学はクロアポ教員1名と特研生2名（内訳：博士後期課程1名、博士前期課程1名）を送り
出し、JAEAは受入れを行った。
学生の常駐ならびに受入れについては、福島大学およびJAEA（三春）とで高い頻度（少なくと
も月１回以上）で連絡を取り合い、特に、博士前期課程の学生については受け入れが初年度（初
回）であることから密に対話を実施した。加えて、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影
響もあり、大学およびJAEAにおける管理体制、危機管理における指示系統の確認、遠隔講義等の
教務関係等の詳細を確認した。
さらに、令和3年度の学生受入れの準備態勢を整えた。
(3) 学生の基礎教育および教育プログラムについて
研究開発や発表等を学生と協働して実施しつつ、学生の基礎教育等に協力した。また、学生に
国内外の学会等における発表の機会を与え、また、教育プログラムを利用して教育の機会を与え
た。
以下に具体的な実施内容とその成果の詳細を示す。
① 学生を対象とする人材育成プログラム（廃炉インフォセミナー）
【概要と目的】
研究の実施方法で設定した、「研究開発や発表等を学生と協働して実施しつつ、学生の基礎教
育等に協力するため」、廃炉インフォセミナーを開催する。大学生、大学院生がそれぞれ研究発
表を行い、討論、議論を行うことにより研究内容についての理解を深め、また、再委託先機関お
よび客員研究員等からアドバイスを受け今後の研究の参考にする。
【 日 時 】令和2年9月25日 10：00～15：30
【 会 場 】Webミーティング
【 参 加 者 】合計18名（内訳：教員3、学生7、再委託先機関6、客員研究員等2）
【実施報告】学部生および大学院生合同の「廃炉インフォセミナー（図3.3-1）」を開催し、研
究発表および意見交換を行った。

図 3.3-1 廃炉インフォセミナーの様子（写真掲載について承諾済み）
② 学生を対象とする人材育成教育プログラム（ALPS処理水セミナー）
【概要と目的】
1Fでは、汚染水および処理水を敷地内のタンクにためている。現在のタンク計画では、令和4
年夏頃には満杯となる見込みであり、海洋放出等が検討されているが、処理水に含まれる放射性
物質の中でもトリチウムを除去することは容易ではない。また、このことに不安を感じている国
民も多く、福島県産の農林水産物への影響や風評被害発生の懸念もある。
そこで、今回のセミナーは、ALPS処理水についての理解を深めることを目的として、開催する。
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【 日 時 】令和2年10月7日 10：00～17：00（同内容で、3回に分けて行う）
【 会 場 】福島大学
【 参 加 者 】学生 55名
【実施報告】内閣府由良氏および経済産業省木野氏を講師として、ALPS処理水について学ぶセミ
ナー（図3.3-2）を開催した。
まず福島大学共生システム理工学類高貝教授から、放射性物質になじみのない学生に対しての
基本的な説明を行い、その後、由良氏から、「処理水は、なぜ処分する必要があるのか？」「処
理水とは何か？安全性は確認できているのか？」「処分すれば風評被害が出てしまうのではない
か？」といった内容について、説明が行われた。説明後には、質疑応答の時間が設けられ、学生
からの質問が活発に出された。また、セミナー後に行われたアンケートによると、「普段のニュ
ース等では知りえないような詳細を知ることができ、とても良い機会になった」「こういった説
明会をもっとひろく行うべき」等の感想があり、処理水について、学生自身で考える機会になり、
理解を深めることができた。

図 3.3-2 ALPS 処理水セミナーの様子
③ 学生を対象とする人材育成プログラム（1F視察）
【概要と目的】
長期にわたる廃炉作業では、直接・間接的に廃炉支援者の養成が重要な課題になっている。多
様な分野の英知を結集するだけではなく、新たな科学・技術分野の発展なしには廃炉作業を適切
に進展させることは困難である。廃炉作業を安全に進展させ、安全な社会を創造するためにも地
元大学として英知を結集し、直接・間接的に廃炉作業を支えていくことも重要な使命になってい
る。こうした観点から廃炉の現場や廃炉作業の実情を視察し、廃炉支援の課題を理解することを
目的として、この視察事業を行う。
【 日 時 】令和2年10月12日
【 会 場 】1F（4号機）
【 参 加 者 】合計9名（内訳：教員2、学生7）
【実施報告】EMAT（Electromagnetic Acoustic Transducer：電磁超音波探触子）の視察を行っ
た。
④ 学会発表
・令和2年5月23日 第80回分析化学討論会（オンライン開催）
・令和2年12月5日 JAEA福島研究開発部門成果報告会
・令和3年3月3日 第 6回 次 世 代 イ ニ シ ア テ ィ ブ 廃 炉 技 術 カ ン フ ァ レ ン ス （ NDEC-6） （ オ
ンライン開催）
・令和3年3月19日～22日 日本化学会第101春季年会（オンライン開催）
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3.4

研究推進

（1） CLADS との連携
研究代表者の下で各研究項目間ならびに CLADS 等との連携を密にして、研究を進めるため、設
備等を稼働させた。また、研究実施計画を推進するための打合せや会議等を開催した。
研究打合せ：令和 2 年 8 月 31 日、令和 2 年 9 月 2 日
CLADS 人材育成委員会：令和 2 年 11 月 19 日
CLADS Web 会議：令和 2 年 11 月 25 日
全体会議：令和 2 年 12 月 25 日
（2） 学内共同研究者との連携
学内共同研究者との研究に関する進捗状況の確認、情報交換等を行うため、月 1 回のペースで
定例会議を行うこととし、令和 2 年 11 月から実施した。
学内会議：令和 2 年 6 月 15 日
定例会議として開催：1 回目 令和 2 年 11 月 27 日、2 回目 令和 3 年 1 月 18 日、3 回目 令
和 3 年 3 月 15 日
（3） 東京電力との連携
1F 環境化学部とも協力体制を整えることができるように協議を実施した。
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4． 結言
1F の廃炉の実現において、新しい化学計測法の開発と IT を利用した新しい情報の取得技術を
実施している。また、JAEA とのタイアップ方式の研究を実施することで、分野横断的な人材育成
を行うとともに、国際感覚豊かな人材の育成を目指している。本研究は、「分析法の開発」、
「インフォマティックスに関する研究」、「人材育成」、「研究推進」の 4 項目に分けて、それ
ぞれ以下の項目を 5 ヵ年計画で実施するものである。
分析法の開発では、LA-ICP-MS による定量 、LIBS による硬度計測法の開発、TEM による液体中
金属微粒子測定法の開発を実施している。
また、インフォマティックスに関する研究では、金属ナノ粒子の ICP-MS 計測法と多変量解析
による材料プロファイリング、放射線計測データからデブリ性状推定を行うシミュレーション手
法の開発、撮影画像からの目視判断 AI および化学分析データからの脆性判断 AI の開発を実施し
ている。
これら実施項目において、令和 2 年度は、令和元年度に導入した設備備品等を使用して、基礎
的な検討を開始した。いずれの実施項目においても、順調に進んでおり、現在までに問題は見ら
れない。クロアポ教員、特研生を JAEA（三春）に配置して研究を実施した。研究においては、多
くの設備を稼働させ、本格的な実施体制を構築しつつある。
LA-ICP-MS による定量（福島大学）では、LA-ICP-MS システムにおいてガラス製のハイブリッ
ドチャンバーから令和 2 年度は効率性の高いハイブリッドチャンバーを用いることで Sr の定量
分析を行った。この LA-ICP-MS は、良好なシグナルプロファイルを得ることができ、良好に稼働
した。同位体希釈法を行った結果、データの安定性については改善し、また導入量と定量値の一
致率が改善したが、いくつかの点については継続的な研究が必要であることがわかった。また、
マッピングの実現に大きな可能性を見出すことができ、他核種でもマッピングならびに定量の可
能性があることがわかった。
LIBS による硬度計測法の開発（再委託先：化研）では、形状測定システムの最適化を検討し、
いくつかの改良により良好なシステム稼働が確認できた。多地点 LIBS 計測ソフトウェアの開発
を行い、マッピング分析で得られた膨大な情報を迅速に処理・解析することが可能となった。多
変量解析による材料の特定（プロファイリング）の導入として、LIBS により取得したスペクトル
データから、各元素を同定する波長域の選定を実施した。本システムでは、縦横 10 cm×10 cm、
高さは 25 mm の大きさの試料を LIBS 計測できたが、サンプルとマッピング結果が鏡のように反
転しており、引き続き検討が必要であることがわかった。
金属ナノ粒子の ICP-MS 計測法と多変量解析による材料プロファイリング（再委託先：パーキ
ンエルマー）は、令和元年度に引き続き、標準ナノ粒子を用いて水中に分散させる手法（分散剤
および溶液調製法）の探索を行った。種々の分析装置により測定し、ナノ粒子の存在を確認した。
TEM と sp-ICP-MS による粒子径の測定値がほぼ一致することがわかり、特に、sp-ICP-MS の利便
性が大きいことがわかった。また、粉砕法による金属ナノ標準粒子の調製方法を検討した。また、
実試料においても特段の分散剤を添加する必要性はないと考えられる。ICP‐MS による安定元素
の濃度プロファイリングを取り込み、多変量解析の 1 つである PCA 解析を行った結果、主成分に
起因する寄与因子が確認できた。今後より詳細な検討が必要であるが、材料プロファイルの可能
性が高いことが明らかになった。
放射線計測データからデブリ性状推定を行うシミュレーション手法の開発（福島大学）では、
令和 2 年度の成果として、放射線源のみならず遮蔽体の位置推定を行えるようになった。これは、
燃料デブリ内のウランを放射性物質としてではなく、高密度遮蔽体として扱うことで、これまで
構築してきた機械学習アルゴリズムを流用してウランの位置推定を行える可能性が高くなり、引
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き続き検討が必要であることがわかった。
撮影画像からの目視判断 AI および化学分析データからの脆性判断 AI の開発（福島大学）では、
令和元年度に構築したベースとなる計算システム（AI 開発環境）の整備等、エッジ AI のための
シングルボードコンピュータ（Raspberry Pi 4、Jetson-nano）システムの環境構築を行った。
人材育成（福島大学）では、全体会議を実施し今後の対応を協議した。三春を主拠点としてク
ロアポ教員 1 名および特研生 2 名の体制を整えた。
研究推進（福島大学）では、研究実施計画を推進するための打合せや会議等を開催した。
以上、現在までに大きな問題は見られず、令和 2 年度の所期の目標を達成した。
これらに基づき令和 3 年度は、各項目についてより詳細な検討を実施する。
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