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■ 表紙の全体デザインと色調�
�
　　全体デザインは，「サイクル機構による情報発信」をイメージしたものです。�
　　萌葱色（もえぎいろ）を基調とした色調は，「サイクル機構における新たな萌芽」を表現したものです。�
�
�
■ 表紙の画像�
　　「高速増殖炉『もんじゅ』の20サイクル運転後の�
　　　　　　　　　　　　　　　　１次主冷却系室の放射線量率マップ予測」�
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■ 『サイクル機構技報No.12』に関するアンケート調査実施のお知らせ�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
■ 本誌及びバックナンバーの内容を以下のURLに掲載しています。�
�
　　http://www.jnc.go.jp/siryou/gihou/main.html�
�
�
■ 本誌の全部又は一部を複写・複製・転載する場合は，編集発行元へお問い合わせください。�
�
　　核燃料サイクル開発機構　技術展開部　技術協力課�
　　〒319-1184　茨城県那珂郡東海村村松4-49�
　　　 核燃料サイクル開発機構　2001�
�
　　Inquiries about copyright and reproduction should be addressed to:�
�
　　 Technical Cooperation Section, Technical Management Division,�
　　 Japan Nuclear Cycle Development Institute�
　　 4-49 Muramatsu, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki 319-1184, Japan�
　　 　 2001 JAPAN NUCLEAR CYCLE DEVELOPMENT INSTITUTE

画像提供：敦賀本部　国際技術センター�
　　　　　　　　　プラント機器技術開発グループ�

　「もんじゅ」を定格出力（714MWth）で20サイクル運転した後の定期検査時に
おける，１次ナトリウム主冷却系室の放射線量率マップの高速炉保修線量評価シ
ステムDORE による予測例。ホットレグやコールドレグ主配管及び中間熱交換器
や主ポンプなど冷却系統の配管機器類の設置領域は，ほぼ2,000 μSv/hの等値
面（緑色）に包絡されることが分かる。ポンプ，コールドレグ近傍の縦スライス
コンター図（塗りつぶしマップ面）からは，機器表面近傍は4,000 μSv/hに達
することを予測できる。放射線源は配管・機器の内側管壁に付着した 54Mn や
60Coなどの放射性腐食生成物核種である。点検保守作業のための機器アクセス時
の被ばく予測と低減化対策に利用することができる。�
　詳細は掲載技術報告「高速炉保修線量評価システムの開発」を参照。�

サイクル機構技報�

　この度，本誌をより一層充実させるために，『サイクル機構技報No.12』に関するアンケート調査を実施させていただくこと
になりましたので，ご協力をお願い申し上げます。ご多用中誠に恐縮ですが，下記の要領にて皆様の率直なご意見，ご希望等を
お聞かせください。�
�
◆アンケート調査回答方法�
　核燃料サイクル開発機構インターネットホームページ【アドレス：http://www.jnc.go.jp/】にアクセスし，『サイクル機構技報
　No.12 に関するアンケート調査』画面の各項目を入力後，送信ボタンにて当方に送信してください。�
�
�
�
�

◆回答募集期間：2001 年10月10日～11月30日�

※Webがご利用になれない場合は，本誌に同封しました「サイクル機構技報No.12 に関するアンケート調査（設問）」を参照
　の上，「サイクル機構技報No.12 に関するアンケート調査　回答票」に回答を記入し，ファクシミリにて【029-282-7980 】
　まで送信してください。�
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１．はじめに

　原子力発電に伴って発生する高レベル放射性廃
棄物の対策については，日本をはじめ原子力発電
を行っている各国において，高レベル放射性廃棄
物が人間の生活環境に影響を及ぼさないよう，数
万年以上の間，地下数百メートルよりも深い地層
中に埋設・隔離する「地層処分」を有力な方法と
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地層処分研究開発成果の普及に関する
検討，実践及び評価
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　原子力発電にともなって発生する高レベル放射性廃棄物の処分対策である「地層処分」に関しては，これまで

の研究開発を中心とした段階から事業化の段階を迎えている。こうした中，研究開発の中核的推進機関として，

地層処分の技術的信頼性を科学的根拠に基づいて示した報告書（第２次取りまとめ）をとりまとめたサイクル機

構には，地層処分の技術的な側面について広く社会に情報を提供し，普及を図っていくことが求められている。

しかしながら，地層処分はもとより高レベル放射性廃棄物そのものの社会的な認知度は低く，地層処分研究開発

の成果を広く社会に普及させることは困難な状況にある。こうした現状を踏まえ，社会を情報提供の対象として

分析・階層化し，それぞれの対象ごとに種々の情報普及の手法を試行してきた。その結果，地層処分研究開発成

果についての情報を提供する上で，研究開発の前提となる地層処分の必要性などの背景情報が重要であることや，

高レベル放射性廃棄物対策が個々人の問題であるという問題意識を喚起することが重要であることなどが明らか

となった。

　In recent years, the geological disposal of high-level radioactive waste (HLW), which is produced mainly from the 
nuclear power program, has been nearing implementation. The Japan Nuclear Cycle Development Institute (JNC)  
integrated the results of research and development (R&D) for the geological disposal of HLW in November 1999. JNC is 
responsible for providing technical information on the results of R&D for geological disposal in Japan. On the other 
hand, the majority of the Japanese people remain unaware of not only geological disposal but also the presence of HLW. 
It is therefore difficult to initiate and maintain productive dialogue within the public domain on this issue. Under these 
circumstances, JNC has attempted various approaches aimed at providing information on geological disposal to each 
category in the public domain. This paper describes these approaches and responses.
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して研究開発等が進められてきている1）。
　我が国では，地層処分を日本で安全に行うため
の研究開発を，２０年余りにわたりサイクル機構が
中核的推進機関として進めてきた。１９９９年１１月，
サイクル機構は原子力委員会の指針2）に従い，関係
機関の協力を得て，それまでの地層処分研究開発
の成果を報告書『わが国における高レベル放射性
廃棄物地層処分の技術的信頼性－地層処分研究開
発第２次取りまとめ－』（以下，『第２次取りまと
め』写真１）として取りまとめ，原子力委員会に
提出した3）。これを受けて，報告書『第２次取りま
とめ』の内容について国による評価が行われ，２０００
年１０月，原子力委員会原子力バックエンド対策専
門部会の報告書において，取りまとめられた研究
開発成果については，地層処分の事業化に向けて
の技術的拠り所となるものであるとの判断が示さ
れた4）。
　高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する事業
化については，総合エネルギー調査会原子力部会
で検討が進められ5），２０００年５月に『特定放射性廃
棄物の最終処分に関する法律』6）が成立するととも
に，同年１０月には，この法律を受けて，処分事業
の実施主体『原子力発電環境整備機構』が設立さ
れた。また，安全規制については，原子力安全委
員会において基本的考え方の検討が進められ，
２０００年１１月に検討結果が第１次報告として取りま
とめられた7）。
　このような取組が進められてきている高レベル
放射性廃棄物処分においては，社会の理解を得て

いくことが不可欠である。原子力委員会高レベル
放射性廃棄物処分懇談会は，報告書8）において「高
レベル放射性廃棄物処分を進めていく上で必要な
ことは，廃棄物処分の安全性が確保され，透明性
ある制度が作られ責任体制が明らかにされること
であり，処分事業に対する国民及び地域住民の理
解を得ること」として，社会の理解を得ることの
重要性を指摘している。
　社会の理解を得るためには，広く社会において
議論が行われ，認識が広がることが必要であり，
そのための議論の場や，議論するための情報，判
断するための情報の提供が重要である。
　サイクル機構は，地層処分研究開発の成果を報
告書『第２次取りまとめ』として取りまとめたこ
とを契機として，研究開発成果についての説明責
任を果たすという立場から，第２次取りまとめの
内容を中心に，地層処分及びその研究開発成果に
ついての情報を広く社会に提供し，普及を図って
いくこととした。
　本稿では，地層処分研究開発成果の第２次取り
まとめの公表及び地層処分の事業化段階への移行
に当たり，地層処分及びその研究開発成果を広く
社会に伝え，普及を図ることを目的とした検討・
実践の一連の取組について報告する。

２．地層処分を取り巻く現状と課題

　原子力委員会主催で全国６ヵ所における原子力
委員会専門委員と地域の人々との意見交換会9）の
開催を皮切りとして，高レベル放射性廃棄物対策
としての地層処分についての意見交換を含めた科
学技術庁主催のシンポジウム10）等が各地で開催さ
れてきている。これらの機会を通じて参加者から
寄せられた意見・質問には次のようなものが挙げ
られる。
・地層処分が選択された理由
・地震などの影響に対する懸念
・処分場の選定プロセス
・処分の実施体制
・処分費用
・情報提供の必要性・重要性の指摘

　このように，意見・質問が技術的な内容だけで
なく社会的・経済的な内容にまで及び，幅広いこ
とが地層処分の特徴の一つである。
　意見・質問の内容には，情報量が少ないことに
起因すると思われる誤解や偏見なども見受けられ

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９
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る。このことから，意見・質問の内容は，地層処
分についての関心の程度や認知度，知識などの情
報量の違いによって異なるものと考えられる。
　高レベル放射性廃棄物及び地層処分に対する社
会の認知度は，現状では決して高いものとは言い
がたい。そこで，効率的かつ効果的に情報を提供・
普及していくためには，社会に対してただ闇雲に
情報を発信するのではなく，社会の情報ニーズに
合わせるなどのアプローチが必要であると考えら
れる。OECD/NEA/RWMC（経済協力開発機構・
原子力機関・放射性廃棄物管理委員会）の下には，
地層処分に関する社会との係わりについて各国間
での情報交換及び検討を行う場としてFSC（Fo-
rum on Stakeholder Confidence）が設けられ，これ
まで技術的側面が重視されてきた地層処分につい
て，国際的にも，事業化の段階への移行に際して
社会との関係を重視する機運が高まっている11）。

３．課題に対する取組

３．１　情報提供対象の階層化

　情報普及を図る対象は，電気エネルギーの恩恵
を受けている現代社会全体であるべきである。し
かしながら，社会を構成する人々の間では，その
経験や立場の違いによって，高レベル放射性廃棄
物や地層処分に対する情報量に大きな差がある。
吉川12）は，リスク・コミュニケーションに関する
情報伝達の問題点のひとつとして，情報の送り手
が受け手の情報ニーズや認知のありように配慮し
ないことを挙げている。本件では，情報普及の対
象を，地層処分に対する情報量の違いによって階
層化することを試みた。
①　知識や関心がほとんどないと思われる層
②　知識や関心がいくらかあると思われる層
原子力や環境問題に携わる層
エネルギー関連産業，電力関係者等を想定

③　知識や関心がかなりあると思われる層
地層処分に関連した自然科学分野の大学関係者
や，地層処分に関する部分的な知識を主に必要
とする第２次取りまとめに関係した研究機関等
の関係者を想定

　情報提供のための作業は次の二つに大別した。
ａ）情報の整理・取りまとめ
ｂ）情報の普及を図るための活動

　ａ）については，取りまとめる内容や取りまと
め方を，情報提供を行う対象の地層処分に対する

認知度，情報量に応じて対応できるよう，階層に
応じて工夫することとした。ｂ）については，ａ）
で製作した素材を用いて，できるだけ多くの人に
関心を持ってもらうことで，地層処分及びその研
究開発成果についての情報普及に資することを目
指した。
　社会の情報ニーズについては，前述の意見交換
会等における参加者からの６００件余りの意見の分
析から，情報提供に関する意見は主に以下の点に
集約されることが明らかとなった。
・地層処分が選択された理由等の背景情報の必
要性

・分かりやすい説明の必要性
・情報公開・透明性の確保
・情報提供の継続の必要性
・関心を喚起するための工夫の必要性

　ａ），ｂ）の各取組に当たっては，これらの点に
具体的に応えることとした。
　情報提供に際しては，情報の送り手側であるサ
イクル機構の独断と偏見に陥らないよう，外部の
有識者や広報の業務に携わっている人々，あるい
は一般モニターの意見を積極的に聴取し取り入れ
ることとした。情報提供の効果については，アン
ケート調査等を通じて調査することとした。
　以下に，ａ），ｂ）それぞれの具体的な取組をま
とめる。

３．２　情報の整理・取りまとめ

（１）第２次取りまとめ別冊『地層処分の背景』１３）

　前述の意見交換会等での参加者からの意見から
は，地層処分が選択された理由や，各国の現状，
高レベル放射性廃棄物の特徴等についての意見・
質問が多くみられた。そこで，そうした意見・質
問に応えるべく，地層処分が選択された理由，政
策の変遷，研究開発の経緯等の地層処分の背景情
報を取りまとめ，技術報告書である第２次取りま
とめの内容を理解する一助にすべく別冊『地層処
分の背景』を作成することとした。
　情報提供の対象は，主に，地層処分に対してい
くらか関心のある層，地層処分研究開発に携わる
かなり関心のある層とし，社会に対して地層処分
についての説明を行う上での情報源となることを
想定した。特に研究開発に携わる層には，我が国
を含めた各国の政策において，各自の研究開発が
置かれている状況を認識し，現在及び今後の研究
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開発の進め方について考える材料を提供すること
を意図した。
　本文は２部構成として，１部は地層処分に関す
る5W1H（What（何を：高レベル放射性廃棄物の
特徴），Why（なぜ：地層処分選択の経緯），How
（どのようにして：地層処分の概念），When（い
つ：スケジュール），Who（誰が：実施体制），Where
（どこで：処分地の選定））の解説，２部は放射線
の影響，地層処分の長期性，処分費用といった地
層処分について質問される個別のテーマの解説を
取りまとめた。
　内容については，第２次取りまとめの作成に携
わった関係機関の代表で構成される地層処分研究
開発協議会検討部会においてドラフトを提示し，
頂戴したコメントを反映した。
（２）概要版等パンフレット，ビデオ，模型
　総論レポートと３冊の分冊及び別冊をあわせた
５冊，２，３００ページ余りからなる第２次取りまと
めの内容を紹介するために，各分冊に相当するパ
ンフレット（写真２）やビデオを用意することと
した。
　情報提供の対象は，電力関係者等の知識や関心
がいくらかある層を中心とし，彼らを通じて，さ
らに社会へ情報が伝達されることを想定した。各

資料の作成の過程では，日常的に社会との接点を
有する電力各社の広報部門の担当者等からのコメ
ントを積極的に反映した。地層処分に対する知識
や関心がほとんどない層に対しても内容を理解し
てもらえるよう，専門用語を避け，新聞記事のよ
うな分かりやすい表現とすることを目指した。こ
のことは，前述の意見交換会等での参加者の意見
のうち，専門用語などによる説明が分かりにくい
との指摘を踏まえたものである。
　作成した概要版等のパンフレットは，第２次取
りまとめ公表時の付属資料として原子力委員会へ
提出したほか，総合エネルギー調査会原子力部会
等の会議資料として使用された。また，サイクル
機構主催の報告会等や，科学技術庁主催の『放射
性廃棄物シンポジウム』，各地の図書館等の資料閲
覧施設へ，あわせて約３，０００部の配布を行った。ビ
デオについては，各地の図書館等の資料閲覧施設
のうち，設置が可能な箇所への配布を行った。
　報告会等のイベントの際に，現在実際の施設が
なく，直接見ることができない処分場を具体的に
イメージできるようにとの目的から，地表から地
下深部にわたる処分場の施設を見ることのできる
立体模型（縮尺１，５００分の１。高さ約１．４メートル）
を製作した（写真３）。液晶板を利用して，地下施
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写真２　各種パンフレット
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設の完成前後の様子を見学者が見比べることがで
きるよう工夫したほか，模型の脇に並べた岩石の
サンプルや人工バリアの材料である金属片を見学
者が手に取ると，各サンプルの説明の音声が流れ
るようにするなど，体験型の模型とした。
　また，実際の処分場の施設に使用される材料等
に触れることで体感してもらえるよう，地層処分
に関連する天然，人工の材料（岩石や金属）の破
片を詰め合わせにしたサンプル『人工バリアと地
層の素』（高さ約１３センチメートル。写真４）を製

作し，国内外での報告会等の場を通じて配布を行
った。
（３）地層処分研究総合評価システム14），15）

　前述の意見交換会等での参加者からの意見のう
ち，情報公開，研究開発への取組に対する透明性
の向上の重要性についての指摘を踏まえ，サイク
ル機構のインターネットホームページを利用し
て，第２次取りまとめ本文（日本語版，英語版）
及びそのドラフトや参考文献の内容を閲覧するこ
とができるよう整備を行った。
（http://j2kyrp01.jnc.go.jp/db_2krp/cgi-bin/tbLogin.cgi
図１）
　情報提供の対象は，いくらか関心・情報がある
層及び地層処分研究開発に携わっている層とした。
　同システムにより，報告書本文の内容を広く国
内外から閲覧できるとともに，報告書の内容の技
術的・科学的根拠となる文献，データ等を階層化
したデータベースを通して，文献の内容の概要を
まとめた約１，２００編の技術メモ，解析等に用いた約
４００件の数値データ等の基盤情報及びこれらの情
報の出典や履歴等の情報を閲覧することができ
る。このことにより，研究開発成果に対する透明
性と追跡性の向上を図ることができ，研究開発成
果について，その根拠となる情報を含めた総合的
な評価を行うことができるツールを構築すること
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写真３　地層処分場立体模型

写真４　人工バリアと地層の素
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となった。　同システムのアクセス件数は，１９９９年
１２月の開設以来，約５万８千件（２００１年３月現在）
であり，英語版の掲載にともない，海外の研究機
関からもアクセスがある。

３．３　情報の普及を図るための活動

（１）地層処分フォーラム16）

　サイクル機構では，これまで１９９２年度から１９９９
年度まで６回にわたり研究開発成果を『地層処分
研究開発報告会』17），18）の中で紹介を行ってきた。
特に１９９８年度，１９９９年度の報告会では，それぞれ
第２次取りまとめの第１，第２ドラフトを紹介し，
段階的な成果の取りまとめに反映させてきた。
　第２次取りまとめの公表を契機として，広く一
般の人々を対象に，地層処分及びその研究開発成
果を知ってもらうことを目的としたフォーラム形
式での開催とした（表１，写真５，６）。
　フォーラムは３部構成として，まず地層処分の
内容に精通した専門家と，市民の声を代弁した出
演者との対談により，地層処分に対して社会が抱
くであろう不安や疑問などの論点を抽出・整理す
ることとした。対談の冒頭では，地層処分の概念
等を紹介した入門編的なビデオを上映し，議論の
前提となる基本的な情報を提供することとした。

次に，抽出・整理した論点を中心に，様々な層か
らの参加者によるパネルディスカッションにより
詳細な議論を行い，会場参加者の理解を深められ
るようにした。最後に，会場からも直接質問を聴
取し，パネリストとの意見交換を通じて，参加者
の理解を促進することとした。
　２０００年２月に東京・有楽町で第１回目の『地層
処分フォーラム』を開催し，全国から４０８名の参加
を得た。翌年度は，日本全国の各地域の参加者を
対象として，仙台（２０００年８月），東京（２０００年１０
月），大阪（２０００年１２月），福岡（２００１年２月）で
開催した。５回のフォーラムで，のべ１，０００名余り
の参加を得た。特に２０００年１０月に東京で開催した
フォーラムの模様は，社会の様々なテーマに関す
るフォーラムを紹介しているテレビ番組として放
映され，広く全国を対象とした情報提供に寄与す
ることとなった。
　参加者からは，地層処分に対する質問・意見やア
ンケートを提出してもらい，１件ずつサイクル機
構が回答を作成し，議事録とともに冊子に取りま
とめ，公共の閲覧施設やホームページにより広く
公開することとしている。フォーラムへの参加だ
けでなく，冊子や，同様に広く配布することとして
いるビデオを通じて，地層処分研究開発成果につ
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図１　地層処分研究総合評価システム
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いての情報普及につながることを期待している。
（２）インターネットフォーラム19）

　ここ数年の家庭などへのパソコンの普及に伴う
インターネット人口の増大を踏まえ，インターネ

ット上での地層処分に関する自由な意見交換を通
じて，地層処分への関心や理解の向上を目的とし
た『インターネットフォーラム・ゴミ問題を考え
る』を開設した（http://wand.co.jp/。図２）。
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表１　『高レベル放射性廃棄物の後始末を考える～地層処分フォーラム』開催結果一覧

⑤福岡開催④大阪開催③東京（紀尾井町）開催②仙台開催①東京（有楽町）開催

２０００年２月１６日（金）
１３：００～１７：００

２０００年１２月７日（木）
１３：００～１７：００

２０００年１０月３０日（月）
１３：３０～１６：００

２０００年８月２５日（金）
１３：００～１７：００

２０００年２月３日（木）
１３：００～１７：００

開催
日時

パピヨン24
ガスホール

（福岡市博多区千代）

大阪科学技術センター
大ホール

（大阪市西区靱本町）

千代田放送会館
ホールスタジオ・スペースエコー
（東京都千代田区紀尾井町）

仙台市民会館
小ホール

（仙台市青葉区桜ケ岡公園）

有楽町マリオン
有楽町朝日ホール

（東京都千代田区有楽町）
場所

コーディネーター
中村　浩美（科学ジャーナリスト）

パネリスト
大塚　徳勝（熊本大学講師）
徳山　　明（富士常葉大学長）
鳥井　弘之
（日本経済新聞社論説委員）
野口　博子
（日本消費生活アドバイザー・
コンサルタント協会）
林田　スマ（フリーアナウンサー）
大和　愛司（サイクル機構）

コーディネーター
中村　浩美（科学ジャーナリスト）

パネリスト
高橋　とも（大学院生）
徳山　　明（富士常葉大学長）
鳥井　弘之
（日本経済新聞社論説委員）
中尾佳世子
（ラインOSAKA主宰）
槇村　久子
（京都女子大学現代社会学部教授）
大和　愛司（サイクル機構）

コーディネーター
吉村　秀實（NHK解説委員）

パネリスト
徳山　　明（富士常葉大学長）
帆足　養右
（前朝日新聞社編集委員兼論説委員）
松田美夜子（生活環境評論家）
大和　愛司（サイクル機構）

コーディネーター
中村　浩美（科学ジャーナリスト）

パネリスト
菊池美名子（大学生）
田中　裕子（フリーアナウンサー）
徳山　　明（富士常葉大学長）
鳥井　弘之
（日本経済新聞社論説委員）
松木　英敏
（東北大学大学院工学研究科教授）
増田　純男（サイクル機構）

コーディネーター
中村　浩美（科学ジャーナリスト）

パネリスト
犬飼　英吉（大学講師）
徳山　　明（富士常葉大学長）
鳥井　弘之
（日本経済新聞社論説委員）
帆足　養右
（前朝日新聞社編集委員兼論説委員）
山本　華世（フリーキャスター）
吉田　有美（大学生）
増田　純男（サイクル機構）

出

演

者

１）開会挨拶
　河田バックエンド推進部長
２）対　談
・ビデオ上映｢はじめて
みる地層処分｣
　（約１０分｡サイクル機構制作）
・対談（約４０分）
徳山･中尾｡
コーディネーター中村

３）パネルディスカッション
（約１２０分）
４）会場との意見交換
 （約３０分）

１）開会挨拶
都甲理事長

２）対　談
・ビデオ上映｢はじめて
みる地層処分｣
　（約１０分｡サイクル機構制作）
・対談（約４０分）
徳山･中尾｡
コーディネーター中村

３）パネルディスカッション
（約１２０分）
４）会場との意見交換
 （約３０分）

１）開会挨拶
都甲理事長

２）パネルディスカッション
（約９０分）
　ビデオ２本上映
　（各約３分）
３）会場との意見交換
 （約３０分）
４）閉会挨拶
　中神副理事長

１）開会挨拶
　中神副理事長
２）対　談
・ビデオ上映｢はじめて
みる地層処分｣

　（約１０分｡サイクル機構制作）
・対談（約４０分）
徳山･田中｡
コーディネーター中村

３）パネルディスカッション
（約１２０分）
４）会場との意見交換
 （約３０分）
５）閉会挨拶
　中神副理事長

１）開会挨拶
都甲理事長

２）対　談
・ビデオ上映｢はじめて
みる地層処分｣

　（約１０分｡サイクル機構制作）
・対談（約４０分）
徳山・山本｡
コーディネーター中村

３）パネルディスカッション
（約１２０分）
４）会場との意見交換
 （約３０分）
５）閉会挨拶
　中神副理事長

プ

ロ

グ

ラ

ム

１０８名〔報道１２名（３社）〕１０９名〔報道３名（２社）〕１５９名〔報道１名（１社）〕２２５名〔報道４名（４社）〕４０８名〔報道２２名（１８社）〕参加
者数

テレビ番組として放映その他

（敬称略）

写真５　地層処分フォーラム
（２０００年２月，東京・有楽町）

写真６　地層処分フォーラム
（２０００年１０月，東京・紀尾井町）
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　主な情報提供の対象は，いくらか関心がある層
及び研究開発に携わっている層とした。できるだ
け客観的な意見交換の場を提供するという趣旨か
ら，サイトはサイクル機構外部に設け，サイクル
機構は研究開発成果などの正確な情報を提供する
こととした。
　アクセス数は，サイトを開設した２０００年８月か
ら２００１年３月までの間に，のべ約２万８千件あり，
そのうち，『地層処分を話し合う』と題したサイト
では，地層処分の問題点や代替案等について，の
べ１３２件の投稿があった。できるだけ多くのかたに
参加してもらえるよう，討論のテーマは地層処分
だけでなく，『ゴミ問題を話し合う』として，ゴミ
の捨て方やリサイクル等，ゴミ問題に関する様々
なテーマを話し合う場（投稿数のべ８７件）や，『環

境問題を話し合う』として，環境税や原子力と化
石燃料の環境への影響等の意見交換の場（投稿数
のべ２７件）を設けた。
（３）新聞・雑誌での広告
　新聞・雑誌への広告として，一般紙，大衆紙あ
るいは購読者層を絞った女性雑誌等において意見
広告等の掲載を行った。
　内容は，高レベル放射性廃棄物処分が電気エネ
ルギーの恩恵を受けている社会の課題であること
をメッセージとしたもののほか，『地層処分フォー
ラム』の開催案内とともに掲載を行った。新聞広
告は，全国紙において５回実施し，各地域におい
ては，当該地域での地層処分フォーラムの開催に
合わせて５回掲載を行った。雑誌については，５
誌に意見広告を掲載したほか，女性雑誌２誌に２

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

技
術
概
説

図２　インターネットフォーラム

図３　新聞掲載広告例
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回シリーズで対談形式の広告の掲載を行った。
　新聞及び雑誌の意見広告に対しては，一般のか
たからファックスや封書，電話等により２０件余り
の意見が寄せられた。そのうちの半数以上は原子
力に対する反対の意見，残りが代替案の提案等で
あった。
（４）情報提供素材等による情報発信
　社会に対する効率的な情報提供の手法として，
パソコンやインターネットの社会への普及及び，
その有効性に着目した。
　報告書『第２次取りまとめ』の内容は，サイク
ル機構ホームページ地層処分研究開発サイト
（http://www.jnc.go.jp/kaihatu/tisou/tisou.html）
に日本語版及び英語版を掲載し，国内外から閲覧
できるよう整備するとともに，CD‐ROMに収録
し，パソコンを用いて内容を閲覧できるようにし
た。報告書の内容の同サイトへの掲載，CD‐ROM
への収録にあたっては，報告書の各ページをパソ
コンの種類によらずに閲覧できるようなファイル
形式（PDF形式）とした。また，わが国における
電力事情や環境問題の観点等，高レベル放射性廃
棄物対策を取り巻く社会的な状況の解説を含め，
地層処分研究開発成果を動画等により紹介した
CD‐ROMを製作した。（写真７）
　作成したCD‐ROMやパンフレット類は，第２次
取りまとめ報告書本体とともに，『地層処分フォー
ラム』や『放射性廃棄物シンポジウム』の場を通
じて参加者への配布提供を行うとともに，全国各
地の展示館や図書館等の閲覧施設への設置を図っ
ている。

（５）地層処分体験システム
　地層処分に対する知識や関心がほとんどないと
考えられる層に対しても，広く地層処分について
情報を提供し，関心を持ってもらえるよう，仮想
現実を疑似的に体験するためのバーチャルリアリ
ティ技術に着目し，この技術を応用した新しい情
報提供手法を試行することとした。『地層処分体験
システム（ジオフューチャー２１）』（図４）は，立
体映像と可動式座席を組み合わせたアトラクショ
ン的な要素を取り入れたシステムであり，現在サ
イクル機構東海事業所展示館『アトムワールド』
（茨城県東海村）に設置し，運用を行っている。
内容は，来場者が小型探査機『ジオフューチャー
２１』に乗り込み，未来の地層処分場を見学すると
いうもので，地下での地震の揺れが地上よりも小
さいことや，地層処分における多重バリアによる
安全確保の仕組みを，コンピュータグラフィック
スによる立体映像と，これと連動して加速度を体
感できる可動式座席との組み合わせにより仮想体
験できるものである。
　来場者には，『ジオフューチャー２１』を体験す
る前に，『ジオフューチャー２１』に登場する案内
役のロボットが地層処分の概念等について紹介す
る入門編的なビデオをみてもらい，基礎的な情報
を踏まえて体験できるよう配慮した。
　運用を開始した１９９９年１２月からの来場者数は，
２００１年３月末で１万名を超えた。来場者のアン
ケートによると，このシステムにより地層処分に
対する理解が深まったとする意見が９割を超えて
いる。
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写真７　各種CD‐ROM写真７　各種CD‐ROM 図４　地層処分体験システム（イメージ図）
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　映像に現れる処分場の地上施設及び地下施設の
仕様や，地下での放射性物質の移動距離などの
データは，第２次取りまとめの成果を反映してお
り，このシステムが単なる娯楽を目的としたもの
ではなく，研究開発成果の可視化表現の一つの手
法として有効であることが示された。
　海外からの来場者にもこのシステムを体験でき
るよう，音声の英語化も行ない，海外にも例をみ
ない新しい情報普及のための手段として注目され
ている。
　なお，同システムは平成１２年度第１０回エネル
ギー広報施設・広報活動表彰展示物部門賞を受賞
した。

３．４　活動のレビュー・助言

　サイクル機構が進める地層処分に関する情報普
及を，社会のニーズを反映させた効率的で効果的
な活動とするために，外部の意見を積極的に取り
入れる仕組みを設けた。
（１）アドバイザー会合
　広く社会を対象とした情報普及活動において
は，社会が抱いている不安や疑問等，社会のニー
ズをとらえた的確な対応が必要である。また，情
報提供が独善的な情報の押し付けとならないこと
が必須である。そこで，「地層処分研究開発成果の
普及に関するアドバイザー会合（以下，アドバイ
ザー会合）」を設置し，サイクル機構の情報普及活
動に対する客観的な提言・助言を積極的に外部か
ら求めることとした。
　アドバイザー会合には，原子力や地層処分に詳
しいマスコミや大学関係者のほか，文系の学生や
フリーアナウンサー等を加え，各層から幅広い意
見を聴取できるような構成とした。
　地層処分研究開発成果を紹介するためのパンフ
レットやビデオ，『地層処分体験システム』の内容
や『地層処分フォーラム』の企画について，アド
バイザー会合を通じて聴取した意見をそれぞれの
企画等に反映してきた。
　広くサイクル機構外部のかたの意見を反映する
ことにより，社会の情報ニーズに即した情報提供
を図ることができるとともに，サイクル機構の取
組の公明性を対外的に示すことにつながることが
期待される。
（２）情報普及タスクフォース
　報告書『第２次取りまとめ』の作成に当たって

は，原子力委員会の指針2）に従って，我が国の研
究機関による地層処分研究開発協議会が発足し
た。同協議会は，各研究機関の成果を共有すると
ともに，第２次取りまとめの作成に向けた各機関
の協力を一層強化することを目的とした。この協
議会の下に設置された検討部会には，地質環境の
長期安定性や工学技術などの個別の研究課題に対
してタスクフォースが設けられ，その詳細な検討
の結果は第２次取りまとめに反映されてきた。研
究開発成果の社会への普及についても重要な課題
であるとして，同検討部会の下に『情報普及タス
クフォース』が設けられ，サイクル機構のほか電
気事業連合会や高レベル事業推進準備会が主なメ
ンバーとなり，第２次取りまとめに係わる内容の
社会への情報提供についての意見交換や具体的な
方法についての検討が行われた。
　このタスクフォースを通じて，第２次取りまと
めの概要版やパンフレットあるいはビデオや雑誌
広告の内容のレビューが行われ，これまでのサイ
クル機構が独自に行ってきた情報提供資料とは異
なる作成過程で種々の資料を完成させることとな
った。『地層処分フォーラム』などの企画について
も意見を求めるなど，関係機関の協力のもとで情
報普及のための活動を進めることができた。

４．結　論

　第２次取りまとめの公表，法制度の整備，実施
主体の設立等事業化への移行の時機に，もっとも
重要な意思決定者である社会への情報提供につい
て，情報提供の対象を分析・階層化し，社会のニー
ズを踏まえ，それぞれの対象ごとに種々の情報普
及を図るための手法を検討・試行してきた。
　その結果として，パンフレット等の資料の配布
部数が約３，０００部，『地層処分体験システム』の来
場者数が約１年の間に１万名以上，あるいは各地
域で開催した『地層処分フォーラム』の参加者が
約１，０００名に及ぶなど，これまでこうした取組が本
格的に行われていなかった中で，本取組が地層処
分についての情報を社会に広く効率的に発信する
という意味において，所期の役割を果たすことが
できたものと考える。
　また，『地層処分体験システム』やビデオ等の制
作に当たっては，文系の大学生やフリーアナウン
サー等にモニターをお願いし，難解な表現などを
指摘・修正してもらうなど，これまでのサイクル
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機構内部で実施してきた制作過程とは異なる積極
的に外部の意見を取り入れる手法を実践した。こ
のことにより，社会のニーズを踏まえた情報提供
に寄与することができたと考える。
　本取組を通じた地層処分に関する社会とサイク
ル機構との間での情報や意見の双方向的なやりと
りの過程（リスク・コミュニケーション）を通じ
て，地層処分に対する社会の多様な意見が明らか
となった。地層処分では，放射線に対する目に見
えない不安とともに，従来の原子力施設などとは
異なり，日常の感覚では想像しにくい地下数百
メートルという空間，数万年以上という時間を対
象としており，実際の構造物がまだ存在しないソ
フトウェア中心の分野であることがリスク・コミ
ュニケーションの困難さを助長しているものと考
えられる。今後，これらの課題に対する具体的な
取組が重要である。
　アンケート結果等から，地層処分の必要性や研
究開発への取組の歴史など，地層処分についての
背景情報や，各自の問題意識を喚起することの重
要性などが明らかとなり，今後の本取組における
重要な課題を示すことができた。

５．おわりに

　地層処分事業の実施主体である『原子力発電環
境整備機構』が２０００年１０月に設立され，地層処分
の事業に関わる広報的な業務についても実施主体
が主体となって進められることとなっている。地
層処分に内包されている経済的・倫理的な側面の
ほか，技術的な側面について社会に十分な説明を
行っていくことは，高レベル放射性廃棄物対策で
ある地層処分そのものに対する理解を得ていくた
めには必要不可欠である。そのため，これまで研
究開発の中核的推進機関として位置付けられ，研
究開発を進めてきたサイクル機構は自らの役割を
踏まえて，実施主体や国，関係機関との密接な連
携が不可欠である。
　今後サイクル機構は，深地層の研究施設計画を
進めていくこととしている。この施設は，地下深
部の岩盤や地下水などについての調査・研究（深
部地質環境の科学的研究）を実施する場であると
同時に，深地層の環境を実際に体験できる場とし
ての役割を担っている。サイクル機構の今後の地
層処分研究開発等に対して社会の理解を得ていく
上で，深地層の研究施設やそこでの調査・研究の
内容に関する情報の提供を積極的に進めていくこ
とが必要である。
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図５　サイクル機構における研究開発施設



１２

　我が国における高レベル放射性廃棄物の地層処
分は，平成４０年代後半を目途に開始するものとさ
れている20）。そのため，それまでの間，社会との
接点は今後ともますます重要であり，社会への情
報提供，社会からの意見の聴取・反映は継続して
いくことが何よりも大切である。研究開発を進め
る立場から，報告会やインターネット，学会での
論文発表等を通じて研究開発成果についての情報
を社会に発信するだけでなく，社会が疑問・不安
に感じている点に対して的確に応えられるような
情報の提供の仕方，体制を整備することが必要で
あり，そのための取組を継続していくことが求め
られる。そうした取組を通じて，サイクル機構に
対する信頼感の醸成にもつながることが期待され
る。
　社会に対して高レベル放射性廃棄物の地層処分
及びその研究開発成果の情報普及を図っていくこ
とは，処分事業を進める上で極めて重要である。
情報普及の対象が「生きた社会」であり，不特定
多数でかつ興味や関心が多岐にわたるなど，情報
普及を図っていく上での課題が多いことから，大
きな研究テーマであり，マスメディア等の異業種
を含めた横断的な取組が今後ますます重要になっ
てくるものと考える。
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１．はじめに

　高速炉開発における多次元伝熱流動解析に関す
る研究は，構造設計に対して精度の高い熱的境界
条件を提供するとの観点で進められてきた。また
その努力は主に，構造物の幾何形状や熱的境界条
件などが一定である場合（断熱境界条件や温度一
定条件など）に発生する熱流動現象を高精度に評

技
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　Fluid - structure thermal interaction phenomena characterized by stationary random temperature fluctuations, 
namely thermal striping are observed in the downstream region such as a T - junction piping system of liquid metal 
fast reactors (LMFRs).  Therefore, the piping wall located in the downstream region must be protected against the 
stationary random thermal process, which might induce high - cycle fatigue.  This paper describes the evaluation 
system based on numerical simulation methods consisting of three thermohydraulics computer programs AQUA, 
DINUS-3 and THEMIS and of three thermomechanical computer programs BEMSET, FINAS and CANIS, for the 
thermal striping developed at Japan Nuclear Cycle Development Institute (JNC). Verification results for each computer 
code and the system are also introduced based on out - of - pile experimental data using water and sodium as working 
fluids.
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　高速炉の配管合流部などでは，定常不規則流体温度ゆらぎ挙動により特徴づけられる流体�構造熱的相互作用

（サーマルストライピング）が発生する。このため，同位置の構造物は，高サイクル熱疲労の発生が考えられる

ため，これに対する配慮が設計上必要となる。

　本稿では，サーマルストライピングを数値解析的に評価できるようにするために開発したコードシステム

（AQUA, DINUS‐3, THEMIS,  BEMSET,  FINAS 及び CANIS コード）の概要を紹介するとともに，実験デー

タを用いた個々の解析コード及びコードシステム全体の検証結果について述べた。さらに，コードシステム利用

の現状及び今後の予定についても記した。
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価できる手法の開発に払われてきた。
　一方実現象として，熱的境界条件が熱流動挙動
や構造物の熱的応答特性によって変化するよう
な，いわゆる流体－構造熱的連成挙動は，空間的
あるいは時間的に温度勾配が生じるすべての箇所
で発生し，また，流体と構造物との間における連
成の程度は，流体及び構造物にかかわる数多くの
熱流体パラメータの影響を受ける。このため従来
の設計評価では，原子炉システムにおいて有意な
温度差が発生する箇所をあらかじめ同定し，実寸
大で模擬した装置によるナトリウム実験によっ
て，熱的連成効果を把握してきた。しかしながら，
このような実験による効果の把握では，多くの支
配パラメータを機構論的に分離して評価すること
が困難であり，結果として，設計においては保守
的な包絡線を使用し，大幅な安全裕度を見込んだ
設計とせざるを得なかった。
　今後の研究では，原子炉機器の設計合理化を達
成する観点から，より精度の高い熱的境界条件を
構造側に提供する必要があり，従来の解析評価で
は考慮されなかった構造物の熱的な応答挙動が流
体挙動に及ぼす効果などの熱流動現象について
も，これを直接的にモデル化して解析評価する必
要が生じている。
　高速炉システムで問題となる流体－構造熱的連
成挙動の一つとして，流体と構造物が強連結系（流
体あるいは構造物の特性が対応する状態量の応答
特性を支配する系）として相互作用するサーマル

ストライピングが挙げられる。このような相互作
用を有する系の特徴は，流体と構造物間での応答
特性を１次遅れ要素などを用いた簡易モデルでは
表現することが不可能であり，結果として非線形
系における不規則過程として当該系を取り扱わざ
るを得ないことにある。このような非線形系にお
ける不規則過程の評価手順，特に解析的な評価手
法が十分な検証実績を経て確立されれば，その他
の流体－構造熱的連成挙動，例えば温度成層界面
発生時の熱過渡挙動や原子炉スクラム時の液位低
下による熱過渡挙動なども，上記手法の評価能力
の範疇で取り扱うことが可能となる。
　本稿では，サイクル機構が開発したサーマルス
トライピングに対する解析的評価システムの概要
及びこれを構成する解析コード群の検証事例を概
説した後，利用の現状と予定について紹介する。

２．解析的評価システムの概要

　サーマルストライピングを評価対象として開発
した数値解析システムを図１に示す。このシステ
ムの特徴は，汎用多次元コードの役割と直接シミ
ュレーションコードの役割を明確に分離し，後者
が計算機に要求する性能を可能な限り低減させて
いることにある。すなわち，汎用多次元コード
AQUA1）～3），5）に温度ゆらぎ強度の定量的な推定と，
これに基づく評価対象領域の限定の役割を持たせ
ることによってサーマルストライピング評価上の
解析対象領域を縮小・規定し，これを受けて直接
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図１　サーマルストライピングに対する解析的評価システムの構成
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シミュレーションコードDINUS‐34）～7）が境界層内
での温度ゆらぎ減衰効果を考慮した時系列挙動の
評価を行うものである。この評価法によって，原
子炉構造物表面での温度ゆらぎ挙動の時系列挙動
を，現在の計算機能力の範囲内で得ることができ，
構造物の定量的な熱的応答を評価することが可能
となる。
　一方，直接シミュレーションコードによる上記
温度ゆらぎ時系列挙動の評価では，時間的に不規
則に変動する流体－構造物間での熱的連成挙動を
適切に評価する必要がある。この評価では，流体
－構造物間での熱伝達係数が重要なパラメータと
なるが，従来の熱伝達係数は強制あるいは自然対
流場における時間平均量として定義されており，
本研究で対象とするサーマルストライピングのよ
うに境界層厚さや温度差が時間的に不規則に変動
する場合には使用できない。この観点より，不規
則に変動する熱量輸送を取り扱うため，流体－構
造系を対象とした微視的かつ直接的なアプローチ
として，分子運動論でのボルツマン方程式を直接
法モンテカルロモデル（Direct Simulation Monte 
Carlo Method） 12）を用いた汎用コードTHEMIS8）を
開発した。
　さらに，流体と構造物が熱的に相互作用する場
合について，構造物の熱的応答特性を容易に評価
できるようにするため，境界要素法（Boundary 
Element Method; BEM） 9）による汎用解析コード
を開発した。
　以上に示した解析的評価システムを構造設計段
階で積極的に用いることにより，従来では過度な
保守性を見込まざるを得なかった実機条件への外
挿や応力振幅頻度分布への変換が実現できる。さ
らには設計合理化達成のための繰り返し評価作業
の実施を阻んでいた膨大な費用と時間が要求され
る大型ナトリウムモックアップ実験実施などの問
題を回避することが可能となる。

２．１　解析コードの概要

（１）汎用多次元コードAQUA1）～3），5）

　AQUAコードの特徴は，各種偏微分輸送方程式
内の対流項の離散化に，空間について２次の正確
度を有するQUICK（Quadratic Upstream Interpola-
tion for Convective Kinematics）法13）を，また乱流
現象に対するモデルとしてk‐14）/ASM（Algebraic 
Stress Turbulence Model） 15）/RSM（Reynolds 

Stress Turbulence Model） 16）の３種類をオプショ
ンとして採用（モデル定数はいずれも文献記載の
標準値を使用）している点，さらには，計算効率
を積極的に向上させるため，時間刻み幅に対する
ファジィ適応制御器17）を採用（観測変数：流速成
分，乱流諸量及びエンタルピーの時間ステップ間
での相対変動率，制御変数：クーラン条件に対す
る緩和係数，メンバーシップ関数：相対変動率で
は１０－6－１０2，緩和係数では０－１の台集合をガウ
ス分布関数により均等５分割，推論合成法：直接
法）していることにある。
（２）直接シミュレーションコードDINUS‐34），6）～7）

　DINUS－3コードの主たる特徴は，時間積分法に
２次の正確度を持つLeap‐Frog法18）を，対流項の
離散化に空間に関し３次の正確度を持つ風上差分
法19），また数値振動の発生を防止するため，定性
推論手法による学習機構を取り入れた時間刻み幅
に対するファジィ適応制御器20）を採用している点
にある。これら特徴のうち，３次精度風上差分法の
採用は，スペクトル法による直接シミュレー 
ションやラージエディシミュレーションなどでは
取り扱うことの困難な任意固体壁を含む体系下で
の適用性の向上にも寄与している。
（３）直接法モンテカルロコードTHEMIS8）

　THEMISコードの特徴は，分子運動論でのボル
ツマン方程式を基礎式とし，これをBirdによる直
接法モンテカルロモデル12）により求解することに
ある。分子モデルの規定では，液体ナトリウムを
単原子分子と仮定し，これを剛体球として取り扱
う。なお，分子境界条件では，（�）鏡面反射モデ
ル，（�）拡散反射モデル及び（�）流出入境界モ
デルを用意し，このうち，拡散反射モデルでは反
射分子の温度は壁温と異なる値を取ることを許容
するとともに，反射分子の速度は半面マクスウェ
ル分布に従うと仮定している。計算スキームでは，
分離の原理（the principle of uncoupling）に基づ
くタイムマーチング法を使用する。
（４）構造物熱的応答評価コードBEMSET 9）

　BEMSETコードの特徴は，熱弾性線形化式を基
礎式とし，時間積分に２次時間内挿法を用い，ま
た，形状近似関数に四角形２次要素を用いた境界
要素法によって離散化していることにある。この
境界要素法は，評価対象の領域境界だけを要素分
割して問題としての次元を１次元下げることがで
きる境界型解法であり，有限要素法などの領域型
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解法に比べ入力データや計算時間を初めとする
コード運用上の取り扱いが極めて容易な数値解法
である。
（５）構造解析コードFINAS10）

　FINASコードは，静的応力解析，動的応力解析，
熱伝導解析が可能な汎用非線形構造解析コードで
あり，７０種類以上の有限要素を利用することがで
きる。この中でサーマルストライピング解析には，
非定常熱伝導解析機能と静的熱応力解析機能を使
用する。数値解法としては前者の時間差分にはク
ランク・ニコルソン法を，また両者の空間離散に
使用する有限要素法ソルバーにはウェーブフロン
ト法によるマトリクス解法が用いられている。
（６）破壊力学解析コードCANIS11）

　CANISコードは，構造物の破壊力学的評価のた
めのき裂解析コード体系であり，入力された応力
解析結果に対する応力拡大係数Ｋ，Ｊ積分値，ク
リープＪ積分値等の破壊力学パラメータ，き裂進
展速度，開口面積と漏洩量等を計算できる。サー
マルストライピング解析には応力拡大係数Ｋの計
算とそれに基づくき裂進展速度予測機能を使用す
る。応力拡大係数Ｋの計算には影響関数法を，き
裂進展速度予測にはParis則をそれぞれ用いる。

２．２　数値解析システムの炉外実験データによる検証21）

（１）ナトリウム熱流動基礎実験の概要
１）試験装置
　試験装置の全体構成を図２に示す。試験装置は，
内径４００mmの円筒タンク内に設置された２個の
固定ノズル（内寸５×９mm）から，高温（３２０℃）

及び低温（２８０℃）のナトリウム平行噴流を熱電対
付き試験体下面に垂直に衝突させる構造となって
いる。タンク内のナトリウム液面は，試験体上面
より上側３５mmの位置に設定し，試験体の上面温
度が平均温度（３００℃）となるよう保持した。ま
た，噴流ノズル先端は試験体下面より下側３５mm
の位置に設置し，試験体下面がナトリウムの混合
領域になるように設定した。なお，噴流ノズル先
端より上流側５０mm位置に熱電対を取り付け，噴
流ナトリウム温度を計測した。
　熱電対を取り付けた試験体の断面図と平面図
を，図３及び図４にそれぞれ示す。各熱電対は，
試験体中央位置を基準として２mm間隔の正方格
子状に配置した。なお，速い応答速度が必要とな
る境界層外（試験体表面より１．５mm）流体温度，境
界層内（試験体表面より０．３mm）流体温度及び試
験体表面温度の測定には，シース外径０．２５mmの
接地型Ｋ型熱電対を使用した。一方，試験体内温度
計測用には，シース外径０．５mmの接地型Ｋ型熱電
対を用いた。両熱電対の応答性能（９０％応答）は，
約３０ms（０．２５mmT/C）及び約５０ms（０．５mmT/C）
であり，温度ゆらぎ挙動を測定する上で十分な応
答速度を有している。
　温度測定では，噴流流速をパラメータ（１．０m/s，
１．５m/s及び２．０m/s）とし，サンプリング周期を
５ms（打ち切り周波数２００Hz）で１００秒間の温度
ゆらぎデータを計測した。なお，温度ゆらぎデー
タ計測中のナトリウム内酸素濃度は約１．０ppmで
あり，不純物管理が適切に行われたことを確認し
ている。
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図２　平行衝突噴流ナトリウム実験装置（TIFFSS‐ Ⅰ ）の構成
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２）測定結果
　代表例として，噴流流速を２．０m/sとした場合の
試験体中央部（chs．５，６，７，８，９，１０，１１and１２）
の時系列温度変化を，図５に示す。結果から，試

験体中央に取り付けたch．８熱電対（境界層外温
度）　温度は，平均温度３００℃の回りでゆらいでお
り，試験体中心位置と両ノズル中心位置が一致し
ていることが分かる。まず，温度ゆらぎ振幅につ
いては，ch．８（境界層外）位置が最も大きく，次
いでch．７（境界層内）位置が大きく，これら両者
についてはゆらぎ周波数も高いものとなってい
る。一方，ch．９（試験体内深さ０．２mm）位置につ
いては，ch．７及びch．８の流体中温度と比較して
温度ゆらぎ振幅が小さく，またゆらぎ周波数も低
い。なお，ノズル中央列に位置するch．７，ch．８
及びch．９の温度ゆらぎは，それぞれ関連性をも
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図３　TIFFSS‐Ⅰ試験片に設置した熱電対の仕様

図４　TIFFSS‐Ⅰ試験片に設置した熱電対と噴流孔
との水平方向位置関係

図５　TIFFSS‐Ⅰナトリウム実験における温度系列データ
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って変動していることが分かる。
　高温ノズルに近いch．５（境界層内）位置とch．
６（試験体表面）位置では平均温度３００℃よりも高
い値側で，一方低温ノズルに近いch．１０（境界層
外）位置とch．１１（試験体表面）位置では平均温度
よりも低い値側で温度がゆらいでいることが分か
る。なお，ch．５とch．６は同列に位置しているが，
ch．６での温度ゆらぎは小さいものであることが
分かる。このような傾向は，ch．６位置と反対側
にあるch．１１位置においても見ることができる。
（２）ナトリウム熱流動基礎実験の解析
１）解析モデル
　使用した解析モデルを図６に示す。DINUS‐3
コードによる流体側の解析では，横方向５４mm，
縦方向４０mm，奥行き方向１．５mmの領域を均等
０．５mmメッシュで分割した。一方，BEMSETコー
ドによる試験体側の解析では，DINUS－3コードで
の流体メッシュ個々に境界要素を配置（流体セル
の横方向中央位置；流体計算側壁温定義点）した。
また，試験体内部には，熱電対配置列に一致する
よう内部要素を定義した。
　DINUS‐3及びBEMSETコードによる熱的連成
解析は，噴流流速をパラメータとして３ケース
（１．０m/s，１．５m/s及び２．０m/s）実施した。なお，
今回の計算では，AQUA及びTHEMISコードは使
用せず，熱伝達係数は便覧よる平板に沿う強制対
流熱伝達係数（Nu＝５．０＋０．２５Pe０．８）を適用し
た。
２）解析結果
　結果の代表例として，噴流流速を２．０m/sとした
場合の流速ベクトル及びナトリウム温度瞬時空間
分布（DINUS‐3解；Ｊ＝２位置）を図７に示す。
結果から分かるように，ノズルから流出した高低
温ナトリウムは，噴流同士の相互干渉に起因して

左右に振動しながら上昇し，試験体に衝突した後
左右の出口面に向かう。これに伴い，試験体中央
位置においては，交番渦が形成される。
　図８に，噴流流速を２．０m/sとした場合の０．２秒
間の代表的な熱電対位置における温度ゆらぎ過渡
挙動を示す。同結果から，流体中から試験体内に
向かって，温度ゆらぎ振幅及び周波数が大きく減
衰する様子が観察できる。
　試験体横方向中央位置における温度ゆらぎ振幅
の減衰挙動（噴流流速：２．０m/s）を測定結果と比
較して，図９に示す。測定結果では，流体中から
試験体表面に近づくことによる温度ゆらぎ振幅の
急激な減衰が見られ，境界層近傍における各種の
減衰効果（乱流混合，境界層内層流混合，熱伝達，
試験体内熱伝導など）によるものであると解釈で
きる。数値解析による結果は，測定結果に見られ
る急激な温度ゆらぎ振幅の減衰挙動を極めて良好

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

技
術
報
告

図７　DINUS‐3及びBEMSETコードによる瞬時流
速ベクトル・温度分布
（TIFFSS‐ Ⅰナトリウム実験：ケース３）

図６　TIFFSS‐Ⅰナトリウム実験を対象とした解析
モデル（DINUS‐3及びBEMSETコード）

図８　DINUS‐3及びBEMSETコードによる試験
片方向中央位置での温度時系列
（TIFFSS‐Ⅰナトリウム実験：ケース３）
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に模擬している。
　温度ゆらぎ振幅に対する減衰効果の割合を，測
定結果と数値解析結果で比較して図１０に示す。比
較結果から分かるとおり，測定結果と数値解析結
果の一致は良好である。なお，噴流流速増加に従
う乱流混合割合の減少傾向は，ノズルから境界層
までの到達時間が減少して乱流混合が低下したた
めである。また，噴流流速増加に伴う流体から試
験体表面への熱伝達割合の増大傾向は，非定常熱
伝達特性が相対的に顕在化（流体－構造熱的相互
作用効果の強連結化）したためであると解釈でき
る。

３．解析的評価システムの利用

　本稿で紹介したサーマルストライピングに対す
る解析的評価システムは，これまで，
（１）フランス高速原型炉「フェニックス」２次主冷
却系配管合流部における熱疲労破損事象の評価

（２）高速原型炉「もんじゅ」ナトリウム内包壁の
健全性の評価

などに利用されるとともに，解析的評価システム
を構成する解析コードの一部は，外部機関へ提供
済み（フランス原子力庁）あるいはその予定（米
国マサチューセッツ工科大学，同ミズーリ大学）
にある。
　一方，旧通産省・資源エネルギー庁は，一昨年，
既存原子力発電プラントについて，６０年間を目安
として運転を継続することは技術的に可能である
との報告書をまとめた。この中では，運転開始後
３０年以降は通常の定期検査以外に，１０年ごとに総
点検をするなど適正な管理を行えば，安全に運転
を続けることは可能であるとした。すなわち，運
転開始後３０年を超える原子力発電プラントについ
ては，長期保全計画を策定するとともに，安全に
かかわるすべての機器・構造物の総点検が義務付
けられる方向にある。
　さらに，日本原子力発電・敦賀２号炉での高サ
イクル熱疲労事象（１９９９年７月）を受け，資源エ
ネルギー庁は，高サイクル熱疲労の影響に関する
説明書提出の義務付けに関する通達及び技術基準
（省令６２号）への高サイクル熱疲労による損傷防止
規定の導入と民間基準の解説への取込みを，２００１
年度中に行うよう電気事業者に指示した。
　上記指示などを受けた評価・基準類の策定活動
（日本機械学会）では，高サイクル熱疲労評価手順の
中に，本稿で紹介した解析的評価システムを用い
た方法を評価法の一部として組み込む方向にある。
　なお，乱流，不均一温度分布（温度勾配）など
に起因する構造物の熱疲労損傷挙動は，原子力分
野のみならず，化学プラントや火力プラントなど
の一般産業においてもしばしば遭遇するものであ
り，本稿で紹介した解析的評価システムは，対象
形状や流体物性などを限定しないことから，一般
産業への適用が容易であって，今後の幅広い利用
が期待される。

４．おわりに

　本稿では，サイクル機構が開発・検証を行った
サーマルストライピングに対する解析的評価シス
テムの特徴と検証実績，さらには評価システム利
用の現状と予定について概説した。
　サイクル機構では，現在，実用化戦略調査研究
の一部として，鉛－ビスマス合金や炭酸ガスなど，
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図９　試験片近傍における温度ゆらぎ振幅減衰特
性の比較
（TIFFSS‐Ⅰナトリウム実験：ケース３）

図１０　温度ゆらぎ振幅の減衰分担特性の比較
（TIFFSS‐ Ⅰ ナトリウム実験：ケース３）
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ナトリウム以外の流体を冷却材として用いる高速
炉の検討を進めており，これらのプラントで発生
する熱流動現象の定量評価がプラント設計成立性
の判断に不可欠となっている。本稿で概説した解
析的評価システムは，冒頭でも述べたように，温
度成層界面発生時の熱過渡挙動や原子炉スクラム
時の液位低下による熱過渡挙動なども，この評価
能力の範疇で取り扱うことが可能であり，実用炉
の候補概念構築に対しても，積極的な活用が期待
されている。
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　During maintenance activities on the primary sodium cooling system by an FBR Personnel radiation exposure arises 
mainly from the presence of radioactive corrosion products (CP).  A CP behavior analysis code, PSYCHE, and a 
radiation shielding calculation code, QAD-CG, have been developed and applied to investigate the possible reduction of 
radiation exposure of workers.　In order to make these evaluation methods more accessible to plant engineers, the user 
interface of the codes has been improved and an integrated system, including visualization of the calculated gamma-ray 
radiation dose-rate map, has been developed. The system has been verified by evaluating the distribution of the 
radiation dose-rate within the Monju primary heat transport system cells from the estimated saturated CP deposition 
and distribution which would be present following about 20 cycles of full power operation. 
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　高速炉１次冷却系のナトリウムドレン後の点検保守時に被ばくをもたらす主な放射線源は放射性腐食生成物

（CP）である。作業者の被ばくを予測し低減化を計画的に推進することを目的に，CP挙動解析コード（PSYCHE）

の開発整備と遮蔽計算コード（QAD-CG）の利用が進められてきた。これら評価手法を実プラントの運転管理に

利用しやすいものとするため，解析コードのユーザーインターフェースを改良し，コードを集約し，計算結果の

線量率マップの可視化を含む高速炉保修線量評価システム「DORE」を開発した。これを用いて，「もんじゅ」

定格運転１次ナトリウム冷却系CP沈着分布及び冷却系室線量率分布の予測評価と可視化を行い，システムの機能

の検証を行った。

Radioactive Corrosion Product, Radioactive Material Behavior Analysis Code, Shielding Analysis Code, Analysis Code 
System, Dose-Rate Map, Visualization, FBR, Monju
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１．はじめに

　高速増殖炉（FBR）プラントの点検保守時にお
ける作業者の被ばくを予測し，低減対策を計画的，
効果的に推進することを目的として，高速炉保修
線量評価システムを構築し，高速増殖炉「もんじ
ゅ」（以下，「もんじゅ」）への適用化を実施した1）。
本システムは，これまでに開発され利用されて来
た，高速炉ナトリウム冷却系統における放射線源
挙動解析コードと遮蔽計算コードを統合化したも
の で，「Dose Rate Estimation System for FBR 
Maintenance｣を略してDOREと称する。DOREで
は関連解析コードをプラントの設計や運転管理及
び実プラントによる研究開発に利用しやすいもの
とするため，コードのユーザーインターフェース
を対話形式の画面入力とした。また，計算結果で
ある線量率分布をプラント配管機器形状に重ねて
可視化表示し，結果の理解を容易なものとした。
さらに，今後の技術者の世代交代にも備え，高度
情報技術の活用により，当該分野の技術保存を容
易に行えるようにし，技術継承を円滑に進める環
境を整備した。
　破損燃料を含まない通常運転下では，プラント
の点検保守時に作業者に被ばくをもたらす主な放
射線源は，54Mnや60Co，58Coなどの放射性腐食生成
物（CP），放射化ナトリウムのうちの22Na，及び
トリチウムである2）。燃料破損発生時には，放射性
希ガスや137Csなどの核分裂生成物（FP）核種も付
け加わる。現状のDOREでは，プロトタイプ構築
段階として，CP及び放射化ナトリウム線源までを
取扱っている。今後，トリチウムやFP線源につい
ても評価可能なようにシステムを拡張し，順次組
込んでいく計画である。
　高速炉CP挙動解析コードは動燃時代から開発
されてきたPSYCHEコードで，「溶解･沈着モデ
ル」（solution‐precipitation model）と称する挙動
モデルにより，１次ナトリウム冷却系統における
CPの発生（炉心材料の放射化と溶出），ループ中
の移行及び配管･機器管壁への付着分布を計算す
るものである3，9）。本コードは，高速実験炉「常陽」
のMK‐�運転において，１次冷却系統のCPビルド
アップが飽和に達するまで，１０年余の期間をかけ
て行われた配管･機器管壁実測データを用いて検
証され，計算値／測定値（C/E）として１．５が得ら
れた4，5）。これを踏まえて，これまでに「もんじゅ」
の予測評価に用いてきた6）。遮蔽計算コードには，

米国のLos Alamos研究所で開発された，いろいろ
な遮蔽形状を透過するγ線を計算するQADコー
ドを改良整備したQAD‐CGGP2コード（以下，
QAD‐CG） 16，20）を用いた。
　DOREは，インターネットのWeb技術を利用し
たイントラネット上で，クライアント／サーバモ
デルに基づいて構築されたシステムである。サー
バ側には，解析コードとユーザインターフェース
プログラム，及び入出力データを格納するデータ
ファイルシステムがインストールされる。一方，
クライアント側には，DOREのシステム制御や解
析コードの入力データ設定を行うためのWebブ
ラウザ，QAD‐CGコードの幾何形状入力データを
視覚的に作成のためのCADソフト，計算結果の線
量率マップを可視化するソフト，及び各種ドキュ
メントを作成するためのオフィスソフトがインス
トールされる。したがって，社内のイントラネッ
ト上であればどこからでも，上記のCAD，可視化，
オフィスソフトをインストールしたクライアント
を設置しておけば，WebブラウザによりDOREに
アクセスし，いつでも利用することができる。
　本報告では，第２章から第４章においてシステ
ム構築について述べ，第５章において解析コード
の概要を述べ，第６章において「もんじゅ」評価
への適用結果について示す。

２．DOREの基本システム構成

２．１　機能とシステム構成

　DOREはネットワーク上のワークステーション
（WS）やパーソナルコンピュータ（PC）の環境に
おいて，Webの技術を利用したイントラネット上
で稼働するシステムである。これはクライアント
／サーバモデルに基づくものであり，急速なコン
ピュータ利用環境の変化やプラットフォームの変
更においても，最少なシステム変更で稼動できる
ものである。本報告でのプロトタイプで使用した
ハードウェアは，操作のしやすさやシステムの統
合，コストパフォーマンスの観点から，高性能PC
を用いてサーバとクライアントを構築した。　
　図１（a），（b）にDOREの機能構成とシステム構
成を示した。機能構成として，Web技術適用によ
る対話型の解析コードユーザインターフェース，
CADソフトを使用したQAD‐CGコードの幾何形
状入力データ作成と検証，線量率マップの可視化，
解析結果のドキュメント作成などの特徴がある。
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また，システムは，サーバ側にWebサーバ，CGI
（Common Gateway Interface）で使用するPerl 言
語開発環境，解析コード，及びその入力データや
計算結果のデータファイルで構成されている。一
方，クライアント側には，解析コードのユーザイ
ンターフェース用に利用しているWebブラウザ，
CADソフト，可視化ソフト，ワープロソフト，表
計算ソフトがインストールされている。

２．２　オペレーティングシステムとソフトウェア

（１）オペレーティングシステム（OS)
　OSの選定においては，OSの安定性，使いやす
さ，多くのパッケージソフトの利用，かつ，Web
サーバが構築できるものとして，Microsoft社の 
Windows NT を採用した。

（２）開発環境ソフトウェア及び解析コード
　解析コード開発環境として比較的廉価で計算の
高速実行可能なFortran Compilerを採用した。 
DOREのプロトタイプに集約された解析コード
は，CP挙動解析コード（PSYCHE10），及び配管・
機器周りの線量率分布ライブラリ（単位線源分布
に対する各評価点における線量率）を計算するた
めの遮蔽計算コード（QAD‐CG）である。
（３）汎用パッケージソフトウェア
　PC上で利用できる可視化ソフト（AVS社 AVS/ 
Express Viz：以下，AVS），基本幾何形状（プリ
ミティブ）のブーリアン演算可能なCADソフト
（AutoDesk社 3D Studio MAX：以下，MAX）及び
オフイスソフト（Microsoft Excel，Word，Power-
Point)など，DOREとして必要な機能を満足しか
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図１　DOREの基本システム構成

�　機能構成と処理の流れ

�　システム構成
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つ，コストパフォーマンスに優れ，汎用的でマル
チプラットフォームに対応したパッケージソフト
を採用した。また，Webブラウザソフトには 
Netscape Communicator を採用した。

２．３　ハードウェア

　DOREのハードウェアには高性能PCを用いる
こととし，PC用プロセッサにIntel Pentium�‐
550MHz Xeonを搭載し，解析コードの高速実行を
可能とした。また，メモリ，周辺装置などの処理
性能・仕様において，優れたコストパーフォーマ
ンスを有し，信頼性の高い機種を採用することと
した。さらに，高速描画処理可能とするためのグ
ラフィックスボードを搭載し，AVS及びMAXによ
る描画の高速化を図ることとした。

３．プリプロセッサとポストプロセッサ

　DORE構築において，解析コードは極力手を加
えずに利用しシステム化することを方針とし，解
析コードの入出力データ作成部のプリ／ポストプ
ロセッサを構築した。　 

３．１　プリプロセッサ

（１）機能概要
　解析コードの改良・機能拡張や新たな解析コード
の組込みに際してDOREシステムの変更を最少限
に抑えられるよう，各種解析コードの入力データを
統一し，プリプロセッサに以下の機能を持たせた。
�　個々の解析コードが有する固有の入力形式の
データを，システムが定める中間形式のデータ
ファイルに自動変換し，また，その逆を行う双
方向データ変換コンバータを開発し組込んだ。

�　入力データのうち数値データは，インターネ
ットで使用しているWebブラウザを利用し対
話的にデータの設定，変更，削除を可能とする
とともに，PCやWSの機種に依存しない操作環
境を実現した。

�　QAD‐CGコード特有の幾何形状入力データ
の作成に対しては，CADソフトとの連動により
画面上で図形を確認しながら入力データを作成
できるようにした。また，QAD‐CGコードの幾
何データとCADソフト間で双方向にデータ変
換ができる機能を持たせることにより，既に作
成された幾何形状入力データをCADソフトで
図形表示し検証を容易とした。

（２）Webブラウザによるユーザインタフェース
　DOREに組込んだ解析コードのユーザインター
フェースのほとんどをWebブラウザを利用し作
成した。ただし，解析コードの入力データのよう
に，解析する問題により，入力データの個数が変
更になる場合を考慮し，動的に画面のレイアウト
が変更出来るような方法を取った。また，解析コー
ドの入力データ設定画面はデータ項目が多いた
め，作成するWeb画面のページも多くなる。そこ
で，入力データ設定画面が容易に作成できるよう
に簡単なデータ記述で動的な画面レイアウトに対
応したHTMLが自動生成できる機能を持たせた。
（３）解析コードの組込みと入力データファイルと
のデータ授受

　解析コードのプリプロセッサとのシステム化は
以下の基本方針によった。
�　解析コードの計算実行はネットワーク上の
サーバ側で行うこと。

�　解析コードは基本的に変更しないこと。
�　解析コードの改良・機能拡張に対して，プリ
プロセッサの変更が最少限で行えること。

　本システムでは，データ授受の基本部分に中間
データファイルを構築することにより，個々の解
析コードが持っている固有の入力データ形式を吸
収し，サーバのCGIプログラムとクライアントの
ブラウザの入力データ設定画面間でスムーズに
データ授受が行えるようにした。中間データファ
イルのデータ記述形式は，Fortran言語のNameList
形式に近い仕様とした。
（４）MAXによる幾何形状の設定
　QAD‐CGコードで使用する幾何形状入力デー
タの作成においては，CADソフトとの連動により
画面上で図形を確認しながら入力データを作成で
きるようにした。DOREでは，サーバ側にある
QAD‐CGコードの入力データをWeb画面により
クライアント側にダウンロードし，そのデータを
使ってMAXにより幾何データの新規作成・追加・
変更を行う。
　QAD‐CGコードの入力データには，３次元幾何
形状データ［遮蔽設備，線源領域，空間］が含ま
れており，Combinatorial Geometry（CG）という
表現方法により，データの記述が行われるが，か
なりの熟練を要する。CGでは，まず，直方体
（RPP）・円形シリンダー（RCC）・直三角柱（WED）
などの単純な立体型（プリミティブ）を定義し，
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次に，それらを組み合わせてブール演算により目
的幾何形状を生成する。MAXにCGとのデータ変
換機能を持たせ，QAD‐CGコードの入力幾何形状
データを自動生成できるようなプラグイン（モジ
ュール）を作成した。これにはMAXにより作成し
た幾何形状データを，QAD‐CGコードのプリミテ
ィブ定義のカード及びブール演算定義のカードと
してファイルに出力するためのエクスポート機
能，及び二つのカードを読む込むためのインポー
ト機能も持たせ双方向のデータ授受を可能とし
た。
　また，作成した幾何形状を３角形のパッチ情報
としてAVSフォーマットでファイル出力するプラ
グインを作成し，可視化ソフトAVSにおけるプラ
ント幾何形状の表示として利用できるようにし
た。図２に作成した「もんじゅ」１次冷却系幾何形
状データのMAXによる検証例を示した。

３．２　ポストプロセッサ

（１）機能概要
　解析コードによる計算結果は，サーバ側のデー
タファイルシステムに保存されるが，解析結果の
分析，編集加工，可視化を行うため，必要に応じ

てクライアント側にダウンロードできるような機
能を持たせた。この機能により，クライアント側
に表計算ソフトや可視化ソフトを準備しておけ
ば，計算結果の後処理が容易となる。
（２）プロトタイプポストプロセッサの構成
　プロトタイプのポストプロセッサは，図３に示
すように個々の解析コードの計算結果を対象に，
可視化や結果の分析，加工など個別の後処理用プ
ログラムとして作成した。
　まず，QAD‐CGコードの計算結果は，単位強度
線源分布当たりの線量率を３次元評価点に対して
ライブラリとしてファイルに出力される。CPによ
る線量率分布は，この線量率ライブラリとPSY-
CHEコードの計算結果の線源強度分布を乗じて
再規格化して求められる。そのため，プロトタイ
プでは編集･出力兼データ変換機能を持ったポス
トプロセッサとしてQADLISTコードを作成した。
これは，線量率分布を再規格化するための編集機
能と，可視化用ソフトAVSへデータを渡すための
データ変換機能を有する。
　また，MAXに対して，QAD‐CGコードの入力
データから幾何形状データを抽出し，これらの
カードの特別なデータフォーマットを解釈し，
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図２　MAXによるQAD‐CG幾何形状データの検証例

「もんじゅ」１次主冷却系室とタンク室
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MAXに取り込めるようなプラグインインターフ
ェースを作成した。また，この幾何形状データを
線量率分布と重ね合わせて表示できるようにする
ために，可視化用ソフトであるAVSへデータを渡
すためのデータ変換機能を付加した。
　可視化ツールはクライアント（PC）上で独立に
起動して利用する形態とし，UNIX上で動作する世
界標準ツールとして実績のあるAVSを使用した。
上述したように，AVSによる線量率マップの可視
化は，AVSのUCD及びフィールドフォーマットに
変換されたMAXのプラント幾何形状出力（ファイ
ル名．ucd）とQADLISTの線量率分布出力（ファ
イル名．fld）の取り込みによって行われる。
　PSYCHEやQAD‐CGコードの計算結果のドキ
ュメント化については，解析コードのユーザイン
ターフェースのWeb画面により計算結果をサー
バ側からクライアント側にダウンロードし，フォ
ルダ内の書類として保存した後，コピー＆ペース
トの操作でEXCELのセルなどに計算結果を貼り
付けることで対応した。

４．システムの統合化

４．１　システム制御

（１）制御の概要
　図４に示すように，DOREの制御はイントラネ

ット環境上でクライアント側のWebブラウザを
用いて実現しており，ネットワーク上でサーバ側
のスクリプトやプログラムの起動にはWebサー
バソフトのCGI機能を利用している。一方，MAX
やAVS及びオフィスソフトは，クライアント側で，
Webブラウザとは独立に直接これらのアプリ
ケーションソフトを起動し利用する。

（２）システムの環境 
　DOREではWebサーバソフトにApacheを使用
し，CGIスクリプト用言語には，Perlバージョン
５を用いた。クライアントで使用するWebブラウ
ザにはNetscape社のCommunicatorを用いた。

４．２　CGIプログラムによるデータ授受通信

（１）CGIの概要
　CGIは，Web環境においてサーバとクライアン
ト間のデータ授受通信部のインターフェースであ
る。DOREのCGIプログラムは，入力設定画面を
HTML言語でサーバからクライアントに送信した
り，クライアントの画面で設定した数値データを
サーバ側に送信する通信プログラム，及び設定画
面の遷移をコントロールする制御プログラムから
構成される。CGIプログラムのほとんどはPerlと
呼ばれるインタプリタ言語で作成した。
（２）画面設定
　画面レイアウトを構築するためには，画面タイ
トル，入力データ項目，入力データの数値と解析
コードで使用する変数名称との対応，配列要素
（１，２，３次元変数）の場合の表形式などについて
定義する必要がある。DOREでは入力属性データ
を画面単位で作成し，それをHTMLに解釈しやす
い構造化HTML言語へ変換するCGIプログラムを
作成した。また，解析コードの入力データの種類
と値によっては画面レイアウトも変更しなければ
ならない。そのためには動的に画面レイアウトを
作り出せるような動的画面レイアウト生成CGIプ
ログラムを作成した。例えば，PSYCHEコードの
入力データで，炉心領域分割数を入力で変更する
と，炉心領域に関するデータ項目に対して領域数
だけの入力フィールドが自動的に生成される。図
５にWebブラウザでの画面階層を示した。
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図４　DOREシステム制御概要図

図５　DOREのWebブラウザでの画面階層
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５．解析コード

５．１　高速炉CP挙動解析コード（PSYCHE）

（１）解析モデル
　PSYCHEコードにおけるCP挙動の「溶解･析出
モデル」（solution‐precipitation model）を図６に
示した。これは，ステンレス鋼を浸漬して得られ
たCP移行試験データ7，8）を解析9～11）して構築された
ものである。これまでに，「常陽」，「もんじゅ」の
解析評価に用いられ3～6），類似のものが米国の
FFTFにも適用されている11～13）。このモデルでは，
溶出側は被覆管の肉減りと管壁内部からの拡散に
よる移行を考慮し，沈着側は管壁表面での析出と
内部への拡散を考慮する。ナトリウム中での移行
はナトリウム境膜中の拡散とループ中での輸送の
質量保存を考慮する。
　ナトリウムループ中の合金元素あるいはCP核
種の質量移行現象は，下記の境界移動型拡散方程
式と質量保存方程式により記述される。
拡散方程式：
左辺の符号（＋）：界面後退（減肉）の場合
　　　　　（－）：界面前進（表面沈着）の場合
　（溶出側）

　ただし，放射性核種の中性子吸収断面積が大き
い場合は（58Co，182Ta等）λをλ＋∫σφdEnに置
き換える。
　（沈着側）

境界条件（溶出側，沈着側で共通）：

右辺の符号（－）：界面後退（減肉）の場合
　　　　　（＋）：界面前進（表面沈着）の場合
質量保存方程式：

〔記号の説明〕
　　濃度［atom/cc］
　　肉厚方向座標，y流路方向座標［cm］
　　管壁中拡散係数［cm2/s］
　　管壁表面ナトリウム中溶解速度定数  ［cm/s］ 
　　ナトリウム中からの析出反応速度定数 

［cm/s］
　　ナトリウム境膜中物質移行係数［cm/s］
　　規格化ナトリウム中酸素濃度因子［－］
　　総括物質移動係数［cm/s］
β又はβ＊　化学的分配パラメータ［－］
　　界面後退速度（減肉速度）［cm/s］
　　界面前進速度（管壁表面析出層成長速度）

［cm/s］
　　放射化生成速度［atom/s］
　　放射性崩壊定数［1/s］
　　核反応断面積［cm2］
　　中性子フラックス［n/cm2/s］
　　ナトリウム流速［cm/s］
　　等価水力直径［cm］
　　等温部長さ［cm］
　　Na中酸素濃度［ppm］
　　Na中拡散係数［cm2/s］
　　レイノルズ数
　　シュミット数
　　気体定数 R＝1.987×10－3 kcal/deg・mol
　　ボルツマン定数 KB＝8.617×10－5 eV/deg
下付添字�は界面を表す。
 '付記号はナトリウム中の量を表す。

　これらの連立偏微分方程式は非線形であるため
厳密な解析解を得ることはできないが，幾つかの
仮定を設けて線形化し，初期条件を与えて解析近
似解を得ることが行われてきた9～11）。PSYCHEコー
ドでは飯沢らの解析近似解9）を用いており，これは
インベントリー数値積分計算のタイムメッシュ内
での，ナトリウムループ中濃度の定常分布を仮定
し質量保存を近似的に満足させたものである。一
方，Polly10）とKuhn11）の解析近似解は溶出側で質量
保存を考慮せず過大側の結果を与える。得られた

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

技
術
報
告

図６　PSYCHEコードにおけるCP挙動の
「溶解・析出モデル」
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解により質量フラックス（J），管壁中濃度（C），
ナトリウム中濃度（C'）などを表すことができる。
　CP挙動には化学種によって特徴があり，表１に
示すようにマンガンタイプとコバルトタイプに分
類される。前者は溶出の酸素濃度依存性は弱く（肉
減り速度の酸素濃度依存性からのみ生ずる），管壁
中拡散による溶出の寄与が大きい。後者は酸素濃
度依存性が強く，肉減り速度に伴う溶出の寄与が
大きい。また，コバルトタイプの界面移行は境膜
拡散律速であるのに対し，マンガンタイプではそ
れと界面反応律速の中間となる。ここで，モデル
パラメータはCP元素の管壁中拡散係数（D)，総
括物質移動係数（K')，化学的分配パラメータ（β
orβ＊)，境界移動速度（ucord)であり，表２に示し

た。β＊には酸素濃度因子（ θ '＝酸素濃度／１２）
が含まれているが，これは参照濃度（モデルパラ
メータを決定したループ実験7）の酸素濃度＝１２ 
ppm）で規格化した濃度である。これらの式の値
は，ループ実験でのCP核種沈着分布や管壁中濃度
プロフィールの解析により決定され9），「もんじゅ」
適用時に「常陽」実測データ解析により一部改良
した6）。特に，「常陽」MK‐�炉心移行作業の影響
を受けたと見られる，ナトリウム中酸素濃度変動
に起因する，60Co溶出速度の変動を再現するため，
β＊の酸素濃度依存次数を１次から２次に変更し
た。これは純鉄のナトリウム中質量移行試験で観
察された鉄の腐食速度が酸素濃度の２乗に比例す
ると言う結果18）にも対応している。ucは挙動モデ
ルでt→∞の時 J＝ucCo（Co：管壁中初期濃度）で
あるので，材料の質量移行試験によるステンレス
鋼の肉減り速度実験式（定常腐食速度）19）を適用で
きる。また，ナトリウム境膜中の物質移動係数k'
にはTreybal14）の式を用いた。
（２）計算方法
　PSYCHEコードのCP挙動計算体系図を図７に
示した。CPの発生（炉心材料の放射化とナトリウ
ム中への溶出）は炉心部で起り，冷却材の流れに
よって下流部に運ばれ，配管・機器管壁に沈着し，
冷却系点検保守時における作業者の被ばく原因と
なる。一方，ナトリウム中に残留するCPはごく
少ない。管壁沈着は冷却系ループ中で起るだけで
はなく，炉心部入口や周辺部の低温側でも生ずる。
炉心部の燃料集合体や反射体表面などに沈着した
腐食生成物は溶出した放射性核種を含むだけでは
なく，中性子照射を受け強く放射化される。これ
らは，使用済み取出し燃料のナトリウム洗浄時に
廃液中へ離脱し，廃液や洗浄設備の強い放射能汚
染を引き起こす15）。PSYCHEコードでは配管･機器
系統管壁におけるCP沈着分布を計算するだけで
なく，これら炉心部の放射化腐食生成物について
も，表面沈着物の化学組成（炉内に残されたコバ
ルト基硬質被覆材であるステライトの影響が重要
である）を与えて，計算できる4，6）。
　計算は設定時間（運転時間）を多数の細かなタ
イムメッシュに分割して行い，各メッシュ内では
ナトリウム中CP濃度のループ回路に沿った分布
は定常であると仮定する（ナトリウム中定常分布
の仮定）。各タイムステップのCP移行計算は解析
近似解を用いて行い，得られた計算結果のループ
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表１　ナトリウム中CP質量移行分類

＊それぞれの放射性同位体を含む

総括物質
移行係数

化学的分配
パラメータ

元素＊分類

β

Mn
マンガン
タイプ

Ni

Ta

β＊

Co
コバルト
タイプ

Fe

Cr

K' ＝ k'k'd
k' ＋k'd

K'
for

k'～～
k' k'd≪

表２　モデルパラメータ（PSYCHE10）

＊1  本式に「常陽」データに適合して決定した補正係数を掛け
て用いる。

＊2  本式に「常陽」データに適合して決定した時間依存型の補
正係数を掛けて用いる。

式名　　称
記号

（単位）

実効拡散係数＊1

（管壁中）
D

（cm2/s）

uc ＝3.17×10－12Ox 0.803

 

界面移動速度
u

（cm/s）

（マンガンタイプ）
β＝1.58×108exp（2.13/RT ）
（コバルトタイプ）
β ＊ θ ' 2＝9.93 × 108 exp （ 1.69 / RT ）
　　 θ'＝Ox' /12

化学的
分配係数

β
or
β＊

（マンガンタイプ）
 

k'd ＝5.05×10－3exp（3.46/RT ）
（コバルトタイプ）
K'　k' ＝0.023Re0.83Sc 1/3D' /d
D' ＝5.1 × 10－4exp （－ 0.032 /KBT ）

総括物質
移行係数

K'
（cm/s）

D ＝1.32×10－4exp

�
 �
 �42.1

RT －

�
 �
 �

K' ＝ k'k'd
k' ＋k'd

～～

ud＝3. 17 × 10－12 × 0.0402exp

�
 �
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× exp 12.63 －0.00591Ld
22
RT －

�
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 �

�
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2.29
RT
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各領域の管壁濃度及び炉心部入口ナトリウム中濃
度を次のタイムステップの初期値とする。このよ
うにして，ループ回路で近似的にマスバランスが
保たれる。各タイムステップでの回路に沿った各
領域での放出あるいは沈着の累積量は次式により
計算する。

n=1，2，3…
及び，
　　　　放射性核種放出の場合
　　　　放射性核種沈着
　　　　及び安定元素放出と沈着の場合
ここで，
　　　　n番目のタイムステップにおける領域 l  

での放出ないし沈着の累積 量 ［ ato m / cm2］ 
　　　　n番目のタイムステップにおける領域 l  

での放出ないし沈着のマスフラックス
［ ato m / cm2/s］

　　　　タイムステップ幅［s］
（３）入力データ
　表３にPSYCHEコードで解析可能な安定及び放
射性同位体並びに生成核反応を示した。58Co及
び182Taについては，それらの中性子吸収断面積が
大きいので２重中性子捕獲まで考慮し計算され
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図７　PSYCHEコード計算体系模式図
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表３　解析核種と生成核反応

核種No.

50Cr１

54Fe２

58Fe３

58Ni４

60Ni５

59Co６

181Ta７

（安定同位体）

（放射性同位体）

（安定同位体）

生成核反応核種No.

50Cr（n，γ）50Cr
54Fe（n，α）51Cr

51Cr８

54Fe（n，p）54Mn54Mn９

54Fe（n，γ）55Fe55Fe１０

58Fe（n，γ）59Fe59Fe１１

58Ni（n，p）59Co（n，γ）59Co（C）58Co１２

59Co（n，γ）60Co（A）
60Ni（n，p）60Co（A）

60Co（A）１３

58Ni（n，γ）59Ni59Ni１４

181Ta（n，γ）182Ta（n，γ）183Ta182Ta１５

58Fe（n，γ）59Fe（n，γ）60Fe60Fe１６

58Ni（n，p）58Co（n，γ）59Co（C）59Co（C）１７

58Fe（n，γ）59Fe（n，γ）60Fe　 59Co（B）60Co（B）１８

58Ni（n，p）58Co（n，γ）59Co（C）（n，γ）60Co（C）60Co（C）１９

→β
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る。また，60Coについては，主な生成ルートによ
る60Co（A）の他に，58Coルートの高次生成反応に
よる60Co（C）及び鉄のバーンナップによる60Co（B）
（60Feとの放射平衡により３×１０ 5 yの半減期とな
る）も評価可能である。
　PSYCHEコードの入力データはユーザインター
フェースのWebブラウザ入力により設定される。
以下に入力データの概要を述べる。
�　CP挙動モデルパラメータ
　表２に示したものを用いる。
�　プラントモデルデータ
　プラントモデルデータは，放射化計算用核デー
タ，幾何形状，伝熱･流動，材料組成の各データ
から成る。これらは，炉心及び冷却系統ループの
各領域あるいは設定した空間メッシュ領域に対し
て与える。核データは炉心部の分割メッシュにお
ける中性子フラックスと放射化断面積から成る。
幾何形状及び伝熱流動データは，炉心部と冷却系
統ループに分かれ，分割メッシュあるいはループ
領域に対して，領域長さ，等価水力直径，接液面
積計算用直径，冷却材温度，冷却材流速から成り，
炉心部では燃料被覆管表面温度の算出のため線出
力密度及び熱伝達率が付け加わる。
�　運転条件データ
　運転工程とナトリウム中酸素濃度である。
�　計算制御用パラメータ類
　計算制御用パラメータは解析核種，計算タイム
メッシュや出力指定，及びCPトラップ効果解析及
び放射化ナトリウム（２重中性子捕獲まで考慮し
た24Na，22Na）計算など幾つかのオプション計算設
定などである。

５．２　遮蔽計算コード（QAD‐CG）

（１）遮蔽設備幾何形状の記述
　QAD‐CGコードでは，CG（Combinatorial Ge-
ometry）サブルーチンにより，三次元空間構造を
直方体（RPP）･円形シリンダー（RCC）･直三角
柱（WED）などのような単純な立体型幾何形状
（プリミティブ）の結合で表す。まず，対象空間を
三つの特徴的なゾーン（線源，遮蔽体，空間）に
分割し，それぞれのゾーンをプリミティブの一つ
又は複数の組み合わせで表す。プリミティブは空
間記述のため設定されたＸ，Ｙ，Ｚ座標に対して
任意に置くことができる。幾何表現の基本は，プ
リミティブの「交差」と「結合」の関係により，

対象ゾーンの位置と形状を定義することである。
「交差」と「結合」の演算記号として，（＋），（－），
（OR）を用いる。プログラムでは，これらの記号
を用いて対象ゾーンの定義に関連する情報を記述
する。プリミティブに（＋）記号を付けて表せば，
対象ゾーンがそのプリミティブに含まれることを
意味し，（－）記号ではそのプリミティブから外さ
れることを意味する。（OR）は対象ゾーンがそこ
でのすべてのプリミティブに含まれることを表
し，（＋），（－）によるサブゾーンのすべてを一つ
のゾーンとしてまとめて扱うという条件を意味す
る。CGの幾何形状の入力データは二つのカードで
構成される。一番目のカードはプリミティブのタ
イプと位置を記述する。二番目のカードは対象
ゾーンをプリミティブの「交差」と「結合」によ
り記述する。DOREではCG幾何形状設定は３．１（４）
節で述べたところのMAXにより行い，データは直
感的なCAD図形構成から自動生成できる。プロト
タイプでは，「もんじゅ」の１次主冷却系室，タン
ク室，純化系室，IHX上部室のデータを整備した。
（２）ガンマ線遮蔽計算
　QADコードは，点減衰核法により，遮蔽領域を
含む構成各領域におけるガンマ線の透過計算を行
う。この方法は，任意の各評価点における線量率
を，線源と評価点を結ぶ直線（視線）上を吸収や
散乱を受けることなく，評価点に到達した光子（エ
ネルギーE）のフラックスとビルドアップ係数の
結合により表す。ビルドアップ係数は，視線が遮
蔽領域を貫通するような対象空間の配列構成にお
いて，評価点を通る散乱線の効果を補正するため
のものである。この係数は，エネルギーE，配列，
遮蔽材質の関数である。評価点における線量率は，
広がりを持った線源の場合，それぞれのガンマ線
エネルギー群に対して線源体積の積分となる。等
方線源からの放射光子S（単位時間，単位体積当
たりのエネルギーE）による，任意の評価点にお
ける線量率Dは次式で表される。

ここで，
　：線量率評価点位置座標
　：体積V中線源ポイント位置座標
　：線源領域体積
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　：エネルギーEの減衰係数の合計
　　　：線源ポイントから評価点までの距離
B（μ 　　  ，E）：エネルギーEの線量ビルドアップ

係数
　：フラックスから線量率への変換係数
　ビルドアップ係数はGoldstein‐Wilkinsモーメン
ト法によるサブルーチンにより計算される16，20）。
（３）線源領域の記述
　冷却系ループの線源ゾーンは円柱座標で記述
し，CPの場合は管壁内面分布でr＝0，z（軸方向），
φ（円周方向）の分割を指定する。放射化ナトリウ
ム及び希ガスFPや131I，137Csなど揮発性FPを扱う場
合は，円柱状の体積線源を扱うことになり，rに
対しても分割数を指定する。DOREの計算は線源
／線量率分布変換ライブラリ作成であるので，す
べてのガンマ線エネルギー群に対し，一様な単位
線源分布（1μCi/cm2 or /cm3）として計算する。
（４）遮蔽体領域の判定
　遮蔽体領域は，CGサブルーチンにおいて，幾
何形状入力データに基づき二次曲面領域境界方程
式により表現される。次に，線源から評価点に向
けて，この視線上の点が含まれるゾーンについて，
代数幾何学的アルゴリズム1，16，20）により，順次判定
していく。このように，視線上の各点のステップ
ごとに，評価空間内の全領域についてゾーン判定
をすることになるが，これが線量率マップ作成用
ライブラリの計算時間を膨大なものにする（１万
点で約５００h）。そこで，計算の高速化の手段とし
て並列計算システム化の試みも始まっている。こ
れらの開発によって放射線遮蔽や線量率マップ評
価のリアルタイム化が進み，プラント設計と運転
保守管理分野やデコミショニング分野などでの利
用効率が格段に高まると考えられる。
（５）入力データ
　QAD‐CGコードの入力データはユーザイン
ターフェースのWebブラウザ入力により設定さ
れる。以下に入力データの概要を述べる。
�　ガンマ線源関連データ
　線源強度，ガンマ線エネルギー，線源座標と形
状，線源物質組成と密度，線源ゾーン分割方法
�　遮蔽体関連データ
　遮蔽体座標と形状，遮蔽体物質組成及び密度
�　物理データ
　線量率変換係数（mR/h/photon/cm2・s）
�　評価点関連データ

　評価点座標と座標系タイプ
�　ガンマ線質量吸収係数
　コード内に保有しており，核種の原子番号及び
平均エネルギーの指定により使用する。
�　ビルドアップ係数
　水，コンクリート，鉄及び鉛のビルドアップ係
数は各エネルギー群に対してコードサブルーチン
により算出される。

５．３　線量率編集コード（QADLIST）

　PSYCHEコードによるCP線源分布計算及び
QAD‐CGコードによる線量率変換ライブラリ計
算後に，これらの結果を用いて線量率分布計算及
びマップ可視化作業を行う。QADLISTコードは
これらの作業を行うための編集コードでポストプ
ロッセサに相当する。QADLISTコードの入力
データは，ユーザインターフェースのWebブラウ
ザ入力により３種類のものが作成される。室名
_QLSTLIB.datはQAD‐CG計算結果のライブラリ
をガンマ線エネルギー群／評価点の見やすいテー
ブルに編集し出力する。室名_QLSTDOS.datは，
PSYCHEコードにより得られた線源分布を与えて
線量率分布計算結果を出力する。ここで，線源分
布はPSYCHEの線源領域のものからQAD‐CGの
線源領域のものへ調整しする必要がある。室名
_QLSTAVS. datは，AVSソフトによる可視化用入
力データを作成する。

６．「もんじゅ」への適用

６．１　概要

　DOREを「もんじゅ」定格運転長期評価に適用
し機能確認した結果について述べる。点検保守時
の１次冷却系室線量率マップの計算と可視化に
は，PSYCHEを用い計算したCP線源分布を用い
た。定格運転１０年余で実質的に飽和に達すると予
測される。線量率変換ライブラリはQAD‐CGコー
ドにより計算し，マップ可視化用として，１次主冷
却系室，１次オーバフロータンク室，１次ナトリウ
ム純化系室の各全域，そのほか機器周り詳細など
について作成した。これらの線源分布と線量率変
換ライブラリを用いて，QADLISTコードにより線
量率マップを計算し，可視化を行い，冷却系室全
域の線量場の把握が容易となることを確認した。
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６．２　定格運転時におけるCP沈着分布の予測

（１）計算方法
　点検保守時に冷却系室の放射線場形成に寄与す
る主なCP核種である54Mn，60Co，58Coを評価対象
線源とした。運転工程は，定格運転（原子炉熱出
力714MWth）１～５サイクルまでは低燃焼度炉
心，６サイクル以降は高燃焼度炉心で，５４サイク
ル運転終了時（ほぼ３０年経過後）までの１次冷却
系配管機器管壁のCP核種の沈着濃度及び系統領
域インベントリ分布などを計算した。プラント
データは定格運転に対する設計評価データを用い
た。モデルパラメータは表２の値を用いたが，一
部のパラメータ（54MnのDとud）については「常
陽」実測データへの適合により補正したものを用
いた。また，「常陽」運転経験から，燃料集合体や
反射体洗浄廃液を除けば機器接触摺動部ステライ
ト表面硬質被覆材からの60Co発生の影響は少ない
と考えられ，本予測にはその影響は含まれていな
い。
（２）予測計算結果
　図８に定格運転でのCP飽和インベントリ分布
予測結果を示した。54Mnが60Coの約８倍の発生量
であるが，54Mnの半減期は０．８５yと比較的短いの
で，FBRにおける冷却系統CP廃棄物からの負荷は
軽減される。54Mn，60Coの蓄積分布は，60Coが54Mn
に比べ若干高温側に偏るがほぼ同等で，IHX，主
ポンプ，炉心部に９０～９５％のものが蓄積し，配管
部には数％程度である。また，コールドトラップ
（CT）はCP除去器としての機能は少ないことを示
す。即ち，CP金属元素のナトリウム中溶解度は中
高温部でも極く低いため，CTがCP濃度の決定機
器とはならないことを示す。58Coの発生量は少な
く，しかも約８割のものが炉心部に沈着し止まり，
炉外ループへの流出は少ない。

６．３　線量率変換ライブラリの作成

（１）QAD‐CG配管･機器幾何形状モデルの作成
　１次主冷却系室とオーバフロータンク室は，コ
ンクリート遮蔽壁中間床を介して上階，下階の位
置関係にあり，相互の線量率寄与を評価可能とす
るため，同一計算体系において幾何形状の作成を
行った。図２に形状モデルデータのMAXによる検
証結果を示した。同様に１次純化系室の形状モデ
ルを作成した。

（２）線量率変換ライブラリの計算
　前項で作成した各冷却系室配管機器の幾何形状
モデルを用いて，CP（51Cr，54Mn，58Co，60Co）及
び放射化ナトリウム（22Na）の単位線源（１μ
Ci/cm2又は1μCi/cm3）を与えた時の線量率マッ
プ可視化用メッシュ格子点（５０cm間隔）におけ
る線量率を計算し，各部屋におけるライブラリを
作成した。また，代表的なCP沈着分布測定計画
点や保守作業評価点に対するライブラリも作成し
た。

６．４　定格運転時における線量率分布予測結果

　前節までの計算結果を用い，QADLISTにより
計算した，HL及びCLスナバ配管保温材表面での
線量率推移の予測結果を図９に示す。おおむね原
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図８　「もんじゅ」定格運転CP飽和インベントリ分
布予測
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子炉積算出力２，０００GWd時点（定格運転１３年経
過）で飽和に達するものと予測される。飽和レベ
ルはCLが3mSv/hでHLの2mSv/hより高く，線量
率に対する核種の寄与はHLでは54Mnと60Coがほ
ぼ同等で，CLでは54Mnが大半を占める。幾つか
の保守評価点における飽和線量率の予測値を表４
に示した。スナバ位置の配管直接表面の線量率は

保温材表面に比べ０．５～１．５mSv/h程度高い。最大
の線量率レベルは逆止弁近傍で５．６mSv/hとな
る。通路部は1mSv/h前後と予測される。

６．５　線量率マップの可視化

　「もんじゅ」１次冷却系各室の線量率マップの可
視化結果を図１０，１１に示した。いずれも定格運転
プラント点検保守時におけるCP及び放射化ナト
リウムの飽和線源によるものである。
　線量率マップの可視化から得られる知見をまと
めると以下のとおりである。
�　１次主冷却系室
　IHX，ポンプ及びミドルレグ，コールドレグ配
管機器表面近傍の線量率は4mSv/hレベルに達し，
配管機器周辺部の空間線量率はおおむね2mSv/h
レベルに達すると予測される。線量率に寄与する
のは管壁に付着したCP線源である。
�　１次オーバーフロータンク室
　オーバフロータンク，ダンプタンクまわりの線
量率は4mSv/hオーダに達し，タンク周辺部の空間
線量率は1mSv/h以上に達すると予測される。線量
率に寄与するのはほとんどがタンク内に残留した
放射化ナトリウム（22Na）である。
�　１次ナトリウム純化系室
　CTからは炭素鋼材による機器遮蔽体効果のた
め線量率寄与は少なく，配管，エコノマイザー管
壁に付着したCPからの線量率寄与が大きくなる。
線量率は高いところで3mSv/h程度に達する。配
管，エコノマイザー周辺部及び供用中のCT‐A外表
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表４　「もんじゅ」定格運転１次主冷却配管飽和線量率予測（μSv/h）

合計60Co58Co54Mn予測位置合計60Co58Co54Mn予測位置

2.21E ＋ 031.02E ＋ 032.35E ＋ 011.17E ＋ 03同左保温材表面2.98E ＋ 031.40E ＋ 033.46E ＋ 011.55E ＋ 03
HLスナバ配管
直接表面

3.67E ＋ 031.51E ＋ 032.77E ＋ 012.13E ＋ 03同左保温材表面4.28E ＋ 031.83E ＋ 033.70E ＋ 012.41E ＋ 03
IHX入口配管
直接表面

3.25E ＋ 035.04E ＋ 025.84E ＋ 002.74E ＋ 03同左保温材表面4.79E ＋ 037.31E ＋ 028.32E ＋ 004.05E ＋ 03
CLスナバ配
管直接表面

3.26E ＋ 038.78E ＋ 029.88E ＋ 002.37E  ＋ 03
１次主ポンプ
ガードベッセル
外面

5.61E ＋ 031.46E ＋ 031.65E ＋ 014.13E  ＋ 03逆止弁近傍

9.51E ＋ 024.07E ＋ 029.40E ＋ 005.35E ＋ 02HL通路

1.36E ＋ 033.73E ＋ 024.21E ＋ 009.84E ＋ 02ML通路

8.87E ＋ 022.56E ＋ 022.57E ＋ 006.28E ＋ 02CL通路

図９　「もんじゅ」定格運転線量率推移予測
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面部は1mSv/h程度と予測される。
　以上述べたように，線量率マップの可視化によ
り，プラント点検保守時における１次冷却系室内
の線量率分布の傾向を，直感的，全体的に把握し
理解することが容易となった。今後，「もんじゅ」運
転再開により得られるCP実測データにより，解析
コードの検証と改良を進め，実機データの解析
ツールとして信頼性を向上させていかなければな
らない。また，DOREのプラント点検保守計画立
案作業などへの適用を図り，プラント管理ツール
として改良を進めていくべきものと考えられる。

７．おわりに

　高速炉保修線量評価システム（DORE）を開発
した。これにより，１次ナトリウム冷却系における
点検保守時のCP線源分布とこれによる冷却系室
内の線量率分布の予測が，首尾一貫して解析評価
できるようになり，また，結果を可視化表示し理
解しやすいようになった。これまで，メインフ
レーム上で個々に利用されて来た関連解析コード
（PSYCHE，QAD‐CG）はDOREに統合化され，
評価技術の継承と保存をより容易に，かつ，確実
に行えるようになった。同時に，コードの入力
データを画面入力で対話的に作成可能としたの
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図１０　「もんじゅ」１次主冷却系室の飽和線量率マップ

（コンタ：水平スライス） （等値面及びコンタ：縦スライス）

図１１　「もんじゅ」１次オーバーフロータンク室及びナトリウム純化系室の飽和線量率マップ

（１次オーバフロータンク室） （１次ナトリウム純化系室）
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で，開発者以外のエンジニアにも利用しやすいも
のとなった。DOREはWeb技術を利用したイント
ラネット上でサーバ／クライアントモデルに基づ
き構築されたシステムであるので，社内のイント
ラネット上であればどこからでもアクセス可能で
ある。
　本システムを「もんじゅ」に適用するため，１
次冷却系配管機器幾何形状データ及びCP線源に
対する各冷却系室の線量率変換ライブラリを整備
した。これらを用いて定格運転時のCP線源分布
及び線量率分布の予測，並びに飽和線源に対する
線量率マップの可視化を行った。これにより点検
保守時の線量率予測や低減対策立案に必要な放射
線状況を直感的，全体的に把握し理解しやすくな
ることを確認した。
　２００１年度末までには，本システムに高速炉トリ
チウム挙動解析コード（TTT）及びFP挙動解析
コード（SAFFIRE）も組み込み，システム拡張を
行い，高速炉運転保守時の放射線評価手法の集約
と統合化を推進する計画である。

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９
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１．はじめに

　プルトニウム転換技術開発施設（以下，転換施
設）は，分離精製工場にて使用済み燃料から回収
された硝酸プルトニウム溶液及び硝酸ウラニル溶
液をマイクロ波加熱直接脱硝法により加熱・脱硝
することにより，燃料製造用原料となるプルトニ
ウム・ウラン混合酸化物（以下，MOX）粉末の製
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The Plutonium Conversion Development Facility (PCDF) periodically carried out old equipment removal / renewal 
work for stable operation. The First removal / renewal program was carried out from 1993 to 1994. The Secondary 
removal / renewal of equipment (filter casings, microwave heating denitration apparatus, blender and glove boxes) was 
carried out from 1998 to 1999.  
Two new type air-line suits (double-layered type air-line suits and water flushing-decontamination-type air-line suits) 
were developed. These air-line suits were used for the Secondary removal / renewal program.  The results of using these 
air-line suits  the resistance test of the greenhouse against earthquakes  and the contamination behavior of the glove 
box, which is independent from the ventilation system, are reported in this paper. 

キーワード

プルトニウム転換技術，プルトニウム，設備更新，脱硝加熱器，混合機，エアラインスーツ，ダブルカバー付き

エアラインスーツ，水除染型エアラインスーツ，グリーンハウス，耐震実験，グローブボックス

Equipments Removal and Renewal at Plutonium Conversion Development Facility
-The Secondary Removal and Renewal Program-

Hidemi ISOMAE�　　Naoki TAKAHASHI ＊

Reprocessing Operation Division, Tokai Reprocessing Center , Tokai Works

　プルトニウム転換技術開発施設では，1998年から1999年にかけて第２回設備更新として，脱硝加熱器及び混

合機を中心とした設備の更新を実施した。設備更新に当たっては，ダブルカバー付きエアラインスーツや水除染

型エアラインスーツ及び水除染機能付きグリーンハウス等，新たな技術を導入し，作業の効率化，工期短縮，被

ばく低減，放射性廃棄物の発生量低減を図った。また，本設備更新に先立ち設置されるグリーンハウスの耐震実

験を実施するとともに，撤去対象となった混合グローブボックスを換排気系から隔離・独立化させた際の状況に

ついて観察を行った。

Plutonium Conversion Techniques, Plutonium, Equipment Removal and Renewal, Microwave Heating Denitration 
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造を行う施設である。
　転換施設では，１９８３年の運転開始以来，適時設
備の改良を行うとともに定期的な設備の撤去・更
新を行うことにより，「ふげん」「常陽」及び「も
んじゅ」用燃料ペレット原料粉末を１９９７年４月ま
でに１２．４tonMOX転換し，燃料製造施設へ供給を
行ってきた。
　転換施設では，設備等の安定運転のため第１回
設備更新として，１９９３年から１９９４年にかけての約
１年間の計画停止を実施し，設計耐用年数を経過
した焙焼還元炉及び廃液蒸発缶を中心とした設備
の撤去・更新を実施した。第２回設備更新として，
１９９８年から１９９９年にかけて再度計画停止を実施
し，脱硝加熱器及び混合機を中心とした設備の更
新等を実施した。本報告では，第２回設備更新の
概要と今回２次廃棄物低減を目指して導入した改
良型エアラインスーツの効果について報告する。

２．設備更新

２．１　設備更新対象機器

　設備更新対象機器の選定に当たっては，設備の
現状及び不具合等の発生の程度及びその頻度，不
具合発生時の修復の難易度，設備の重要性（施設
に与える影響度），許認可の期間，更新に必要とさ
れる期間（撤去を含む），更新の予算額，更新に携
わる要員等を考慮した。これらの選定に当たって
は，これまで施設の運転・保守に長年にわたり携
わってきた運転員・保守員からの情報を重視した。
　その結果，表１に示す機器類が設備更新対象機
器として選定された。図１～２に，本更新におけ
る主要設備である脱硝加熱器及び混合機の概略図
を示す。
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図２　混合工程概要図
※本更新において，上記設備を全て更新

図１　脱硝工程概要図

表１　対象更新機器一覧

更新理由種　別対象更新機器

経年劣化汚染機器脱硝加熱器等１

改良改善汚染機器混合機等２

改良改善汚染機器
廃液処理設備
・乾燥機等

３

経年劣化汚染機器
分析設備
・分析グローブボックス
・分析機器

４

改良改善汚染機器
換排気設備
・フィルターケーシング

５

改良改善非汚染機器換排気計器等６

経年劣化非汚染機器

ユーティリティ設備
・冷凍機等
・NHガス供給設備等
・電気計装設備等

７
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２．２　設備更新に至るまでのフロー

　設備更新に至るまでのフローを図３に示す。
　設備更新を実施するに当たっては，転換施設の

運転によって生じた様々な不具合事象及び設備の
長期使用に伴う経年劣化等を考慮し，更新の必要
性の評価及び更新対象機器の選定を実施した後，
個別にその更新方法の検討を行った。更新方法の
検討に当たっては，モックアップ装置等を用いた
R＆Dを繰り返し行うことにより，検討した更新方
法の妥当性について評価を行った。これらの作業
と並行して，更新対象機器の詳細設計を実施し，
その安全性及び取合等についての評価を行った。
上記の評価結果に基づき，設計及び方法の認可申
請を行い，具体的な更新手順の検討及び機器の施
工設計を実施した。
　今回，更新対象として選定された機器（脱硝加
熱器及び混合機）は，核燃料物質により汚染され
ていることから，これらの機器の撤去・更新に当
たっては，グリーンハウス（以下，GH）を多段
に設置し，個々のGH内を負圧管理することによ
り汚染コントロールを実施した。

２．３　設備更新工程

　本設備更新の現地工事の工程を表２に示す。

２．４　GHの加振試験及び耐震評価

　GHの設置に先立って，混合機及び混合GB等撤
去用GHの耐震性を評価するため，加振実験を大
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表２　機器更新工程表

図３　設備更新に至るまでのフロー
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洗工学センターのメカトロニクス応用試験棟にて
実施した（図４）。実験の結果，最大約３００galの
地震に対しても塑性域に至る変形はなく，GHの
健全性が保持されることを確認した。また，本加
振実験にて得られた実験データを基に耐震解析を
行った結果，実験値とほぼ同等の解析結果を得る
ことができ，また実験結果と同様にGHのフレー
ム及び固定クランプに生じる力は足場材の許容耐
力を下回っていることを確認した。

２．５　設備更新対象機器の撤去

（１）脱硝加熱器等の撤去
　脱硝加熱器及び凝縮液回収設備が設置されてい
るGBの更新に先立ち，線量率の低減及び工事中の
汚染の拡大防止を目的として，GB内の粗除染を実
施した。粗除染は，グローブ作業によるふき取り
除染を主体として実施し，最後にレムパックによ
る汚染の固定を実施した。GB内の除染・固定を
行った結果，GB表面における線量率を大幅に低減
することができ，その後の更新に伴う作業者の被
ばく線量の低減化を図ることができた。

　粗除染終了後，撤去用GHを設置し要員訓練（着
脱装訓練，異常時対応訓練）を実施した後，１９９８
年１０月に脱硝加熱器等の撤去更新を開始した。更
新は，パネル交換法によりグローブボックスのパ
ネルを取外し，ダブルカバー型エアラインスーツ
を着用した作業員４名による３班入域（１日当た
り）で実施した。脱硝加熱器は，パネル開口部よ
りも大型のためGB内で切断撤去し，凝縮液回収設
備は脱硝加熱器撤去後のスペースを利用してGB
内に作業員が入り開口部（GB間間仕切り）を利
用して，据付ボルトを取外して撤去更新した。
　新しい脱硝加熱器はパネル開口部からの搬入が
可能となるように設計・製作し，脱硝加熱器本体
と駆動部の２分割にして搬入し，GB内での据付調
整が容易に実施できる構造とした。
　１９９９年４月からは，変則２交替勤務体制をとり，
１日当たり４班入域により１９９９年８月に工事を終
了し，その後周辺設備の復旧等を実施し１９９９年９
月に全ての工事を終了した。
（２）混合機等の撤去
　混合機等が設置されている混合グローブボック
ス（以下，混合GB）も脱硝加熱器が設置される
GBと同様に混合GB表面の線量率が高いことか
ら，混合GB内のふき取り除染を主体とした粗除
染・レムパックによる汚染の固定（混合GB内表
面へのルーズな汚染は依然として残存している状
態である）を実施した。その後，混合GB全体を
覆う撤去用GHの設置，作業員の訓練等を実施し，
１９９９年１月よりGB及び混合機等の撤去を開始し
た。撤去は，水除染型エアラインスーツ着装した
作業員３名による３班入域（１日当たり）で実施
した。また，グローブボックス及び内包大型機器
類の切断・撤去には，ニブラ，チップソー，バン
ドソーといった電動工具を使用した。
　１９９９年４月からは，脱硝加熱器の撤去作業と同
様に変則２交替勤務体制をとり，１日当たり４班入
域とした。混合GB及び混合機等の撤去は，１９９９
年６月半ばに終了し，新混合機及び新GBの設置作
業へと移行し，１９９９年８月の使用前検査合格をも
って工事を終了した。
（３）GBの隔離・独立化
　混合GB及び混合機等の撤去に先立って，混合
GB全体を覆うように撤去用GHの設置を行った。
その後，混合GBと他のGB及び換排気系との接続
配管等を切り離し，混合GBの隔離・独立化を行
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図４　グリーンハウス加振試験実施状況
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った（図５）。GBの隔離・独立化からホット作業
開始までの約１５日間，混合GB内の換気は行わず，
むしろ混合GBは撤去用GHにより弱負圧で外側に
引かれていた状態であったのにもかかわらず，混
合GB外側の表面及び壁・床等の表面汚染密度は，
いずれの測定点においても＜２．５×１０－３Bq/cm2

であり，混合GBを覆っているGH内における空 
気中放射性物質濃度は＜１．７×１０－１０Bq/cm3であ
った。

３．エアラインスーツの改良とその効果

３．１　新型エアラインスーツの考案

　選定された機器の更新方法については，それぞ
れの機器について詳細にその更新方法の検討を行
った。更新対象として選定された機器のうち脱硝
加熱器及び混合機の撤去に際しては，安全性・作
業の効率化の向上及び発生廃棄物の低減を目標に
ダブルカバー方式のエアラインスーツや水除染型
エアラインスーツといった新たなエアラインスー
ツ及びGHの開発を行った。これらのエアライン
スーツの開発及び作業手順の確立に当たっては，
モックアップ試験を繰り返し実施した。モックア
ップ試験にて得られた不具合等の知見について
は，開発サイドにフィードバックすることにより，
改良・改善を図った。

（１）ダブルカバー型エアラインスーツの概要
　脱硝加熱器等の更新に当たっては，従来の撤去
更新方法で大量に発生する低放射性固体廃棄物
（使い捨てられたオーバースーツ等）の発生量を低
減すること等を目的として，ダブルカバー型エア
ラインスーツを導入して作業を実施した。
　ダブルカバー型エアラインスーツは，従来のフ
ロッグマンスーツの変形型で，図６に示すように
エアラインスーツの背中にダブルカバーポート
（二重蓋）を有し，スーツに取り付けた内蓋をポー
ト扉ボルトの連結操作をすることによりポートに
固定し，着脱室とスーツ内を連結する構造であり，
作業員がスーツ内に入った後，ポートを閉めボル
トの連結を逆操作することで内蓋をスーツ側に固
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図６　ダブルカバー型エアラインスーツの概要

図５　GBの隔離・独立
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定し，ポートは壁に固定して気密を担保するシス
テムである。このため，従来のエアラインスーツ
に比べ，ダブルカバー型エアラインスーツでは
スーツに汚染が付着した状態で作業員の着脱装を
実施するため，エアラインスーツに付着する汚染
を低減するために着用していたオーバースーツ等
の防護資材が不要となるとともに，エアライン
スーツの着脱装がポートの数に応じて同時に実施
できるため，エアラインスーツの着脱装にかかる
時間の効率化が図れるシステムである（ダブルカ
バー型エアラインツーツによるGH入域手順を図
７に示す）。
　ダブルカバー型エアラインスーツの導入に当た
っては，スーツの防護係数確認試験，ダブルカバー
部の汚染拡散試験（蛍光粉末によるコールド試験，
汚染雰囲気での着脱試験）により安全性に問題の
ないことを確認した。
（２）水除染機能付きGH及び水除染型エアライン
スーツの概要
　混合GB及び混合機等の撤去に当たっては，作業
エリアが極めて狭く限定されていたため，従来の
GHに水除染機能を付加したGH及び水除染型エ
アラインスーツを導入して作業を実施した。
　今回使用した水除染機能付きGHの概要を図８

に示す。本GHの最大の特徴は，水除染設備を備
えたGH‐2（エアラインスーツの水除染エリア）に
ある。GH‐2は，内側・外側テントからなる２重
構造となっており，内側テント中には除染水のシ
ャワリング設備としてシャワーヘッド，除染水回
収のための床トレイ，床トレイに貯蔵された使用
済み除染水のろ過・再生を行うための再生フィル
ター（２段）が設置されている。また，外側テン
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図８　水除染機能付きGHの概要

図７　ダブルカバー型エアラインスーツによる入域手順
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ト中には除染水供給系統として除染水を貯蔵する
ための除染水タンク，除染水をシャワーヘッドに
供給するための供給ポンプ，床トレイに貯められ
た除染水をろ過し，除染水タンクに回収するため
の回収ポンプが設置されている。なお，今回の工
事においてはろ過処理された再生除染水中の汚染
状況を確認するに止まり，再生除染水の再使用は
行わなかった。再生フィルターにおいてろ過され
た除染水は，施設内のVLA廃液貯槽へと送液し，処
理を行った。
　また，水除染設備の使用に伴い，図９に示すよ
うな高い水密製・気密性を有する水除染型エアラ
インスーツの開発を行った。本エアラインスーツ
の開発に当たっては，汚染の効率的な除染，汚染
の拡大防止及び除染水の浸透等を考慮し，様々な
タイプのスーツを試作し繰返しコールド試験を行
い，コールド試験において得られた不具合等の知
見を開発サイドにフィードバックすることにより
構造上及び取扱い上の改善を行った。

３．２　新エアラインスーツの使用に伴う効果

　（１）～（５）に従来法の持つ問題点と新エアライン
スーツの使用に伴う効果を示す。
（１）　発生廃棄物の低減
　従来のエアラインスーツでは，GH内で作業員
がスーツの着脱装するためGH内を汚染のない状
態に管理しなければならず，作業中の汚染雰囲気
の低減及び除染が必要となることから，エアライ
ンスーツの汚染を極力低減するために，酢酸ビ
ニール製スーツカバーの多重着用によりエアライ
ンスーツへの汚染移行を低減するとともに脱装前
の入念な除染が必要となる。このため，スーツカ
バー等の防護資材やキムタオル等の除染資材が固
体廃棄物で大量に発生していた。
１）ダブルカバー型エアラインスーツ
　ダブルカバー型エアラインスーツは，スーツが
汚染状態でも容易に着脱装が可能なことから，
スーツカバーやシューズカバー，キムタオル等の
可燃性固体廃棄物が約１/１７（カートンボックス換
算）に，RIゴム手袋等の難燃性固体廃棄物が約１
/１０（カートンボックス換算）に低減することが
できた。
２）水除染型エアラインスーツ
　水除染法では，�従来法に比較して汚染コント
ロールのために着装するスーツカバーを１重少な
くすることが可能，�エアラインスーツ脱装補助
者を１名削減できるため補助者１名分の装備等が
廃棄物とならずにすむといったことにより，従来
法と比較して可燃・難燃物ともに約１/３（カートン
ボックス換算）程度に低減することができた。な
お，不燃物については大きな差異は見られなかっ
たが，水除染法は水除染設備等を必要とするため，
若干不燃性廃棄物の発生量が増える傾向がある。
（２）　GH内作業時間の増加
　従来のエアラインスーツでは，GH内作業者の
エアラインスーツ着装を１名づつ実施するととも
に，脱装もGH内での作業員の相互除染，オーバー
スーツ等の脱装後１名づつエアラインスーツの脱
装を実施するため着脱装に時間がかかり，GH内
での作業時間があまり取れなかった。
１）ダブルカバー型エアラインスーツ
　ダブルカバー型エアラインスーツは，GHに設
置したポートの数だけ同時に着脱装が可能である
ことからGH内での作業時間のロスがない。これ
により，従来型では１日２班のGH内作業しか実
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図９　水除染型エアラインスーツの概要
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施できなかったが，ダブルカバー型では１日３班
のGH内作業が可能となることにより，１．７倍の作
業時間を確保することができた。
２）水除染型エアラインスーツ
　水除染法は，スーツカバー表面の付着粉末を湿
式状態とするため，汚染コントロールが容易とな
る。従って，従来法に比較して脱装に要する時間
を大幅に短縮でき，ダブルカバー型エアライン
スーツの使用時と同様，１日３班のGH内作業が
可能となる。
（３）　GHの設置スペースの縮小化（図１０参照）
　従来のGHでは，多重に着装されたスーツカ
バーを多段に設置されたGH各段内にてふき取り
除染→脱装を繰り返すことによりGH内作業員の
退域時における汚染コントロールがなされる。一
般に従来法では４段程度のGHを必要とするた
め，広い設置スペースを必要としていた。
１）ダブルカバー型エアラインスーツ
　ダブルカバー型エアラインスーツはGH内で使
用するエアラインスーツを汚染雰囲気下で保管す
ることが可能であることから，従来エアライン

スーツでの着脱装に３室のGHが必要であったも
のが１室で可能となり，このスペースが不要にな
ることでGH全体の縮小が図れ，狭いスペースで
のGH設置が可能となる。また，GHの縮小化が図
れることにより，GH自身の廃棄物が低減される。
２）水除染型エアラインスーツ
　水除染法は，スーツカバー表面の付着粉末が湿
式状態となり汚染コントロールが容易となるため
GH‐2を小さくすることが可能であるとともに，
従来のGH‐3及び４の機能をGH‐3の１段に集約
することが可能となり，GH１段分の設置スペー
スを省略することができる。GHの設置スペース
を大幅に縮小することが可能であり，GHの設置
スペースに制限がある作業に対しては極めて有効
である。
（４）作業人工の低減（図１０参照）
　従来法では，エアラインスーツの着脱装のため
に，GH‐2に１名，GH‐3に２名，GH‐4に１名の
着脱装補助者が必要であった。
１）ダブルカバー型エアラインスーツ
ダブルカバー型エアラインスーツの着脱装のため
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図１０　新型エアラインスーツの使用に伴う効果
（ＧＨの設置スペースの縮小化・作業人工の低減）
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に必要な人数は，着脱室のダブルカバー機構部の
操作者及び作業員の全身サーベイ補助者の計２名
であり，従来に比べて２名の作業人工の低減を図
ることができた。
２）水除染型エアラインスーツ
　水除染法では，GH‐2において作業者２名が水
除染設備により，相互に水除染を行うため，従来
GH‐2に配置していた着脱装補助者１名が不要と
なる。
（５）コスト低減
　従来法では，多重に着装されたスーツカバーの
脱装のためにGH各段に配置される脱装補助者の
人件費や脱装補助者の着装する防護資材等の費用
等のランニングコストが高い。
１）ダブルカバー型エアラインスーツ
　ダブルカバー型エアラインスーツはダブルカ
バー機構部を有することからイニシャルコストが
高いが，防護資材等の費用削減，作業人工の削減，
GH内作業時間の効率化，発生廃棄物の低減によ
るランニングコストの低減が図れることにより，
トータルコストの低減が図れる。
２）水除染型エアラインスーツ
　水除染型エアラインスーツについてもダブルカ
バー型エアラインスーツと同様に水除染設備等の
設置に伴うイニシャルコストは高いがランニング
コストの削減が可能であるため，トータルコスト
の低減が図れる。

３．３　今後の課題

　（１）～（３）にダブルカバー型エアラインスーツ，
（４）～（６）に水除染型エアラインスーツの今後の課
題を示す。
（１）GH除染時のクロスコンタミネーション
　ダブルカバー型エアラインスーツは，スーツの
除染を実施せずに着脱装をするため，作業期間に
おいては問題ないが，GHを撤去するための除染
を実施する頃になると，GH内の除染を行っても，
エアラインスーツ自身が汚染源となりGHの除染
が効率的に実施できないといった問題があった。
今回の工事においては，GH除染時に従来型のエ
アラインスーツを着装することにより対応を図っ
たが，今後改善が必要である。
（２）作業員の負荷軽減
　ダブルカバーを背中に背負っているため，従来
型に比べ作業員への身体的負荷が多くなった。ダ

ブルカバー部については，モックアップ試験時か
ら身体的負荷が多くなることが懸念されていたた
め，実機に当たっては軽量化を図ったものの，そ
の重量は７kgにも達し，長時間の作業に当たって
は作業員の身体的負荷を増大させる要因の一つと
なっていた。今後は，更なる軽量化及び固定方法
等の検討が必要である。
（３）作業範囲の制約
　ダブルカバーを背中に背負っているため，両手
を挙げての作業，手を伸ばしての作業の一部に支
障があった。また，狭い場所における作業時にお
いてもダブルカバーが邪魔になるケースが見られ
た。本件についても（２）同様にダブルカバーの固定
方法の検討により作業性の向上を図る必要がある。
（４）エアラインスーツ生地表面の劣化に伴う除染
効率の低下

　エアラインスーツの水除染を開始した当初は，
水除染及びふき取りのみでスーツ表面に付着する
汚染を容易に除染できていたが，スーツを繰り返
し使用して行くにつれて次第に従来の水除染及び
ふき取りでは除染しきれなくなってきた。これは，
スーツの繰り返し使用に伴い，スーツ生地表面が
次第に劣化し，撥水性及び平滑性が損なわれ，汚
染がスーツ生地に発生したささくれ部等に入り込
んでしまったためだと考えられる。今後は，スー
ツ生地表面の撥水性の持続性，強度，平滑性など
を考慮し的確な選定を行う必要があると思われる。
（５）エアラインスーツのふき取りに伴う大量の濡
れキムタオルの処理に関する検討

　GH‐2にて水除染後，エアラインスーツ表面に
付着した水滴をキムタオルにより拭き取りを行っ
たが，スーツ全体のふき取りには多くのキムタオ
ルを要し，放射性廃棄物の発生量を増大させる要
因となった。また，これらのキムタオルは水分を
多く含んでいることから，そのままの状態では廃
棄することができず，いったんGHから濡れキム
タオルを搬出した後，GB内にバックインを行い充
分に乾燥させ，GBからバックアウトを行ない，
カートンボックス（可燃）に収納しなければなら
なかった。この作業には，多くの時間と労力を必
要とした。今後はスーツ表面に付着した除染水の
二次廃棄物を発生させることのないような除去方
法の検討が必要である。
（６）廃棄物発生量の増加
　本工事では，（４）に示す事象が見られたことによ
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り，スーツの除染が効率的に実施することができ
ず，そのための策としてエアラインスーツの上に
スーツカバーを２重及び長靴カバー１重を装備す
ることとなった。当初の計画では，この様な過剰
装備を考慮していなかったこと及び（５）に示した
除染水拭き取りのためのキムタオル等が大量に発
生したため，当初計画していた廃棄物の発生量と
比較して廃棄物の発生量が増大することとなっ
た。今後は，（４）及び（５）に示す検討を行う必要が

ある。

４．おわりに

　今回の設備更新では，本工事に携われた協力会
社の御協力を頂いた結果，新たな更新手法を確立
するとともに作業を無事終了させることができま
した。これは，ひとえに関係者各位の御支持の成
果であり，本書面をもちまして御協力を頂いた皆
様方に御礼申し上げます。
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　The thermal neutron capture cross sections and the resonance integrals of fission products were measured to obtain 
the fundamental data for the transmutation of nuclear wastes. The irradiations were performed by reactor neutrons 
both with and without Cd shields. Two kinds of activation detectors were used to monitor the neutron fluxes of each 
irradiation. The high-count rate  γ ‐ray measurement system was developed to measure the weak  γ ‐rays from the 
induced nucleus in the strong  γ ‐ray filed by the target.
　In this work, a two‐step irradiation technique with reactor neutrons was introduced to measure the cross sections of 
166mHo. With this measurement system and this technique, the measurements were successfully taken for the thermal 
neutron capture cross section and the resonance integral of 166mHo.
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　長寿命放射性廃棄物核種の核変換研究のための基礎データを得ることを目的として，放射性核分裂生成核種の

熱中性子吸収断面積及び共鳴積分の測定を行った。Cd遮蔽がある場合とない場合で原子炉中性子照射を行い，
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法を考案し，本計測システムを166mHoの断面積測定に適用することにより，166mHoの中性子吸収断面積及び共鳴
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１．はじめに

　使用済み核燃料から発生する放射性廃棄物核種
を原子炉や加速器等を利用して核反応により安定
核種あるいは短寿命の核種に変換させることを核
変換と呼ぶ。処分すべき核廃棄物の量を減らし，
環境への負荷を軽減することを目的として核変換
研究が進められている。核変換の対象核種として
は，核燃料の核分裂反応で生成する129I，99Tc，137Cs，
90Sr等の核種と核燃料の中性子吸収反応で生成す
る237Np，241Am等の超ウラン元素がある。当該グル
ープでは，核変換技術開発で必要となる核データ
の基礎・基盤データを一元化してまとめる研究の
一環として，長寿命放射性核種の熱中性子吸収断
面積及び共鳴積分の測定実験を実施してきた1）～4）。
表１に今までに実施して得られた断面積結果をま
とめてある。
　本研究では，原子炉の中性子吸収反応により生
成された核種の生成放射能を精度良く測定し，
データの信頼性を向上させた。また，Cd遮蔽と複
数の中性子モニタを用いることにより，熱中性子

吸収断面積のみならず共鳴積分をも測定すること
が可能となった。本稿では，中性子断面積等の核
データ測定技術に関するＲ＆Ｄの結果として，本
技術を半減期が１，２００年と長い166mHo核種の断面積
測定に適用して得られた成果について報告する。

２．解析手法

２．１　放射化法

　原理を今回測定した166mHo核種の場合を例に挙
げて説明する。図１に165mHo及び167Hoの崩壊図を
示す。166mHoは１，２００年の半減期で崩壊し，７１２keV
及び８１０keV等のγ線を放出して，安定な166Er核に
なる。166mHoが中性子で放射化されると，167Ho核に
変化する。167Hoは半減期３．１時間で崩壊し，安定な
167Er核となる。この時，３２１keV及び３４７keVのγ
線が放出される。それぞれ166mHo及び167Ho核が１
回崩壊した時に，これらのγ線が放出される確率
（放出率）は分かっているので，７１２keV及び
８１０keV等のγ線の強度から166mHo核の量が分か
り，同様に３２１keV及び３４７keVのγ線の強度から
放射化により生成される167Hoの量を求めること
ができる。

２．２　解析

　十分に熱化された原子炉中の中性子スペクトル
は，Maxwell分布をした熱中性子成分と中性子の
エネルギーに反比例した熱外中性子成分を合成し
たものとして近似することができる。5）１原子核当
りの中性子吸収反応の起こる速度（反応率）R は，
次式で与えられる。

（１）　　　
ここで， σ 0は熱中性子吸収断面積で，２，２００ｍ/s
の速度を持つ中性子に対する吸収のしやすさを表
す量である。φ 1 と φ 2 は，それぞれ原子炉の照射位
置での熱中性子及び熱外中性子成分である。また，
中性子照射を熱中性子吸収断面積の非常に大きな
Cd遮蔽を用いることにより中性子成分φ 1 と φ 2 が
変化する。変化した中性子成分を φ 1 ’ と φ 2 ’ とする
と，この場合の反応率R’ は，

（２）　　　
と表される。パラメータ s 0は，

と定義される。I 0 ’ は，１/ υ成分を差し引いた共鳴
積分である。共鳴積分I 0 は，I 0 ’ と１/ υ成分の寄与
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R / σ 0 0＝ φ 1 ＋ φ 2 ・s 0

 R’ / σ 0＝ φ 1 ’ ＋ φ 2 ’ ・s 0

s 0＝ I 0 ’
σ 0

2
 π√ （３）

表１　放射性核分裂生成核種の熱中性子吸収断面積
（ σ 0 ）と共鳴積分（I0）

サイクル機構
のデータ

過去のデータ
（報告者及び報告年度）

半減期＊1核種

 σ 0＝０．２５±０．０２b
I0＝０．３６±０．０７b
（１９００，１９９３）

 σ eff＝０．１１±０．０３b＊2

（Stupegia１９６０）
３０年137Cs

 σ 0＝１５．３±　mb
I0≦０．１６b
（１９９４）

 σ eff＝０．８±０．５b
（Zeisel１９６６）

２９年90Sr

 σ 0＝２２．９±１．３b
I0＝３９８±３８b
（１９９５）

 σ 0＝２０±２b
I0’ ＝１８６±１６b
（Lucas１９７７）

２１万年99Tc

 σ 0＝３０．３±１．２b
I0＝３３．８±１．４b
（１９９６）

 σ 0＝２７±２b
I0＝３６±４b

（Eastwood１９５８）
１６００万年129I

 σ 0＝６．４０±０．２９b
I0＝１６２±８b
（１９９９）

 σ 0＝４．７±０．２b
I0＝１０９±５b

（Friedmann１９８３）
（安定核）127I

 σ 0＝８．３±０．３b
I0＝３８．１±２．６b
（１９９７）

 σ 0＝８．７±０．５b
I0＝６１．７±２．３b
（Baerg１９５８）

３００万年135Cs

 σ eff＝１４１±９b
（１９９９）

 σ eff＝１３４±１２b
（Bayly１９５８）

２年134Cs

 σ 0＝２９．０±１．０b
I0＝２９８±１６b
（１９９９）

 σ 0＝３０．４±０．８b
I0＝４６１±２５b
（Baerg１９６０）

（安定核）133Cs

１．３
４．２

＊１　半減期とは、放射性核種の放射能が２分の１に減衰する
のに要する時間である。

＊２　１bは、１×１０－24cm2であり，これは断面積の単位である。
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を考慮して次式で求められる。
（４）　　　

　熱中性子吸収断面積σ 0とs 0のよく分かっている
２種類の放射化検出器をモニタとして用いてター
ゲットと同じ照射位置で照射し，Cd遮蔽なし及び
Cd遮蔽有りの各場合の反応率R 及びR ’ を求めれ
ば，（１），（２）式の中性子成分 φ 1 （’）とφ 2 （’）が求めら
れる。
　照射ターゲットをCd遮蔽なし及びCd遮蔽有り
の各場合で照射し，それぞれの反応率R 及びR ’ を
測定することにより，（１）及び（２）式の連立方程式
を解いて， σ 0とs 0を求めることができる。そして，
得られた σ 0と s 0及び（３），（４）式によりI 0 を求める
ことができる。
　このように，Cd遮蔽を用いて照射する中性子
成分を変えることにより，熱中性子吸収断面積 σ 0
と共鳴積分I 0 を求めることができる。

３．実験

　原子炉中性子を用いた放射化法により測定を行
った。照射位置における中性子束をモニタするた
めに，Au/Al及びCo/Al合金ワイヤを放射化検出器
として用いた。ターゲットとこれらの放射化検出
器を一緒に照射した。また，共鳴積分も求めるた
めにCd遮蔽を用いた照射も行った。

３．１　高速度ガンマ線計測システム

　生成された放射能量を高純度Ge検出器を用い
て測定した。用いたGe検出器の分解能は，

１．３３MeVγ線に対して，半値幅で２．１keVであり，
検出効率は７．６cm ×７．６cm φのNaI（Tl）検出器に
対して９０％という高効率のものである。検出効率
が大きいことは，微弱なγ線を測定する際，ピー
クカウント数を高める上で非常に有効であった。
　図２に開発した計測システムを示す。システム
は，CANBERRA社のモデル2024増幅器及び，デル
8077FAST ADCの速い回路を使用している。ガン
マ線スペクトルは，CAMACインターフェイスを
通して，LeCroy社モデル3588ヒストグラムメモリ
に記憶させた。測定の処理速度を高めることによ
り検出器の不感時間を押さえることができた。

３．２　２段階照射法

　ターゲットとすべき166mHo試料は，市販されてお
らず，入手不可能という問題があった。そこで，
図３に示す２段階照射法を考えた。すなわち，天
然のHo試料を長期照射し，165Ho（n， γ）166mHo反
応によりターゲットとすべき166mHoを十分に生成
させる（第１段階照射）。この時に，同時に166gHo（こ
こで，166gHoは166Hoの基底状態を示している）も生
成されるが，その半減期が２６．８時間であるので，
任意の期間冷却して，166gHoの放射能を十分に減衰
させる。冷却した後，試料からのγ線を測定し，
生成された166mHoターゲット量を定量する。次に，
試料をもう一度短期照射し，166mHo（n， γ）167Ho反
応により167Hoを生成させる（第２段階照射）。２段
階照射後，試料のγ線を測定することにより167Ho
の生成量を求める。ただし，167Hoの生成量には，
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I 0 ＝I 0 ’ ＋０．４５σ 0

図１　166mHo及び167Hoの崩壊図
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第２段階照射において二重中性子捕獲反応，すな
わち，165Ho（n， γ）166Ho（n， γ）167Ho反応による
寄与が含まれているので，この寄与を補正して
167Hoの生成量を求めた。補正方法については，４
章にて詳しく説明する。166mHoターゲット量，167Ho
の生成量及び照射位置の中性子束情報から断面積
を求めることができる。

３．３　照射及びガンマ線測定

　高純度のHo箔，１mm×１mm，重さ０．１mgの
もの２枚ずつを，京都大学原子炉実験所の研究炉
（KUR：京大炉）にて，それぞれ２週間及び３週
間照射した。照射時間を変えることにより，生成

される166mHoのターゲット量を変えた。照射後，３
ヵ月程冷却して，照射試料中の166gHoを十分に減衰
させた。冷却後，照射済試料を高純度Ge検出器を
用いて測定し，166mHoからのγ線強度を測定するこ
とにより，試料中に生成された166mHoの量を定量し
た。
　166mHoを含んだHo試料を，更に京大炉にて短期
照射した。２週間照射したHo試料の一つを１０分間
照射し，もう一方をCd遮蔽して３０分照射した。同
様に，３週間照射したものの一つを１０分照射し，も
う一方をCd遮蔽して３０分照射した。２回目の照射
済試料についてもGe検出器を用いてγ線測定を
行った。
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図２　高速ガンマ線計測システム

図３　二段階中性子照射による167Hoの生成
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４．解析結果及び議論

　測定されたγ線スペクトルの例を図４に示す。
166mHoからの７１２keV及び８１０keVのγ線及び167Ho
からの３２１keV及び３４７keVのγ線が観測された。
これらのγ線強度から生成放射能及び反応率を求
めた。
　２回目の短期照射で生成される167Hoには，図３
に示したように，２種類の二重中性子吸収反応，す
なわち，166Ho（n， γ）166mHo（n， γ）167Ho反応と
166Ho（n， γ）166gHo（n， γ）167Ho反応とから生成さ
れるものとが混じっている。そこで，次のように
それらの寄与を考慮することとした。まず，２週
間照射した場合での167Hoの放射能A �は，次式で表
される。

（５）　　　
　ここで，A m は，166mHo（n， γ）167Ho反応により直
接生成される167Ho放射能で，A d は２重中性子反
応による167Ho放射能への寄与である。また，３週
間照射した場合での167Hoの放射能A �は次式で表
される。

（６）　　　
ここで，Cmは166mHoの原子核数の比，Cdは照射試
料の重量比を示す。（５）及び（６）式を解くことによ
り放射能Amを求めることができる。 γ線測定より
求められている166mHoターゲット量と放射能Amと

から166mHo（n， γ）167Ho反応の反応率R を求めた。ま
た，Cd遮蔽を用いた場合についても同様にして，
反応率R ’ を求めた。得られた反応率R，R ’ と照射
位置での中性子束情報から，（１）～（４）式を用いて
 σ 0及びI 0 を求めた。表２に本研究で得られた結果
を，以前の測定データ6，7）と一緒に示してある。
　今回得られた σ 0は，Masyanov等の報告値6）より
１/３倍小さいという結果になったが，過去に立教
大原子炉で同手法を用いて測定した結果３±１
kb7）とは誤差の範囲で一致することが分かった。
立教大原子炉での測定では，中性子束が５×１０11n
/cm2sと小さく，かつ長期間照射を行うことがで
きなかったために，十分な166mHoターゲットを用意
できなかった。それで，共鳴積分を求めることが
できなかった。しかし，今回，京大炉の長期照射
を行うことにより十分なターゲット量を生成する
ことができた上に，Cd遮蔽を用いた照射を行うこ
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A �＝ A m ＋ A d

A �＝Cm・A m ＋Cd・A d

表２　166mHoの熱中性子吸収断面積σ 0と共鳴積分I0

I 0（kb）σ 0（kb）

１０．０±２．７
１．１４±０．０９＊

３．１±０．８
９．１±０．７＊

３±１＊＊

今回の結果
Masyanov等6）

Harada等７）

＊　　計算値
＊＊　実効断面積

図４　二段階照射済みHo試料からのγ線のスペクトル
第一段階で２週間照射し，冷却後，気送管でCd遮蔽管を用いて３０分照射を行ったターゲットを測定したもの
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とにより共鳴積分をも初めて測定することに成功
した。

５．おわりに

　核分裂生成核種の核変換研究に必要な核データ
整備の一環として，166mHoの熱中性子吸収断面積及
び共鳴積分を測定した。また，本測定を行うに開
発した二段階照射法は，断面積測定に関して有効
であることを示すことができた。
　今後，超ウラン元素，例えば237Npの中性子断面
積を放射化法にて測定することを計画している更
に，従来の放射化法では測定が不可能な93Zrや107Pd
核種について新たな測定手法を検討していいく計
画である。

謝　　辞

　本研究は，京都大学原子炉実験所共同利用研究
として行ったものである。実験を推進するに当た
り山名助教授，藤井助手をはじめとする原子炉実
験所の皆様方に大変お世話になりました。ここに
深く感謝いたします。

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

技
術
報
告

参考文献
１）H. Harada, T. Sekine et al.:“Measurement of the 

Thermal Neutron Cross Section of the 90Sr (n, γ ) 91Sr 
Reaction”, J. Nucl. Sci. Technol., Vol.31, No.3, p.173‐
179 (1994). 

２）T. Sekine, Y. Hatsukawa et al.:“Measurement of 
Thermal Neutron Cross Section and Resonance Inte-
gral of the Reaction 137Cs (n, γ ) 138Cs”, J. Nucl. Sci. 
Technol., Vol.30, No.11, p.1099‐1106 (1993).

３）H. Harada, S. Nakamura et al.:“Measurement of 
Thermal Neutron Cross Section and Resonance Inte-
gral of the Reaction 99Tc (n, γ ) 100Tc”, J. Nucl. Sci. 
Technol., Vol.32, No.5, p.395-403 (1995).

４）S. Nakamura, H. Harada et al.:“Measurement of 
Thermal Neutron Capture Cross Section and Reso-
nance Integral of the 129I (n, γ ) 130I Reaction“, J. 
Nucl. Sci. Technol., Vol.33, No.4, p.283-289 (1996).

５）C. H. Westcott, W.H. Walker et al.:“Proc. 2nd Int. 
Conf. Peaceful Uses of Atomic Energy, Geneva”, 
United Nations, New York, Vol.16, 70 (1958).

６）S.  M.  Masyanov,  V.  A.  Anufriev  et  al.:“RERONANCE 
PARAMETERS OF 165Ho AND 166mHo”, At. Energy, 
Vol.73, p.673‐675 (1993).

７）H.   Harada,  H.  Wada   et al.: “Measurement  of  Effective 
Neutron Capture Cross Section of 166mHo using Two 
Step Irradiation Technique”, J. Nucl. Sci. Technol., 
Vol.37, No.9, p.821‐823 (2000).



５３

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

１．はじめに

　人形峠環境技術センターは，２００１年３月にウラ
ン濃縮原型プラントが生産運転を終了したことに
より，１９５０年代に始まる探鉱活動，それに続く採
鉱・製錬転換技術開発，１９７５年からのUF6転換や
ウラン濃縮の技術開発が，その目的を達成し，研
究・技術開発を終了することとなった。今後は，
これらの施設の廃止措置と関連技術の開発が業務

の中心になる。
　製錬転換施設やウラン濃縮施設のような，ウラ
ン系の核物質を扱った大型の核燃料施設の廃止措
置は，我が国では過去に経験がなく，２０００年６月
から実施している製錬転換施設のプロセスの一部
である湿式プロセスの解体・撤去が初めてのケー
スである。
　このため，製錬転換施設の解体に当たっては，
「既存の幅広い技術が，大型核燃料施設の廃止措置
にうまく使うことができるかどうかを確かめる」
という視点から，技術の取りまとめを行い，製錬
転換施設に続く，ウラン濃縮原型プラントや濃縮
工学施設の廃止措置の合理的実施に反映させる。
また，ここで得られた知見は，核燃料施設廃止措
置のためのエンジニアリングとしてシステム化す
ることで，機構内外の核燃料施設廃止措置への適
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用を目指す。
　本報告では，今後本格化する核燃料施設廃止措
置のための技術の体系化を目指した，解体エンジ
ニアリングシステムの概要と構築計画について紹
介する。

２．人形峠環境技術センターの特徴

　人形峠環境技術センターには，資源開発技術研
究，製錬転換技術開発及びウラン濃縮技術開発に
使用した施設が，図１のようにセンター内に点在
している。
　これらの施設は，核燃料施設の廃止措置と言う
視点から見ると，それぞれ次のような特徴を有し
ている。
（１）資源開発技術関連施設
　資源開発技術関連施設は，実験室規模の小型の
施設である。その他，資源開発技術関連では，初
期の探鉱活動により発生した鉱山跡地の措置が重
要な課題となっている。
（２）製錬転換技術開発関連施設1）

　製錬転換技術開発関連施設には，試験製錬所と
製錬転換施設がある。このうち，試験製錬所は設
備の解体を終え建家の解体を行っている。製錬転
換施設は，天然ウランを転換した湿式プロセスと
回収ウランを転換した乾式プロセスの２系統で構
成されている。製錬転換施設の構造的特徴は，図
２に示した３次元CAD（以下，3DCAD）モデル
からも分かるように，放射性物質を扱っているこ
とを除くと，多数の機器や塔槽類を配管によって
接続した，一般的な化学プラントと考えてよい。
各プロセスの特徴を以下に示す。

１）湿式プロセス
①　ウラン溶液を使用
②　強酸（硫酸，塩酸，フッ酸）を使用
③　異なる形状の機器を多数使用
④　大型機器を使用
２）乾式プロセス
①　ウラン娘核種の微量蓄積
②　主に粉体を使用
③　鉛直方向に長い機器を使用
④　異なる形状の機器を多く使用
　また，湿式プロセス及び乾式プロセスを用い
て実施したUF6への転換技術開発に伴い，以下
のような廃棄物が発生している。
⑤　UF6まで転換することができなかった中間
製品（主にUF4）
⑥　ウランの吸着剤として使用したフッ化ナト
リウム，フッ化マグネシウム等

⑦　廃液処理殿物としてのフッ化カルシウム
（３）ウラン濃縮技術開発関連施設2）

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

技
術
報
告

図２（ａ）　製錬転換施設の3DCADモデル

図１　人形峠環境技術センター施設

図２（ｂ）　製錬転換施設の3DCADモデル
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　ウラン濃縮技術開発関連施設には，濃縮工学施
設（旧パイロットプラント）と原型プラントがあ
る。二つの施設は，いずれも，ウラン濃縮の事業
化に向けてのプラント規模での試験及び技術実証
に使用された。
　ウラン濃縮プラントは，主に，遠心分離機を多
数台配置したカスケード設備と，その周辺設備で
あるUF6処理設備から構成されている。各設備の
特徴を以下に述べる。
１）カスケード設備
　カスケード設備を構成する遠心分離機は，パイ
ロットプラントで約７０００台ある。この遠心分離機
の処理・処分に当たっては，放射性廃棄物として
の処理・処分と併せて，核拡散につながる恐れの
ある，ウラン濃縮に関する機微情報を消滅する必
要がある。
２）UF6処理設備
　UF6処理設備は，製錬転換施設と同様，複数の
機器や塔槽類を配管によって接続した一般的な化
学プラントと考えてよい。ただし，ウラン濃縮プ
ラントには，化学反応を伴うプロセスは存在せず，
ほとんどがウランの希薄流体を輸送するための真
空プロセスである。
　また，ウラン濃縮プラントでは，大量の固有廃
棄物は発生していないが，パイロットプラント及
び原型プラントの運転により発生した，濃縮ウラ
ンの残渣である劣化ウランがUF6の形で貯蔵され
ている。

３．解体エンジニアリングシステムの体系

　図３に人形峠環境技術センターで実施してい
る，廃止措置関連の主要な業務を示す。解体エン
ジニアリングは，図３に示した廃止措置関連のす
べての業務の相互関連を明確化し，業務の効率化
を図るための仕組みであり，この仕組みを円滑に
運用するための情報基盤が解体エンジニアリング
システムである。
　図４に廃止措置の各段階における業務と，それ
に対応して必要となるエンジニアリング機能を示
した。解体エンジニアリングシステムでは，廃止
措置の各段階の個別のニーズへの対応と併せて，
廃止措置の実務から得られる実績情報を収集し，
この情報を使って解体から処分までのすべての工
程を対象とした，経済性等の事前評価を行う。更
に，この評価結果を基に最終的な目標として，解

体から処分までのすべての要素を考慮した，廃止
措置の最適計画が策定できるようにする。
　これらを，エンジニアリングシステムの機能と
いう視点から整理すると，実務支援，実績収集，
総合評価の３機能に分類することができる。以下
に，各機能の概要を述べる。

３．１　実務支援機能

　実務支援機能は，解体，除染，減容等の実務を
効率的に行うための支援機能である。なお，現段
階では，実務として本格的に実施している施設解
体を支援するための機能を中心といて開発を行っ
ている。除染，減容等に関しては，今後，業務が
本格化していく中で検討を行っていく計画であ
る。具体的機能を以下に述べる。
①　施設情報の3DCADへの集約（運用段階）
　施設情報の3DCADへの集約は，廃止措置対象施
設の構造や材質，核物質インベントリー量，運転
履歴といった，廃止措置計画策定や実務を行うた
めに必要な情報を，3DCADに取り込む機能であ
る。3DCADに集約された施設情報は，すべての運
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図３　人形峠環境技術センターにおける廃止措置関連業務

図４　解体エンジニアリングシステムの概要
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転支援機能で使用する基盤情報と考えてよい。こ
れにより，施設情報の一元管理と情報の高度利用
を可能にする。
②　解体物物量評価（部分運用段階）
　解体物物量評価は，施設の解体により発生する
解体物の量を、材質や核物質インベントリー等で
分類して評価する機能である。また，解体手法の
違いによる二次的廃棄物の種類と発生量について
も評価する。
③　系統（事前）除染支援（部分運用段階）
　系統除染支援は，解体作業時の被ばくの低減や
解体後の除染の負荷軽減を目的として，解体前に
実施する除染が確実かつ合理的に行えるよう，対
象プラントの内部の表面積や核物質の密度分布，
流体の抵抗等を評価する機能である。
④　解体支援（部分運用段階）
　解体支援は，主に，大型機器の解体の手順や解
体時の機器重心移動，応力分布等を，３DCADモ
デルを使って動的に評価する機能である。これに
より，安全性及び合理性を追求した解体作業計画
の策定を可能にする。図５に大型タンクの解体シ
ミュレーションの例を示す。
⑤　保管廃棄物管理（試行段階）
　保管廃棄物管理は，ドラム缶やコンテナ等に一
時的に保管される解体物のトレーサビリティを保
証する機能である。これにより，次の段階の除染，
減容処理等の合理的実施を可能にする。
⑥　作業環境解析（検討段階）
　作業環境解析は，放射線環境と粉塵環境に着目
し，作業時における放射線被ばくの可能性の評価及
び粉塵の空間分布を解析的に評価する機能である。

⑦　工程管理（試行段階）
　工程管理は，解体の計画及び実績工程の管理と
併せて，工程管理の最小要素を3DCAD情報とリン
クすることにより，解体作業の実績や計画をコン
ピュータ上で再現することができる機能である。

３．２　実績収集機能

　実績収集機能は，個々の作業や技術要素の解析，
評価に使用する事を目的として解体，除染，減容
等の実務から得られる技術及び経済性等の情報を
収集する機能である。また，人形峠環境技術セン
ターでの実績情報と併せて，廃止措置に適用可能
な一般技術の情報についても収集する。実績収集
対象と情報の概要について以下に述べる。
①　解体情報データベース（DB）（部分運用段階）
　解体情報収集は，主に，人形峠環境技術センター
で実施する解体実務の作業実績として，作業ごと
の時間や人工及び使用機材，発生廃棄物量等を収
集，集約するデータベース機能である。作業分析
に基づく入力情報のテンプレート化やウェブ上へ
の展開等により，必要な情報が確実に収集できる
ことを可能にしている。
②　除染情報DB（検討段階）
　除染情報収集は，主に，除染に関する個別技術
の適合性及び経済性情報を集約するデータベース
機能である。人形峠環境技術センターでの実績の
ほか，一般技術について幅広く収集する。
③　減容情報DB（検討段階）
　減容情報収集は，主に，減容に関する個別技術
の適合性及び経済性情報を集約するデータベース
機能である。人形峠環境技術センターでの実績の
ほか，一般技術について幅広く収集する。

３．３　総合評価機能（計画段階）

　総合評価機能は，解体，処理，処分という廃止
措置に必要な一連の要素に，どのような技術を適
用する事が最も適当かという，適用技術の組合せ
の最適化を経済性や社会的受容性等をパラメータ
としたモデルにより評価する機能である。なお，
総合評価結果の信頼性については，解体，処理，
処分に係る技術情報と経済性情報の確かさに大き
く依存するものと考えられることから，評価に使
用する情報は，可能な限り実績情報を用いる計画
としている。また，最適化の評価パラメータの一
つである，社会の受容性については，このパラメー
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図５　解体シミュレーションの事例
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タの与え方により，求められる解が大きく変わる
ことが容易に予測できることから，これらの情報
を幅広く収集し，評価に反映させる計画としてい
る。

４．解体エンジニアリングシステムの機能

　本章では，解体エンジニアリングシステムの機
能の中から，２０００年６月から行っている製錬転換
プラントの湿式プロセス解体・撤去に適用し，既
に部分的な運用段階や試行段階にある代表的な機
能について紹介する。

４．１　施設情報の3DCADへの集約機能

　解体エンジニアリングシステムでは，運転支援
機能の共通情報基盤として，廃止措置の対象とな
る施設の主要な情報を3DCADに集約している。以
下に施設情報の概要を述べる。また，図６に
3DCADへの施設情報集約の考え方を示す。
　なお，3DCADシステムは，パーソナルコンピ
ュータ上で大規模なモデルを構築することがで
き，さらに，プラントモデリング時の効率面での
操作性や拡張性に優れた，Bentley社製Micro Sta-
tion及びPlant Spaceを使用している。

①　施設の幾何情報
　施設の幾何情報とは，廃止措置対象施設の建家
や内装機器，配管等に代表される構造物の３次元
構造を固体情報として定義したもので，基本的に
は，制作図面を忠実に再現しており，ボルト等の
最小構成要素単位でモデリングを行っている。幾
何情報は，固体情報として定義していることから，
形状の他，構造物の体積や表面積を容易に求める
ことができる。このような幾何情報のことをソリ
ッドモデルという。
②　施設の材質情報
　施設の材質情報とは，幾何情報である，３次元
ソリッドモデルの最小要素ごとに，その要素の材
質を3DCADの色及びMicro Station固有のモデル
識別単位である画層情報として定義したもので，
色と画層の組合せにより，機能的には１６００種類ま
で定義が可能であるが，現状では約２５０種類の材質
に分類して定義している。
③　核物質インベントリー量情報
　核物質インベントリー量情報とは，幾何情報で
ある，３次元ソリッドモデルの最小要素毎に与え
られた，単位面積当たりの核物質量である。核物
質インベントリー量情報の生成は，幾何情報であ
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図６　3DCADへの情報集約の事例
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る３次元ソリッドモデルのうち，放射性物質と接
触した機器や配管を対象として，機器等の外部か
らγ線による放射線計測を行い，このγ線計測結
果と３次元ソリッドモデルを使った遮蔽計算結果
等から，評価対象の単位面積当たりの核物質量を
推定している。また，この結果は，３次元ソリッ
ドモデルの最小要素とリンクしたデータベースに
格納されており，3DCADモデルから呼び出すこ
とができる。
④　運転履歴情報
　運転履歴情報とは，主に機器や配管を中心とし
た運転履歴である。具体的には，解体，除染，減
容を行う上で有用と考えられる，以下の情報を格
納している。
○　供用中に発生した特別な状況や，扱った化学
物質といった文章・文字情報

○　供用時の圧力や温度といった数値情報
○　機器や配管の外観や表面分析結果といった画
像情報

　また，これらの情報は，3DCADのモデルとリ
ンクしたデータベースに格納されており，3DCAD
モデルから呼び出すことができる。
　このように，施設情報を3DCADに集約しておく
ことは，廃止措置の実務，特に施設建設や機器の
設置と同様に，空間を意識した設計が求められる
解体段階においては，視覚的でかつ定量的に３次
元空間での様々な検討を行うことが可能となるこ
とから，極めて有効な情報基盤となる 3）。

４．２　実務の支援（解体物管理）機能

　廃止措置の実務支援のための機能については
は，３章で述べたように，現状，解体段階の実務
支援を中心として７種類の機能の運用・開発を行
っている。これらはすべて前述した3DCADに集約
された施設情報を活用して行っている。ここでは，
この中から，解体物のトレーサビリティを保証す
るための解体物管理機能について紹介する。
（１）解体物管理の重要性
　２０００年６月から行っている，製錬転換施設の湿
式プロセス解体・撤去では，図７に示したように，
当面，機器や配管等の内装品の解体・撤去を行い，
解体物は，主にドラム缶に収納し，製錬転換施設
内に一時的に保管する計画となっている。この保
管解体物は，将来的には，除染，減容等の技術的
動向を踏まえ，適切な処理を行った後，社会的な

受容性等を考慮しつつ，資源としての再利用や放
射性廃棄物として最終処分する計画である。
　解体物の資源化や最終処分，あるいはその前処
理である，除染，減容等では，これらの処理を合
理的に行うため，あらかじめ機器等の解体時点で，
材質，形状，核物質の種類と量等の基準による適
切な分別と確実な履歴の管理が行われることが重
要である。このことにより，材質や核物質の種類
や量に適合した，処理や再利用，最終処分を選択
することが可能になる。
　製錬転換施設の湿式プロセスの解体・撤去に当
たっては，このことを考慮し，解体・撤去時に適
切な分別と確実な履歴の管理が行われるよう以下
の対応を行っている。
（２）解体物管理の概要
　図８に解体物管理手法の考え方を示した。解体
物管理の最終的な目的は，解体物を，材質，形状，
核物質インベントリー量を基準として分別し，ド
ラム缶に効率よく収納し，ドラム缶収納後の収納
物の履歴を管理することにある。このため，一般
的にはドラム缶への収納時点で，必要な基準によ
り解体物を分別し核物質を計測した後，ドラム缶
に収納するという手順が考えられる。しかし，現
実的には，解体の現場において，このような対応
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図７　解体物管理の背景

図８　解体物管理手法の考え方
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が可能か否かは，例えば，解体を行っている現場
において解体物の材質を特定することがいかに困
難であるかを考えると容易に想像できる。
　そこで，解体エンジニアリングシステムでは，
3DCADに集約されている施設情報を活用し，コン
ピュータ上であらかじめ機器等の解体計画をシミ
ュレーションする。このとき，解体手順と併せて，
収納先であるドラム缶に管理番号を発行し，解体
断片の収納先ドラム缶を指定する。また，収納先
ドラム缶は，収納物の材質，核物質量や総重量等を
考慮した上で，本数が最小になるように計画する。
　一連の検討結果は，解体・切断箇所と収納先ド
ラム缶を示した作業指示書として図面出力される。
　解体物を確実に管理するためには，このような
事前のシミュレーションと併せて，策定した計画
どおり作業が行われるよう，作業を管理すること
が必要である。作業管理の中で，特に重要な要素
は，解体・切断及びドラム缶への収納が計画どお
り行われたかを保証することである。
　解体エンジニアリングシステムでは，この作業
管理の方法として，事前の作業計画策定時に解体・
切断物に対して管理番号を発行し，この番号を
バーコード化している。現場での解体作業では，
まず，作業計画書に従って，解体・切断箇所にマー
キングを行う。この時，同時に解体・切断の最小
断片ごとに，管理番号バーコードを貼付しておく。
なお，機器の内部構成部品等，解体前にバーコー
ドを貼付できないものについては，解体作業の中
で実施する。
　以降の作業では，このバーコードにより解体か
らドラム缶収納までの作業工程を管理する。
　このような仕組みにより，事前の解体計画検討
時点で，ドラム缶収納時の材質や核物質インベン
トリー量等を基準とした分別計画を策定し，解
体・切断からドラム缶収納までの作業工程におけ
る，情報と解体物の一致を保証している。また，
結果的にドラム缶収納後の履歴の管理も可能にし
ている。
（３）適用している技術
　解体物管理の実用性を決めている技術要素は幾
つかあるが，その中の一つに，事前に行う解体計
画シミュレーションの精度保証がある。解体計画
シミュレーションの精度や実用性は，対象となる
設備の3DCADモデルの精度に最も強く依存する。
これと併せて，現実の解体作業に即した形で，

3DCADモデルの中で分解や任意の位置での切断
を行うことが出来ることや，機器等を構成する材
質ごとの重量や体積の計算が可能である点が重要
になる。
　ここでは，この二つの技術の概要について以下
に述べる。
１）幾何モデルの任意切断
　任意切断機能は，機器等の切断計画を検討する
ための機能で，最終的には図９に示した切断計画
図が出力される。
　切断に当たっては，直線的な切断のみでなく，
任意の点をスプライン補間した曲線による切断を
行うことも可能である。また，実際の切断を模擬
し，切断幅を任意に設定することも可能である。
さらに，切断片が持っている，核物質インベント
リー量や運転履歴といった情報についても各切断
片に再割り当てされ引き継がれる。
２）材質ごとの重量・体積計算
　図１０に材質ごとの重量・体積計算機能の概要を
示した。図に示したように，材質ごとに比重を定
義したテーブルを持つことにより，指定した範囲
の材質情報（3DCADモデルで色及び画層情報とし
て定義された情報）を3DCADモデルから読み取
り，3DCADの機能を使って計算される体積と，材
質ごとに定義した比重から重量を計算する。これ
らの計算は，指定された範囲のモデルの最小単位
で行われ，材質ごとに再構成し，材質ごとの重量
として出力される。
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図９　切断計画図
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４．３　実績収集（解体情報DB）機能

　実績収集機能は，解体，処理，処分という廃止
措置に必要な個別の技術要素を対象として，適用
可能材質といった技術情報や，コストのような経
済性情報を実績として収集するものである。これ
らの実績情報を収集することにより，廃止措置計
画立案の精度の向上を図ることができる。
　本章では，この実績収集機能のうち，解体情報
DBの一部として，製錬転換施設湿式プロセスの解
体に適用している，解体実績収集システムについ
て紹介する。
（１）解体実績収集の目的
　解体実績収集システムは，製錬転換施設の湿式
プロセスで行われている解体作業のモデル化を目
的としている。具体的には，解体作業がどのよう
なモデルで表現できるのかを，解体・撤去の実務
から得られる情報を用いて帰納的に求める計画で
あり，当面，帰納的解析を行うために必要となる
作業実績データの収集を行っている。
　作業実績データの収集に当たっては，解体・撤
去作業を実施するために必要な要素をあらかじめ
分析し，極力詳細に分解し作業の最小単位（作業
素）として設定した。この作業素ごとに，以下に
示した，作業環境や発生廃棄物等の，作業に付帯
する情報（＝作業変数）を設定し，必要な情報を
収集する計画としている。図１１に作業素の大分類
を，表１に作業素の例としてウラン系配管解体・
撤去作業におけるの作業素を示す。また，図１２に
作業変数の例として，装備に関する詳細作業変数

を示した。

（２）解体実績収集システムの概要
　製錬転換施設の湿式プロセス解体・撤去の実績
から作業モデルを帰納的に求めるためには，前述
したすべての作業素ごとに，すべての作業変数を
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図１０　3DCADを使った材質ごとの重量計算手法の概要
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図１１　作業素大分類
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収集した基礎情報を整備することが必要である。
　しかし，現場での解体作業では，様々な制約の
中で煩雑な作業をこなす必要があることから，作
業と並行して，作業素やそれに対応した作業変数

データを体系的に収集することは極めて困難であ
る。
　そこで，解体実績収集システムでは，解体実務
の中で対応することが比較的容易な，解体作業員
の作業内容報告と作業実績工程情報を基に，必要
な情報を再構築できるようにしている。また，こ
れらの情報が確実に収集できるよう，以下に述べ
る対応をおこなっている。
１）作業報告のテンプレート化
　作業報告は，あらかじめ徹底した作業分析を行
い，すべての入力項目をテンプレート化し，この
テンプレートの中から該当する情報を選択するよ
うにしている。これにより，確実な情報収集と個
人差等の影響を排除することを実現している。図
１３に入力画面の例を示す。
２）ウェブ上でのシステム展開
　解体情報収集システムは，作業報告の入力から
データベースまでのすべてのシステムをイントラ
ネット上に展開している。このことにより，情報
の共有や遠隔地からの利用を可能にしている。

４．４　遠隔地での情報共有機能

　遠隔地での情報共有機能では，3DCADモデルと
工程管理情報を使うことによって，施設の廃止措
置がどのように行われているのかを，遠隔地でも
３次元＋時間情報としてリアルタイムかつ視覚的
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作 業 素作業フェーズ件　　名
グリーンハウス準備準備作業ウラン系配管
グリーンハウス作成準備作業ウラン系配管
汚染確認準備作業ウラン系配管
片付け・清掃作業準備作業ウラン系配管
マーキング準備作業ウラン系配管
配管切断場所グリーンハウス養生準備作業ウラン系配管
架台等切断養生準備作業ウラン系配管
配管撤去場所養生準備作業ウラン系配管
液抜き準備作業ウラン系配管
ドラム缶搬入準備作業ウラン系配管
切断資材・機器搬入準備作業ウラン系配管
切断用架台作成準備作業ウラン系配管
装置交換準備準備作業ウラン系配管
配管取外し解体・撤去作業ウラン系配管
ウラン液・粉体回収解体・撤去作業ウラン系配管
サポート取外し解体・撤去作業ウラン系配管
配管切断解体・撤去作業ウラン系配管
配管洗浄解体・撤去作業ウラン系配管
サポート切断解体・撤去作業ウラン系配管
解体物ドラム缶詰め解体・撤去作業ウラン系配管
ドラム缶移動後処理ウラン系配管
片付け・清掃作業後処理ウラン系配管
切断資材・機器搬出後処理ウラン系配管
汚染確認後処理ウラン系配管
リサイクル，産業廃棄物汚染確認後処理ウラン系配管
リサイクル，産業廃棄物運搬後処理ウラン系配管
養生内除染後処理ウラン系配管
グリーンハウス・養生撤去後処理ウラン系配管

表１　ウラン系配管解体の作業素

図１３　作業実績入力画面の事例
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に把握することを可能にしている。
　一般的に，3DCADの幾何情報をネットワーク
上で相互に利用することは，3DCADの幾何情報
の情報量や現状のネットワークの通信速度から実
用的な方法とはいえない。
　そこで，3DCADの幾何情報を直接やり取りす
るのではなく，3DCADの幾何情報と関連付けた
工程管理情報をやり取りし，コンピュータの中で，
再度3DCADの幾何情報と関連付けることで，ネッ
トワーク上での解体進捗状況のリアルタイムでの
把握を実現している。
　これにより，施設解体の進捗状況をコンピュー
タ上で３次元＋時間情報として把握することがで
き，遠隔地であっても，施設廃止措置の現場と同
等の情報量の元にプロジェクトに参加することが
できる。

５．開発計画

　解体エンジニアリングシステムのような，業務
から得られるノウハウの体系化を目的としたシス
テムでは，システム開発の初期から段階的に実際
の業務に適用し，実証的に技術開発を行うことが，
実用性の高いシステムを構築する上での重要な要
件である。
　このため，解体エンジニアリングシステムの開

発に当たっては，人形峠環境技術センターの主要
な施設の廃止措置スケジュールと整合をとりつつ
開発を行う計画としている。
　図１４に人形峠環境技術センターの主な施設の廃
止措置スケジュールと解体エンジニアリングシス
テムの開発スケジュールを示した。解体エンジニ
アリングシステムは基本的に３期に分けて開発を
行う計画としており，各期における開発目標は次
のとおりである。
１）第一期
　製錬転換施設の湿式プロセス解体をとおして解
体を主体とした支援機能を開発する。この成果を，
２００２年から実施する製錬転換施設の乾式プロセス
解体計画立案に反映する。また，並行して，除染・
減容に関する技術の適用性・経済性情報を収集し，
２００３年度までに，解体・除染・減容に関する総合
評価を行い，適用すべき技術の技術的，経済的見
通しを得る。
２）第二期
　製錬転換施設の乾式プロセス及びウラン濃縮原
型プラントの解体実務をとおして，解体エンジニ
アリングシステムの解体・除染・減容に関する機
能の検証を行いつつ，実績情報の収集を行う。
３）第三期
　ウラン濃縮原型プラントの解体実務への適用を

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

技
術
報
告

図１４　開発工程
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とおして，解体エンジニアリングシステムの実用
性を評価する。併せて，人形峠環境技術センター
外の核燃料施設への適用に向けたシステムの一般
化を行う。

６．おわりに

　人形峠環境技術センターでは，廃止措置関連の
すべての業務の相互関連を明確化し，業務の効率
化を図るための仕組みとして，解体エンジニアリ
ングの構築を進めている。本報告では，この仕組
みを円滑に運用するための情報基盤である解体エ
ンジニアリングシステムの概要について紹介し
た。
　解体エンジニアリングシステムが対象とする施
設の廃止措置は，経済性の高い核燃料サイクルの
技術的確立に向けた重要技術の一つである。
　反面，施設の廃止措置は，他の技術開発とは異
なり，廃止措置技術開発への投資により新たな製
品を生み出すものではないことから，廃止措置そ
のものの経済性の向上が技術開発の唯一の目的と

なる。
　このため，廃止措置では，なによりも経済的合
理性が強く求められており，経済的合理性の向上
が期待される廃止措置関連エンジニアリングのシ
ステム化が重要になっている。
　人形峠環境技術センターでは，解体エンジニア
リングシステムの構築に向けて，幅広いニーズの
集約のため，関係各署と連携を取りつつ，施設の
特色を生かした実証的な技術開発を行っていく計
画である。
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新型転換炉ふげん発電所における
亜鉛注入技術の実証

資料番号：１２－７

Hisatsugu TAKAGI　　Satoshi MORITA　　Takuya KITABATA

高城　久承

安全管理課所属
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敦賀本部　新型転換炉ふげん発電所

　Applicability of the zinc injection technique for reducing the equivalent dose of annual inspection workers has been 
cleared and confirmed by several out‐of‐pile tests at Fugen Nuclear Power Station. A trial, which aimed at 
compressing the dose rate increase, was developed by BWR and was carried out in several plants from 1986. And then, 
regular zinc injections were started from Aug. 1999 after the start up of the 15th annual inspection.
　As a result of this injection,the 60Co ion concentration in reactor water has been reduced by the order of about 30%, 
and a radioactivity reduction effect has also been confirmed. Also, the rebuild up rate of 60Co on piping surfaces has 
been drastically reduced from about 60% to about 12% after system decontamination. According to an analysis of the 
practical method, the adhesive rate coefficient of 60Co to metal oxide film is compressed to about 1/3.

キーワード

新型転換炉ふげん発電所，水素注入，系統化学除染，亜鉛注入，材料健全性放射能低減効果，線量率上昇抑制効

果，被ばく低減

　新型転換炉ふげん発電所では，定期検査に伴う被ばく線量を低減するためにプラント線量率上昇抑制技術とし

て米国のBWRプラントで1986年から採用され始めた亜鉛注入技術の「ふげん」への適用性を確認し，1999年

8月の原子炉起動時から本格的な亜鉛注入を開始した。

　その結果，亜鉛注入により原子炉冷却水中の60Coイオン濃度が約30％低減され，放射能低減効果を確認した。

また，系統化学除染後の再循環系配管への60Co付着が再汚染率で約60％から約12％に大幅に抑制され，放射能

の付着抑制効果を確認した。なお，モデル解析により配管酸化皮膜への60Coの取り込み速度（付着速度係数）は

約1/3に抑制されることが分かった。

Fugen Nuclear Power Station, Hydrogen Water Chemistry, System Chemical Decontamination, Zinc Injection, Material 
Integrity, Reduction of Radioactivity, Suppression of Dose Rate Increase, Reduction of Exposure Dose

Fugen Nuclear Power Station, Tsuruga Head Office
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１．はじめに

　新型転換炉ふげん発電所（以下，「ふげん」）で
は，定期検査作業に伴う被ばく低減対策として
１９８９年に我が国で初めて系統化学除染を実施し
た。除染後の再汚染については，海外炉の経験か
ら相当早いことが予測されたため，これを抑制す
る技術として亜鉛注入法の検討を系統化学除染前
の１９８８年から開始した。
　亜鉛注入法は，プラント線量率上昇抑制技術と
して米国GE（ゼネラル・エレクトリック）社製
のHope Creek炉で１９８６年から採用され始めた運
転手法で原子炉冷却水中の亜鉛イオン濃度を５～
１０ppb程度に保つことにより，配管表面に形成さ
れる酸化皮膜を強固にし，被ばく源となる60Coの
配管壁への付着を抑制して，プラント線量率を低
下させる方法である。また，燃料集合体スペーサ
やステンレス鋼配管材表面からの60Coの溶出も亜
鉛注入により抑制されると推定されている1），2）。
　亜鉛注入の適用実績はGE社製BWRでは１９９８年
の時点で３２プラントにおいて実施され，効果を上
げている3）。
　国内のBWRでは，柏崎刈羽２号機で１９９６年に注
入試験を実施，浜岡１号機では１９９７年より３サイ
クルにわたり亜鉛注入を継続実施している実績が
ある4），5）。
　国内外での亜鉛注入の効果は，炉水中放射能濃
度の低減及び配管・機器への放射能付着抑制の２
つに大別されるが，その効果はプラント毎に異な
る。
　「ふげん」では，米国のBWRプラントで採用さ
れ始めた直後より「ふげん」で亜鉛注入法の検討
を開始し，技術開発を行ってきた。本報告では，
約１１年間にわたる亜鉛注入の技術開発で得られた
成果及び実機への本格注入により確認された亜鉛
注入の効果について報告する。

２．開発経緯

　「ふげん」では60Co等の放射性核種の機器・配管
内表面への付着・蓄積を抑制することを目的に，
１９８８年から，亜鉛注入技術の「ふげん」への適用
性に関する技術課題について評価を行ってきた。
まず，亜鉛注入による放射能付着抑制効果を確認
するための炉外試験を実施し，続いてプラントへ
の影響を確認するために炉外での材料試験を実施
し，良好な結果を得た。

　次に，実機での適用性を確認するために１９９８年
８月から１９９９年１月にかけて短期亜鉛注入試験を
行い，「ふげん」で安定に亜鉛注入できることを確
認した。また，炉水放射能の低減効果及びプラン
ト運転に悪影響がないことを確認した。その後の
第１５回定検でＢループの系統化学除染を実施，第
２９サイクル原子炉起動時の１９９９年８月から連続亜
鉛注入試験を開始し，第１６回定検時まで約１年間
にわたり連続注入を行った。表１に開発履歴を示
す。
　その結果，系統化学除染後の再循環系配管の継
続的な放射能付着抑制効果が認められ，亜鉛注入
技術を実証することができた。

３．亜鉛注入法の実機適用性の検討

３．１　放射能付着抑制効果の確認

　亜鉛注入による放射能付着抑制効果の確認を炉
外試験で１９９０年から１９９２年にかけて実施した。
　試験では，高温高圧沸騰ワンスルーラインの試
験装置を製作・設置し，実炉水を用いて２つのテ
ストチューブラインに通水，一方のラインは酸化
亜鉛カラムに通水し，亜鉛イオン濃度が約１０ppb
になるように注入した。この比較試験において
「ふげん」の水質環境下で亜鉛注入の有無によるス
テンレス配管への60Co等の放射性核種の付着量の
経時変化を測定した。図１に試験装置の系統概要
を示す。また，試験条件を表２に示す。
　その結果，亜鉛注入により，「ふげん」の水質環
境下では，SUS316Lステンレス鋼材への60Co付着
量は１/２～１/３に低減できることが確認され，実炉
水を用いた炉外試験で亜鉛注入効果が確認され
た。図２に60Co付着量変化を示す。
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表１　亜鉛注入技術の開発履歴



６７

３．２　原子炉構成材料への影響確認

　海外ＢＷＲ炉の経験では，亜鉛注入による原子
炉冷却系構成材料の不具合は報告されていない
が，亜鉛が多量に燃料棒表面に付着するので燃料
破損の極めて少ない日本で亜鉛注入を実施する場
合には，燃料被覆管等の健全性評価を十分に行う
必要があった。また，「ふげん」では原子炉冷却系
SUS304ステンレス鋼材のSCC予防のため１９８５年

から水素注入（HWC：Hydrogen Water Chemistry）
を長期間にわたって実施しており，水素注入環境
下での材料健全性についても評価を行う必要があ
った。
　そこで亜鉛注入によるプラントへの影響を確認
するために，燃料被覆管材及び「ふげん」特有材
料である圧力管材料やロールドジョイント部等の
原子炉主要構成材料について水素注入環境下での
材料の健全性を確認するため１９９３年から１９９６年に
かけて以下に示す炉外試験を実施した。材料健全
性確認試験の試験項目を表３に示す。
（１）燃料被覆管材の腐食挙動
　燃料被覆管材料健全性確認試験では，高温高圧
沸騰ループを用いて，燃料被覆管材（Zry‐2）の試
験片（員数各３個）を試験槽に装着し，水素注入
環境を共通条件とし，炉水模擬沸騰環境下で亜鉛
注入の有無による比較腐食試験を実施した。
　亜鉛注入による燃料被覆管材の腐食挙動に与え
る影響について，燃料被覆管材の腐食挙動として
重要な水素吸収量のほか，被覆管表面の酸化皮膜
付着挙動を調査した。試験条件を表４に示す。
　その結果，図３に示すように亜鉛注入による水
素吸収量及び酸化皮膜の厚さの変化は認められな
かった。また，酸化皮膜の付着状態は亜鉛注入に
より安定な酸化皮膜が緻密に付着しており，腐食
を抑制する酸化皮膜の形成が確認された。写真１
に走査電子顕微鏡（SEM）による試験片表面の酸
化皮膜観察結果を示す。
（２）「ふげん」特有材料等の腐食特性
　「ふげん」特有材料等の腐食特性確認試験では，
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図１　放射能付着抑制効果確認試験装置の系統概要

表２　ステンレス鋼材の炉外試験条件

亜鉛注入有亜鉛注入無水質項目等

約１０ppb＜１ppb亜鉛イオン濃度

原子炉浄化系入口水試験水

SUS316L試験材

１００～２００ppb溶存酸素濃度

２７４～２８０℃温　度

７５～８０kg/cm2圧　力

約７００ml/min流　量

図２　亜鉛注入の有無によるSUS316L材料への
　　　60Co付着量変化

図３　燃料被覆管材の水素吸収量及び酸化皮膜厚さ
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大洗工学センターの（旧）安全工学部　機器・構
造安全工学室の高温高圧沸騰ループを改造し，炉
水模擬沸騰環境下で亜鉛注入の有無による比較試
験で「ふげん」特有材料等の腐食特性確認試験を
実施した。その結果，原子炉構成材料の腐食量は
同等もしくは抑制される傾向にあり，亜鉛注入に
よる材料への影響を及ぼさないことを確認した。
（３）ステンレス鋼材のSCC感受性
　SCC感受性確認試験では，高温高圧沸騰ループ
を用いて，水素注入環境を共通条件とし，炉水模
擬沸騰環境下で亜鉛注入の有無による比較試験で
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表４　燃料被覆管材の炉外試験条件

HWC＋Zn
（水素＋Zn注入条件）

HWC
（水素注入条件）

水質項目等

１５ppb０ppb亜鉛イオン濃度

１０ppb溶存酸素濃度

３００ppb溶存水素濃度

１０ppbH2O2

３４０℃温　度

１５０kg/cm2圧　力

約３０％ボイド率

５００hr試験時間

表３　材料健全性確認試験の試験項目

試験項目

評価材料 電位
測定

基礎腐食特性SCC/割れ

水素
吸収

付着物
分析

皮膜
組織

SEM
観察

重量
測定

定歪
試験＊3

CT‐PDM
試験＊2

SSRT
試験＊1

－□▲　　▲□□▲　　▲－－－Zircalloy‐2（燃料被覆管）

△○△▲○△▲○△○△○△▲△－－Zr‐2.5%Nb（圧力管）

△○△　△　△　△○△　△－－Zr‐2.5%Nb+SUS403M（ロールドジョイント部）

△　△▲　△▲○△○△○△▲△－－SUS403M（圧力管延長部）

　△▲　△▲　△▲○△○△○△▲△－－Inconel溶接材（同上異種金属溶接部）

　△▲－○△▲○△○△○△▲－△▲△▲SUS304（入口管，上昇管他）

　△▲－○△▲○△○△○△▲－－△　SUS316NG（冷却系配管）

－△－○　　○　○△　△－－SUS630（シールプラグドーム）

－○△▲－○○　○△　△－－Ti‐6Al‐4V（シールプラグエレメント）

－○　　－－○　○　　－－－Ti‐6Al‐4V+SUS403M（シールエレメントシール部）

－－－○　○　○　　－－－SUS440C（遮蔽プラグラッチボール）

－△－○　○　○△　△－－Inconel718（燃料スペーサ）

－△－－－△△－－炭素鋼（給水系配管他）

Key　□：燃料被覆菅材の腐食挙動試験（炉外試験）
　　    ○：「ふげん」特有材料等の腐食特性試験（炉外試験）
　　    △：ステンレス鋼材のSCC感受性等の試験（炉外試験）
　　    ▲：ステンレス鋼材のSCC感受性等の試験（インプラン
　　    　　ト試験）

注）＊1：Slow Strain Rate Test（低歪速度引張試験）
　     ＊2：Compact Tension‐Potential Drop Method（CT試験‐電位差法）
　    ＊3：（Uベンド試験）

写真１　燃料被覆管材（Zry‐2）付着クラッドのSEM観察結果

HWC + ZnHWC
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ステンレス鋼材のSCC感受性を確認する試験を中
心に実施した。
　SCC感受性は低歪速度引張試験（SSRT試験）
を行い，粒界型SCC（IGSCC）の発生の有無で評
価した。その結果，亜鉛注入の有無にかかわらず
IGSCCの発生は観察されず，IGSCCの感受性に及
ぼす影響は認められなかった。
　また，ステンレス鋼材のき裂進展性については
CT‐PDM（Compact Tension‐Potential Drop 
Method：CT試験‐電位差法）試験を実施した。１
つのCT試験片で水質条件を，ＢＷＲ模擬水質環境
下→水素注入環境下→水素注入＋亜鉛注入環境下
と連続に変化させて，き裂長さを計測した。
　その結果，SUS304鋭敏化材は，亜鉛注入の有無
にかかわらずIGSCCの進展は観察されず，IGSCC
の進展感受性に及ぼす影響は認められなかった。
図４にき裂進展試験結果を示す。
　以上の炉外試験結果より，亜鉛注入による放射
能付着抑制効果及び材料への影響がないことが確
認され，亜鉛注入法が「ふげん」に適用できる見
通しが得られた6）。

４．「ふげん」への亜鉛注入

４．１　亜鉛注入方法

　亜鉛注入の運転手法は米国GE社により開発さ
れたもので，注入する亜鉛は，当初，天然の酸化
亜鉛（ZnO）が使用されたが，天然亜鉛中の64Zn
が放射化されて生成する放射性の65Znの線量寄与
が問題となり，これを抑制する方法として，64Znを
同位体分離によって除去した酸化亜鉛（DZO： De-
pleted Zinc Oxide）が使用されるようになった。
　「ふげん」での亜鉛注入では，DZOを用いた亜

鉛粉末炭酸溶解方式を採用した。
　亜鉛注入装置は，亜鉛溶解槽２基，炭酸ガス注
入ライン及び亜鉛溶解液注入ラインより構成され
ている。溶解槽内には炭酸ガスが注入され，炭酸
ガス飽和状態によりpHが６程度に維持され，亜鉛
の溶解を促進している。亜鉛注入装置外観を写真
２に示す。
　亜鉛イオンは給水系の復水脱塩器出口から連続
注入することにより炉水の亜鉛イオン濃度を上昇
させ，所定の濃度になるよう，給水系への注入量
を設定している。亜鉛注入系統の概略を図５に示
す。

４．２　短期亜鉛注入試験結果

　短期亜鉛注入試験では，炉水中の放射能の低減
効果を確認することを目的に，目標炉水亜鉛濃度
を１，３，５，７ppbになるよう，給水への亜鉛注入
量を段階的に上昇させた。各段階は１月程度とし，
炉水中亜鉛濃度と給水への亜鉛注入量との相関を
確認しつつ，炉水放射能濃度の低減効果及び再循
環流量等のプラント運転への影響を確認するため
に水質・プラントデータを採取した。
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図４　ステンレス鋼材のき裂進展試験結果（炉外試験） 図５　亜鉛注入系統の概略

写真２　亜鉛注入装置外観
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　試験は，１９９８年８月２１日に開始し，１９９９年１月
上旬までの約４．５月間実施した。
　短期亜鉛注入試験で得られた水質データをこれ
に引き続く連続亜鉛注入試験時の結果とともに図
６の炉水Zn，給水Fe，Zn添加濃度の推移，図７
の炉水放射能濃度の推移を示す。また，短期から
連続亜鉛注入試験の状況を表５に示す。
（１）安定注入の検証
　図６の炉水亜鉛濃度の推移（第２８サイクル）が
示すように１，３，５，７ppbと段階的に亜鉛注入
制御が安定して行え，炉水亜鉛濃度の安定な制御
性が確認された。また，炉水亜鉛濃度と給水への
亜鉛注入濃度との相関を表す亜鉛濃縮倍率〔炉水
亜鉛濃度/Zn添加濃度（給水亜鉛濃度）〕は約４倍
で推移した。亜鉛濃縮倍率は，給水Fe濃度に依存

するといわれていたが，大きな変動はなく安定し
ていた。
（２）炉水放射能低減効果
　図７の炉水放射能濃度の推移（第２８サイクル）
が示すように亜鉛注入による炉水中の60Co，58Coイ
オン濃度は，炉水中の亜鉛濃度が５ppb以下では
上昇し，５ppb～７ppbで低下傾向を示した。これ
は，亜鉛濃度が５ppb以下では燃料被覆管表面あ
るいは配管・機器へのイオン放射能の付着が抑制
され，相対的に炉水中の濃度が上昇し，一部は原
子炉浄化系で除去されて平衡濃度になった。
　亜鉛濃度５ppb以上では更に燃料被覆管表面か
らのコバルトイオンの溶出が抑制されたことか
ら，炉水中濃度が低下傾向を示したものと考えら
れる7）。詳細なメカニズムは現在も明確になってい
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表５　「ふげん」の亜鉛注入試験の状況

注入環境注入量（DZO）注入濃度注入期間運転サイクル試験

・水素注入環境下約３．２kg
目標炉水亜鉛濃度
１→３→５→７ppb
段階的に上昇

１９９８年８月２１日～
１９９９年１月７日
（約４．５月）

２８サイクル
短期

亜鉛注入試験

・水素注入環境下
・Ｂループ系統　
　化学除染後　　

約５．６kg
目標炉水亜鉛濃度
７～５ppbに設定

１９９９年８月１日～
２０００年３月１１日
（約６月）

２９サイクル

連続
亜鉛注入試験

同上約２．２kg同上
２０００年４月２８日～
２０００年７月２６日
（約３月）

３０サイクル

・水素注入環境下
・Ａループ系統　
　化学除染後　　

－同上
２０００年１２月２６日～

実施中
（約５月）

３１サイクル

図６　亜鉛注入時の炉水Zn，給水Fe，添加Zn濃度の推移



７１

ない。
　この結果より，最適亜鉛注入炉水濃度を５ppb
～７ppbと設定した。
（３）プラントへの影響
　亜鉛注入は，原子炉内に持ち込まれた亜鉛が燃
料体表面及び配管内表面の酸化物に取り込まれ，
安定化することに特徴がある。この原理に基づい
ているため，亜鉛注入箇所の下流側で流動状態に
影響を及ぼす可能性があり，「ふげん」では再循環
流量及び給水流量の指示値を監視した。その結果，
亜鉛注入による指示値変動は見られず，プラント
への影響はなかった。

４．３　連続亜鉛注入試験結果

　亜鉛注入の条件としては，短期亜鉛注入試験の
結果より炉水中亜鉛濃度が５～７ppbにおいて放
射能低減効果が認められたことから，この濃度を
通常運転時の目標炉水亜鉛濃度とした。ただし，
系統化学除染後の原子炉起動初期においては特に
放射性核種の配管内面への再付着がより進む傾向
があるため，原子炉起動初期の目標炉水亜鉛濃度
を７～１０ppbと高めに設定し，炉出力２０％より注
入を開始した。その後，炉起動約１月後には再付
着の進行が小さくなると考えられたため，目標炉
水亜鉛濃度を５ppb程度にコントロールし，炉水
放射能濃度等の水質変化や配管付着放射能を監視
している。

　また，亜鉛注入による配管への放射能付着抑制
効果を確認するため，原子炉運転時にも配管への
６0Coの付着状況を監視できるよう，Ｂループの再
循環ポンプ吐出管表面にゲルマニウム半導体検出
器（Ge検出器）を設置した。図８の原子炉冷却系
系統概要にGe検出器の設置場所を示す。また，設
置外観を写真３に示す。
（１）炉水放射能挙動
　炉水中の60Coイオン濃度（第２９，３０サイクル）
を図７に示すが，運転初期にすぐに上昇し，その
後は第２９，３０サイクルともに漸増傾向を示してい
る。60Coイオンの平均濃度は両サイクルともに
０．８Bq/cm3で亜鉛注入をしていない第１８～第２７サ
イクル（前１０サイクル）の平均濃度１．２Bq/cm3と
比べて約３０％の濃度低下が見られ，亜鉛注入によ
る炉水中の放射能低減効果が確認された。
　これは，60Coの主発生源である燃料体表面でCo
イオンを安定な酸化皮膜として固定化し，放射化
された60Coイオンの溶出が抑制されたためと考え
られる。
（２）インプラント材料試験
　「ふげん」で実施している亜鉛注入が原子炉冷却
系主要構成材料の健全性に悪影響を及ぼさないこ
とを確証するため，インプラントにおいて実機で
の水素注入＋亜鉛注入環境下で各種の材料健全性
確認試験を実施した。インプラント試験装置は原
子炉建屋内階段室に設置し，図５に示すように下
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図７　亜鉛注入時の炉水放射能濃度の推移
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部ヘッダより取水し試験を行った。材料健全性確
認試験の試験項目を表３に示す。
　インプラント試験で得られたデータは，炉外試
験等と比較評価した結果，亜鉛注入環境が主要構
成材料の健全性に対して悪影響を及ぼさないこと
を確認した。
（３）配管付着放射能抑制効果
１）実測データ比較
　本格亜鉛注入を開始した第１５回定期検査後の原
子炉起動から第１６回定期検査まで，前述のGe検出
器により，運転時の60Co付着量を連続的にモニタ
リングした。また，原子炉の起動停止時には，原
子炉冷却系各部の機器・配管表面の線量率を定期
的に測定している。
　図９にGe検出器によるRCP吐出管部の60Coの付
着量測定結果を，図１０に原子炉冷却系のRCP吐出
管部の線量率を定期測定した結果を示す。
　図９より亜鉛注入していない第８回定検時の系
統化学除染後と連続亜鉛注入を開始した第１５回定
検時の系統化学除染後のデータを比較すると，前
者は運転開始初期（30EFPD程度）まで急激に60Co

の付着量は増加（再汚染が進み）し，その後も除々
に増加しているのに対し，　後者では60Coの付着
量は運転開始より，ゆるやかな増加にとどまって
おり，亜鉛注入により放射能の付着が抑制されて
いることが分かる。
　再汚染率（除染後の60Coの増加付着量／除染前
後の60Co付着量の差×１００）で評価すると６０％から
１２％に低下し，明らかな60Co付着抑制効果が認め
られた。
　また，図１０により除染後亜鉛注入を実施しなか
った第８回定検以降と，亜鉛注入を実施した第１５
回定検以降のRCP吐出管部の線量率変化を示した
ものであり，これにより亜鉛注入効果が明確に分
かる。亜鉛注入をしない場合，線量率は次の定検
時には除染前の６，７割まで，さらに次の定検時に
は８，９割まで上昇している。
　一方，亜鉛注入している場合には，除染後線量
率はほとんど上昇せず，抑制されていることが確
認された。
　以上の結果から，除染後の亜鉛注入は機器・配
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図９　系統除染後の再循環系配管の再汚染抑制効果

図１０　原子炉冷却系D‐RCP吐出管（Ｂループ）の線
量率推移

図８　原子炉冷却系系統概要

写真３　Ge検出器（配管内付着放射能監視モニタ）
の設置外観
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管表面への60Coの再付着を効果的に抑制し，酸化
皮膜内の60Co付着量を低いレベルに維持できるこ
とが確認された8）。
２）付着抑制効果の検討
　亜鉛注入の有無による配管内面酸化皮膜への
60Coの取り込み速度の違いについて，除染後亜鉛
注入していない第１５，１６サイクル（第８回定検後
の起動から第９回定検まで）と，除染後亜鉛注入
した第２９，３０サイクル（第１５回定検後の起動から
第１６回定検まで）の付着速度係数を簡易解析によ
り求め比較した。
�　60Co簡易解析モデル
　下記の簡易解析式に基づき，実機データのフィ
ッティングにより付着速度係数を評価した。得ら
れる付着速度係数は付着，剥離過程を含めた，見
かけの付着速度係数である。
　　　dΓ/dt＝δ・R－λ・Γ　　　　　（１）
ここで
　：付着放射能量（Bq/cm2）
　：炉水放射能濃度（Bq/cm3）
　：付着速度係数（cm/h）
　：崩壊定数（１/h）

（１）式を解いて
　　　Γ＝Γ0・exp（－λ・ t）＋δ・R・
　　　　　｛１－exp （－λ・ t）｝/ λ　　（２）
ただし
　　：付着量初期値（Bq/cm2）
　：EFPH
（２）式より，60Coの酸化皮膜への付着速度係数δは
下記のように得られる。
　　　δ＝｛Γ－Γ0・exp（－λ・ t）｝・λ/
　　　　　［R・｛1－exp （－λ・ t）｝］　　 （３）
�　60Co付着速度係数の評価
　（３）式を用い下記の入力条件によりδを求めた。

付着放射能量，炉水中放射能濃度及び付着量初期
値（除染後）データは測定値である。炉水中放射
能濃度（60Coイオン）は図９に示すように，運転
期間中ほぼ一定なので平均値を使用した。
　得られた付着速度係数を用いた60Co付着密度推
移のフィッティング曲線を図１１に示す。この曲線
は付着係数の時間依存性を１/√tで表している。
　この結果，第１５回定検後の第２９，３０サイクル終
了時に相当する約267EFPD時の付着速度係数を
比較すると，亜鉛注入をしなかった第１５，１６サイ
クルでは５．６cm/h，亜鉛注入をした第２９，３０サイ
クルでは１．７cm/hとなり，亜鉛注入により付着速
度係数が約１/３になることが分かった。

５．おわりに

　亜鉛注入技術の「ふげん」での適用性を確認す
るための各種炉外試験及び短期亜鉛注入試験を約
１１年間にわたり技術開発を行い，その後のＢルー
プ系統化学除染に併せて本格的な亜鉛注入を開始
し，約１年間にわたり連続注入を行った。
　その結果，系統化学除染と亜鉛注入技術の組み
合わせは，恒久的で効果的なプラント線量率低減
対策であることが実証され，有効な被ばく低減対
策になることが確認された。
　連続亜鉛注入試験で得られた成果のまとめを以
下に示す。
�　炉水中の60Coイオン濃度が亜鉛注入により約
３０％低減され，炉水中放射能低減効果が確認さ
れた。

�　再循環系配管の系統化学除染後の60Co付着量
推移は，亜鉛注入していない系統化学除染後と
比較して，再汚染率は６０％から１２％に低下し，
大幅な放射能付着抑制効果が認められた。
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δ
λ
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t

図１１　系統除染後の再循環系配管への60Co付着速度
係数の比較

第２９，３０
サイクル

第１５，１６
サイクル

単位項目記号

測定値測定値Bq/cm2付着放射能量Γ

０．８０１．１２Bq/cm3炉水放射能濃度Ｒ

1.50E‐051.50E‐051/h崩壊定数λ

８，８００１７，０００Bq/cm2
付着量初期値

（除染後付着量）
Γ0

表６　付着速度係数解析入力データ
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�　炉水放射能挙動のモデル解析により亜鉛注入
による配管内面酸化皮膜への60Coの取り込み速
度（付着速度係数）が約１/３に抑制されること
が分かった。
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　The Japan Nuclear Cycle Development Institute (JNC) believes that the development of future nuclear fuel cycle 
technology should be conducted with careful consideration given to non‐proliferation.  JNC is studying methodologies 
for evaluating proliferation resistance of nuclear fuel cycle technologies.  However, it is difficult to establish the 
methodology for evaluating proliferation resistance since the results greatly depend on the assumption for the evaluation 
and the surrounding conditions.
　This study grouped factors of proliferation resistance into categories through reviewing past studies and studied the 
relationships between the factors.  Then, this study tried to find vulnerable nuclear material (plutonium) in some FBR 
fuel cycles from the proliferation perspective, and calculate the time it takes to convert the materials from various 
nuclear fuel cycles into pure plutonium metal under some assumptions.  The result showed that it would take a long time 
to convert the nuclear materials from the FBR fuel cycles without plutonium separation.  While it is a preliminary 
attempt to evaluate a technical factor of proliferation resistance as the basis of the institutional proliferation resistance, 
the JNC hopes that it will contribute to future discussions in this area.
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核拡散抵抗性，核燃料サイクル，FBRサイクル，INFCE，TOPS，使用済燃料基準，外在的核拡散抵抗性，内

在的核拡散抵抗性，保障措置，核物質防護，転換時間

Methodologies for Evaluating the Proliferation Resistance of Nuclear Fuel Cycles  

Hiroki SHIOTANI＊　　Kei‐ichiro HORI　　Hiroshi TAKEDA＊1

International and Nuclear Material Management Division, Head Office
�Pesco Co., Ltd.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊1

　サイクル機構では，核燃料サイクルを開発する際に核不拡散に配慮することが必要と考え，核拡散抵抗性を評

価する手法を検討している。しかし，核拡散抵抗性を評価する手法を確立することは，核拡散抵抗性の評価結果

が前提条件に大きく依存すること等の理由から難しい課題である。

　本研究では，まず，既往研究を振り返ることにより，核拡散抵抗性を構成する要素を類別し，核拡散抵抗性の

概念を整理した。さらに技術的な核拡散抵抗性を評価するため，いくつかのFBRサイクルにおいて，核拡散の観

点から脆弱な核物質を推定し，これらの段階にある核物質を金属に転換するのに必要な時間を試算した。結果と

して，プルトニウムを単離しない核燃料サイクルは転換時間が増大することとなった。

　これらの結果が，今後の核拡散抵抗性に関する議論の参考となることを期待している。

Proliferation Resistance, Nuclear Fuel Cycle, FBR Cycle, INFCE, TOPS, Spent Fuel Standard, Extrinsic Proliferation 
Resistance, Intrinsic Proliferation Resistance, Safeguards, Physical Protection, Conversion Time
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１．はじめに

　本研究は，FBRサイクルの核拡散抵抗性につい
て検討及び試算するために実施した委託研究の成
果1）を基にして考察を加えたものである。
　核拡散抵抗性については，１９７７年から１９８０年に
かけて，６６か国，５国際機関が参加した国際核燃料
サイクル評価（International Nuclear Fuel Cycle 
Evaluation: INFCE）2）の議論の中で検討されるな
ど，１９７０年代から１９８０年代初頭にかけて精力的に
検討された3）～6）ものの，核拡散抵抗性の定義や考え
方について様々な意見が出されて，決定的な評価
手法を確立するには至らなかった。その後，１９８０
年代後半から１９９０年代前半にかけては，旧動力炉・
核燃料開発事業団で基礎的な研究7），8）が行われた
例があるが，核拡散抵抗性は，国際的にそれほど
大きな注目を集めていなかった。
　しかし，米国においては，核兵器の解体を通じ
て発生した余剰兵器プルトニウム（Pu）の処理・
処分オプションの評価に関して，全米科学アカデ
ミー（National Academy of Science: NAS）が１９９４
年以降に「使用済燃料基準」を導入して9），10）以来，核
不拡散性，あるいは，核拡散抵抗性について再度
検討する機運が生じている。NASは，核物質に内
在する核拡散抵抗性について引き続き検討し，
２０００年に使用済燃料基準についての報告書（以下，
NAS報告書）を公表した11）。更に米国政府は，原

子力分野の基礎研究を振興させるために１９９９会計
年度より原子力研究イニシアチブ（Nuclear En-
ergy Research Initiative: NERI）を開始した。この
枠組みの下でも高い核拡散抵抗性を特徴とする原
子力発電システムがいくつか提案されて，研究が
行われている12）。２０００年には，米国エネルギー省
（Department of Energy: DOE）が，民生用原子力
利用における核拡散抵抗性強化のための技術的な
可能性を明確にし，そのために実現すべき特定の
研究分野を勧告することを目的として，DOEの原
子力研究諮問委員会（Nuclear Energy Research 
Advisory Committee: NERAC）の下にTOPS（Tech-
nological Opportunities To Increase The Prolifera-
tion Resistance of Global Civilian Nuclear Power 
Systems）タスクフォースを設置して核拡散抵抗
性に関する研究を行った。この研究については，
NERACが２００１年１月にその結果をまとめた報告
書（以下，TOPS報告書）13）を発表しており，今
後，報告書の内容が第４世代原子力発電システム
の設計に反映される予定である。核拡散抵抗性の
評価に関する大規模な国際的検討を表１にまとめ
た。
　我が国においては，２０００年にまとめられた「原
子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」14），
等では，「核不拡散性を確保しつつ」あるいは「技
術的に核拡散につながりにくい選択肢を開発す
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表１　核拡散抵抗性の評価に関する大規模な国際的検討例

結論（特に核拡散抵抗性の評価に関連する部分）核拡散抵抗性に関する検討範囲実施者（参加者）名称（期間）

・核拡散は一義的には政治的問題であり，技術的な問題ではない。
・保障措置及び制度的手段（コ・ロケーション，コ・コンバージョン，
国際Pu管理等）は，技術的措置よりも重要である。

・すべての燃料サイクル中でセンシティブな点の転用に対する抵抗性
を向上する手法を見いだすことが，重要である。

政治的問題を除く核拡散抵抗性
・制度的手段
・保障措置
・技術的手段

６６か国，５国際機
関

INFCE
（１９７７年 
から１９８０年）

・総合的核拡散抵抗性を決定するのは，内在的な特性と人工的・制度
的障壁の組合せである。

・（内在的）核拡散抵抗性を機械的に適用できる単純な手法を策定する
ことは極めて困難であるし，そういった手法を策定することが望ま
しいかについても断定できない。

・主な核拡散脅威の種類に応じた各障壁（要素）の相対的重要度をマ
トリクスで表現することにより使用済燃料基準を満たしているかに
ついて判断できる。

・脅威によって，内在的な特性についても，その相対的な重要度は変
化する。

・固有特性と人工的・制度的防護措置とは相互に関係がある。

内在的核拡散抵抗性
・余剰核兵器処分の様々なオプショ
ンが使用済燃料基準に合致するか
否かを判断する手法
・様々なオプションについて，手法
（機械的な手法ではなく，総合的な
手法）を適用して評価

米国科学アカデミ 
ー（NAS）
国際安全保障軍備
管理委員会
（CISAC）固定化
／MOX燃料評価
審査会

使用済み燃料
基準
（１９９４年 
から現在）

・あるシステムの「核拡散抵抗性」は絶対的な属性ではなく，程度の
問題である。定量的要素と定性的要素の両方が関連しており，様々
な要素にどの程度の比重を割り当てるかは本質的に判断の問題であ
るため，一般的に許容可能な核拡散リスク評価方法を開発するのは
困難である。さらに，特定のシステムに伴う核拡散リスクは，その
脅威の性格，すなわちそれが核兵器の取得を望む技術的にレベルの
高い国であるか低い国であるか，あるいはテロリスト・グループな
のかに応じて決まってくる。

研究開発項目を摘出するための核拡
散抵抗性の評価
・外在的核拡散抵抗性
　（制度的障壁）
・内在的核拡散抵抗性
（物質的障壁，技術的障壁）

TOPSタスクフォ 
ース
（米国の専門家が
中心，我が国から
２名，仏から１名
が参加）

TOPS
（２０００年）
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る」といった記述が含まれている。また，サイク
ル機構でも，FBRサイクルの実用化概念を構築し，
実用化に向けた開発シナリオの策定を目的とする
実用化戦略調査研究において，核拡散抵抗性の向
上を開発目標の一つに掲げており，様々な核燃料
サイクル技術の選択肢から，実際に研究開発を行
うものを絞り込むため，核拡散抵抗性の評価手法
を確立することが期待されている等，核拡散抵抗
性の再検討が求められている。
　サイクル機構における検討は，過去の研究のレ
ビューを行うことが中心であり，初期の段階であ
る。以下，核拡散抵抗性の概念と評価手法を簡単
に整理することを試み，更に核拡散抵抗性の一つ
の要素であると考えられる金属への転換時間を試
算した結果を紹介する。

２．核拡散抵抗性の概念とその評価手法

２．１　核拡散と脅威（Threat）の想定について

　核拡散については，「非核兵器国が核兵器（核爆
発装置）を製造あるいは獲得すること（又は製造
する能力を持つこと）」と定義する考え方が（特に
米国において）15）代表的である（これを「水平拡散」
と呼ぶこともある）。ただ，「IAEA保障措置－目的・
限界・功績－」16）で用いられたように「核兵器国
の保有核兵器数の増加（垂直拡散と呼ぶこともあ
る）」も核拡散に含まれるという考え方もある。他
にも，INFCEではより狭義に「政府による転用」
を指すという考え方2）が採用されたし，逆に広義に
「人類全体が直面するリスク低減の観点から，「核
拡散」ではなく，「核兵器の再使用」が防止される
ことを基本目標とするべきである」とした研究7），8）

もあり，確立した定義はない。しかし，本研究で

は，「核燃料サイクルの核拡散抵抗性」を「脅威
（本研究では拡散を行おうとする者）が核燃料サイ
クルから転用を企図した際に抑止効果を持つ核燃
料サイクルの性質及び環境」ととらえることとし
た。これは，平和利用目的の核燃料サイクルを開
発利用する際に重要となる点に検討を絞ったから
である。したがって，純粋軍事目的の核燃料サイ
クル構築による核拡散等を無視しており，正確に
は，「核燃料サイクルの転用抵抗性」と呼ぶべきで
あるが，以下では通例に従って「核拡散抵抗性」
という用語を用いることとする。
　なお，どれほど核拡散に対して脆弱な核燃料サ
イクルが存在しても，核拡散を企図するという政
治的目的を持つ脅威がなければ，核拡散は起こり
えない。したがって，核拡散抵抗性を検討する上
で，脅威を想定することは基本的な要件である。
TOPS報告書において，核拡散抵抗性の要素を障
壁（Barrier）と呼んでいるのは，脅威にとって，
それらの要素が核拡散を実行したときの障壁とな
ることを意味しているからであろう。また，核拡
散を行う脅威として，核兵器国（核兵器国が核拡
散上の脅威となるかについては，異論も多い点は
上で述べたとおり），非核兵器国，サブナショナル
グループ（テロリスト等），施設運転者，あるいは
それらの共謀等が考えられる。

２．２　核拡散抵抗性の要素

　核燃料サイクルの核拡散抵抗性を構成する要素
を簡潔に整理することは困難である。
　TOPS報告書では，核燃料サイクルの核拡散抵
抗性要素を表２のように分類して検討している。
ここでは，核拡散抵抗性を核燃料サイクル以外の
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表２　核拡散抵抗性を構成する要素例（TOPSにおける分類をまとめたもの）

要素（属性）小分類大分類

・同位体障壁
・化学的障壁
・放射線障壁
・質量及び容積
・探知しやすさ

物質的な障壁
あるいは物質的な核拡散抵抗性

内在的な障壁(Intrinsic Barrier)
あるいは内在的な核拡散抵抗性，
技術的な特徴

・施設魅力度
・施設へのアクセス
・核兵器に利用可能な物質の質量
・転用の探知
・技能，専門知識
・時間

技術的な障壁
あるいは技術的な核拡散抵抗性

・IAEA保障措置
・アクセス管理とセキュリティー
・所在地（ロケーション）等

制度的な障壁
あるいは制度的な核拡散抵抗性

外在的な障壁
(Extrinsic Barrier)
あるいは外在的な核拡散抵抗性，
制度的な措置
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環境とは独立して核燃料サイクルに備わっている
性質としてとらえ，核拡散抵抗性を有する核燃料
サイクル中の構成要素の種類（物質，施設，制度）
の観点から分類している。これは，外在的な核拡
散抵抗性と内在的な核拡散抵抗性の関係を考える
ためによい分類法である。しかし，脅威にとって
核拡散抵抗性のどの要素が効果的な抑止効果を持
つのか，及び脅威にとって抑止効果がどの程度か
考察するには，不便な点もある。なぜなら，例え
ば，核物質防護16）用の設備は，外部から進入する
テロリストに対しては大きな障壁となるものの，
施設者が脅威となる場合には，ほとんど障壁とな
らない点，政府が公然と転用する場合には，IAEA
保障措置16），18）はほとんど無意味であるという点等
を説明しにくいし，もともと施設に存在する壁と
制度的な要請によって人工的に設けられた壁や柵
は，核物質への接近を試みる脅威にとっては，同
種の抑止効果をもたらすが，分類上これらを区別
せねばならないからである。
　なお，保障措置には，施設側の核物質量の変化
を適時に探知することで，転用の早期探知の危惧
を与える制度を設計することによって，政府が公
然と転用を行う場合を除き，あらゆる脅威による
転用を抑止する効果を持つという特徴がある。
　一方，NAS報告書では，内在的な核拡散抵抗性

を検討しているが，脅威の保有する資金や人員，
技術レベル等が核拡散抵抗性の評価に大きな影響
を及ぼす点と，核拡散抵抗性を構成する要素それ
ぞれの重要性が時と状況によって変化する点を強
く意識している。そこで，核拡散抵抗性の構成要
素については，脅威が核拡散を実行する過程に対
応して，どのような抑止効果（障壁）があるのか，
といった観点から分類している（Puの奪取を防ぐ
ための障壁，核兵器材料となるPuを分離する作業
を困難にする障壁，核兵器を作れる状態となった
Pu利用に対する障壁）。これは，核拡散抵抗性の
程度を考察する際に便利な分類法である。

２．３　本研究における核拡散抵抗性の構成要素

　本研究では，NAS報告書とTOPS報告書の双方
を踏まえて，核燃料サイクル側に存在する物質，
施設，制度（より広義に社会）の区別と脅威への
抑止効果の種類別という二つの観点から核拡散抵
抗性の要素を行列形に分類し，表３に整理した。
ここでは，脅威から見た抑止効果の種類順に核拡
散抵抗性の諸要素を説明する。
　第１のカテゴリーは，核兵器材料の入手を困難
にする諸要素である。これは，核物質に接近する
ことを困難にする要素，核物質の取扱いを困難に
する要素と核物質を核兵器材料に適したものに転
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表３　核拡散抵抗性を構成する要素例（本研究報告における分類）

要素（属性）例

制度，社会的要因に基づく要素機器，施設，技術に基づく要素核燃料の性質に基づく要素小分類中分類大分類

・アクセス管理とセキュリ
ティー

・封じ込め

・ロケーション
・施設へのアクセス（貯蔵
庫，取扱施設の壁等）

・放射線発生率
・化学的毒性

核兵器原材料への接近
を困難にする要素

核兵器材料の入手を
困難にする要素(第
１カテゴリー )

核拡散を実
施すること
自体への障
壁  ・セルの利用技術，施設・核物質質量

・核物質の形状
核兵器原材料の取扱い
を困難にする要素

・原子力資機材の輸出管理・施設改造の困難度
・施設規模

・同位体の共存
・類似元素の共存（化学
分離）

核兵器材料の製造を困
難にする要素

・核兵器関連技術の輸出管
理

・核兵器の製造技術，施設・発熱量（Pu同位体比）核兵器材料からの核兵
器製造を困難にする要
素

核兵器の製造及び使
用を困難にする要素
(第２カテゴリー )

・CTBT（包括的核実験禁
止条約）

・起爆技術，施設・自発核分裂中性子発生
率（Pu同位体比）

核兵器の性能発揮を困
難にする要素

・IAEA保障措置制度によ
る検認

・情報公開
・輸出管理による検知

・高精度の測定技術
・環境サンプリング技術

・放射線測定の容易性
・核物質質量
・核物質の形状

転用検知確率を増加さ
せる要素

核拡散が検知される
ことが抑止力として
働く要素

核拡散を実
施した結果
として生じ
る障壁（核
拡散実施へ
の心理的障
壁）(第３カ
テゴリー )

・国内法（炉規法，外為法
など）による刑罰

・諸外国・国際機関等によ
る批判・制裁

・CTBT

・透明性技術（遠隔監視等） 転用が検知されたこと
から生じる結果が障壁
となる要素

・倫理・道徳 ・将来の放射線障害等へ
の不安

核拡散実施の副作用として生じる要素
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換する際の障壁となる要素に分かれる。無論，そ
れぞれの要素は，核物質に起因する要素，機器及
び施設に起因する要素，社会に起因する要素に分
かれる。このカテゴリーの要素のうち，例えば，
核物質に起因する要素として，Puを常に混合物と
して扱う核燃料サイクルを，社会的要素としては，
核物質防護上の措置を挙げることができる。
　第２のカテゴリーは，核兵器の製造及び使用を
困難にする諸要素である。第１と第２のカテゴ
リーは，双方とも脅威が核拡散を実行すること自
体を困難にして障壁，更に抑止効果を持つ要素で
あるとも考えられる。
　第３のカテゴリーは，核拡散の実行自体を困難
にするのではなく，核拡散活動の結果として惹起
される事態への危惧が抑止効果を持つ要素であ
る。これは，国際機関，外国，政府等が核拡散を
探知する能力を向上させる要素と検知された結果
により課される経済制裁，倫理的非難，法的措置
等を強化する要素，あるいは，将来の放射線障害
等への危惧等に分けられる。制度その他の社会的
な要素に起因するものが多い。
　例えば，IAEA保障措置協定18）によると，IAEA
保障措置の手続の目的は，「転用を適時に探知する
こと及び早期探知の危惧を与えることによりこの
ような転用を抑止すること」である。他にも脅威
が核拡散を実行したことによる反応や影響を危惧
することが核拡散に対する抑止効果として働く点
を考えれば，国際機関，諸外国，又は公衆に対し
て原子力活動に関する情報がどの程度提供されて
いるのか（いわゆる透明性や輸出管理の一部），更
に，社会体制が民主的か否か，といった要素も第
３のカテゴリーに含めることができる。
　こうした核拡散抵抗性の要素について，まず特
筆すべきは，核不拡散制度が内在的な核拡散抵抗
性をできる限り考慮し，人工的な手段を付加して
設計されている点である。例えば，IAEA保障措置
の適時性ゴールが核物質の種類に応じて３段階に
分かれている点，同じく核物質の有意量の算出法
が３段階に分かれている点，また，Pu238が８０％
以上含有するPu（核兵器製造に向かないとされて
いる）は保障措置の対象外となる点19），核物質防
護においても，未照射の核物質を物質の種類と量
の観点から３段階に区分し，更に照射済みの核物
質については，線量率を考慮して区分を決めてい
る点17）等である。これらは，内在的な核拡散抵抗

性（転換時間，しきい量あるいは接近性等）を踏
まえて，核不拡散制度が実際に設計されている例
である。したがって，脅威にとっては，内在的な
要素と外在的な要素が全体として核拡散を抑止す
る方向に働くことになる。
　次に特筆すべきは，ある核燃料サイクルが核拡
散抵抗性を有するということを国際的に示すに
は，制度上の要請（例えば，保障措置において，
「核物質の転用がないことを確認できること」等）
を満たすことが必要となる点である。このことは，
INFCEで核拡散抵抗性について，「一義的には政
治的問題であり，技術の問題ではない」と結論さ
れていたことからも窺うことができる。内在的な
核拡散抵抗性があると称する核燃料サイクルであ
っても，核不拡散制度の要請を満たすことができ
なければ，結局，核不拡散の観点からは失格とさ
れる。また，内在的な核拡散抵抗性が十分にある
ことが証明できれば，制度面からの人工的な要請
を軽減することが可能となるはずである（ただし，
国際交渉の結果成立する核不拡散制度は簡単に変
わらない場合もある）。

２．４　核拡散抵抗性の評価手法について

　核拡散抵抗性を評価する手法について，以下で
簡単に論じたい。
（１）第１のカテゴリーの評価
　核物質の核兵器材料への転換プロセスに関する
技術的要素については，脅威が保有する資金や人
員，技術レベルを具体的に想定すれば，所要量の
核兵器材料を入手するためにどの程度の施設改造
（あるいは施設新築）規模，資金，時間が必要なの
かを試算することは可能である。
また，核物質への接近を困難にする要素について
は，施設の壁，密閉容器，グローブボックスかセ
ル構造か等の技術的要素に加えて，警備員等の核
物質防護制度に基づく要素の両者を考慮せねばな
らない。机上でこの評価を実施することは困難で
ある。米国では，これらの要素を評価する場合に
は，想定脅威となるチームを結成し，実験を実施
する必要があるとされている12）。
（２）第２のカテゴリーの評価
　また，第２のカテゴリーについては，核兵器に
関する技術的知見があれば，具体的な前提条件を
想定して必要な施設規模や資金等を評価すること
は可能となる。しかし，我が国は核兵器国でない
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ため，公開されている情報を除くと核兵器製造や
その使用に関する技術的知見がなく，このカテゴ
リーの要素を評価することは難しい。
（３）第３のカテゴリーの評価
　第３のカテゴリーに属する要素を評価するため
には，脅威に対する心理的な抑止効果の程度を直
接評価せねばならない。しかし，抑止効果は，脅
威の持つ能力，また脅威を取り巻く政治的状況，
経済的状況に本質的に依存するので，客観的，一
義的に評価することは困難である。
（４）総合評価
　核拡散抵抗性の総合評価は，すべての要素を評
価せねばならないので一般的には困難である。
　ただ，核不拡散制度は，核燃料サイクル内の核
物質の性状，設備や施設の形状等を具体的に勘案
して，一定の基準（条約や取り決め，クライテリ
ア等）を満たすように設計・運用されており，対
象となる施設の核拡散抵抗性を総合評価している
と見なすこともできる。そこで，ある核燃料サイ
クル施設に適用する核不拡散制度の設計を通じ
て，核拡散抵抗性を総合評価することが考えられ
る。
　逆に，Puを単離せず，マイナーアクチノイド等
を含有する燃料は，金属への転換や燃料取扱いが
困難になるため，物質に起因する核拡散抵抗性が
向上すると考えられる。その点を明確に示すこと
ができれば，制度の適用による負担を低減できる
可能性が生じる。
（５）意思決定手法等を用いた評価
　階層分析法や多属性効用分析法と呼ばれる意志
決定手法は，定量的に評価することが難しい社会
システム等の分析にも応用されている20），21）。そこ
で，意思決定手法を用いて，核拡散に対する抑止
効果の程度を総合的に評価することが期待され
る。実際に意志決定手法を用いて核拡散抵抗性の
定量的評価を試みた例4），6），22）も見られる。また，
核拡散抵抗性を電気抵抗と類比して論じた研究23）

等も行われている。
　ただし，その場合にも，特に脅威の想定を含む
様々な前提条件や各要素の持つ重要度について妥
当な設定を行った上で，評価することが必要とな
る。INFCE，TOPS，使用済燃料基準といった大
規模な国際的検討を行った際には，前提条件等へ
の意見を一致させることが困難であり，意志決定
手法を全面的に用いて核燃料サイクルの核拡散抵

抗性を定量的に評価するまでには至らなかった。
（６）ゲーム理論による核拡散抵抗性の説明
　核拡散を考える際に，平和利用側（核燃料サイ
クル）と脅威という両者を考察することが必要な
らば，複数の意思決定者を考察できるゲーム理論
による分析が有用となる。以下，核拡散抵抗性に
ついて，ゲーム理論24）を援用して説明したい。
　核拡散を平和利用側と脅威側の両者による２人
定和ゲーム（プレイヤー両者の効用の和が一定と
なるゲーム：核拡散が容易ならば，脅威の得る効
用が増加し，逆に平和利用側が得る効用が減少し
て，両者の効用の和が一定になる状況に対応）と
して考える。また，両者の行動を縛る規則が存在
せず，いかなる行動も取りうるとすれば，それぞ
れ最適反応戦略（相手がある戦略を取った状況の
下で自分の効用を最大にする戦略のこと）を取る
ことが合理的になる。
　このとき脅威にとっては，自らの効用が最大と
なる（最も容易に核拡散を実施できる）拡散経路
を選択することが合理的である。これに対して平
和利用側は，脅威が得る効用の最大値を最小化す
ることが合理的となる（平和利用側を最小化プレ
イヤーと呼ぶ）。この平和利用側による戦略をミニ
マックス戦略と言い，定和ゲームの場合には，最
小化プレイヤーの最適反応戦略となることが知ら
れている（非定和ゲームのときは，そうでない場
合が一般的である）。
　したがって，脅威の効用が最大となる戦略（核
拡散に最も脆弱な部分からの拡散経路）を推定し
て，そのとき脅威が得る最大効用値を試算し，さ
らに平和利用側がその値を最小化する（核燃料サ
イクルにおいて最も核拡散に脆弱な部分を改善し
たり，脆弱な部分を改善した核燃料サイクルを選
択する）手法について検討することが，核拡散抵
抗性の検討に有益であることが示唆される。

３．FBRサイクルシステムの各段階における核拡

散抵抗性の試算

　以上のとおり，脅威と具体的な核燃料サイクル
を想定した上で，第１のカテゴリーに属する技術
的要素を評価することが可能である。また，核燃
料サイクルにおける核拡散に脆弱な部分を推定し
て，そのとき脅威が得る最大効用値を試算するこ
とが有益となるだろう。そこで，FBRサイクルに
おいて核拡散に脆弱なPu〔ウラン（Ｕ）は無視し
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ている〕を推定し，次に公開されている文献等か
ら想定した転用経路によって金属Puへの転換の
ために必要な時間を算出して，核拡散抵抗性の一
つの技術的要素である金属転換の難易性評価を試
みた。ただし，この検討は，核燃料サイクル全般
を網羅的に取り扱っておらず，単に転換時間を試
算したものであり，核拡散抵抗性を総合的に評価
することが目的ではない。

３．１　FBRサイクルにおいて核拡散の観点から脆

弱な段階

　FBRサイクルのバックエンド側の各段階につい
て盗取・転換する観点から脆弱な段階を定性的な
評価を用いて推定することを試みた。
　まず，現行湿式FBRサイクルシステム（サイク
ル番号１とする），先進湿式FBRサイクルシステム
（同２），先進MA回収湿式FBRサイクルシステム
（同３），先進乾式FBRサイクルシステム（同４），
それぞれの再処理，燃料加工，廃棄物といった各
工程中に存在する核物質について，核拡散抵抗性
に係る特性として，物理的状態，Pu濃度，Pu/U
比，Pu量，放射線強度について想定・概算した。
　その結果を用いて，各工程に存在する核物質を
金属転換の観点からと盗取の観点からそれぞれ区
分して得点化した。更に各特性の区分に対応する
リスク数値とそれぞれの特性が金属への転換ある
いは盗取の難易度に影響する度合いを想定して付
けた重みを設定し，それらをそれぞれ掛け合わせ

て合計して転換あるいは盗取の観点からの脆弱性
を算出することを試みた。この評価で用いた区分
については，表４に示す。
　ここでは，FBRサイクルの各段階のうち，核拡
散に対して脆弱な段階を選ぶことが目的なので，
それぞれの特性の重みについては，専門家の議論
を踏まえて大雑把な評価を行っている。なお，核
物質の状態に関しては，転換については，液体か
固体かで区分し，盗取については，容器に入って
いるのか，施設破壊が必要かどうかといった区分
も加え，更に盗取の困難さに対する重要度も大き
いとした。

３．２　　核物質の脆弱性概算結果

　表５から表７に概算結果を示す。表中のサイク
ル番号は，３．１と同様である。表５で算出した数
値は，FBRサイクル中の各工程に存在する核物質
の金属転換の観点からの脆弱性を示しており，表
６は同様に盗取の観点からの脆弱性を示す。表５
と表６で得られた結果から表７が得られる。これ
は，盗取と転換という転用の両側面を考慮した総
合的な脆弱性の概算結果と考えられる。
　核物質の特性から算出した結果として，硝酸Pu
溶液あるいは硝酸U/Pu混合溶液，又は炉心燃料集
合体となっている段階が相対的に核拡散の観点か
ら脆弱な核物質であると考えられる。
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表４　核拡散抵抗性の観点からの核物質特性の区分と特性の重み付け

MA＋FP＜２．５×１０８２．５×１０８≦MA＋FP＜２．５×１０１３２．５×１０１３≦MA＋FP＜２．５×１０１６MA＋FP＜２．×１０１６放射線強度 
(Bq/d)（250kg/日） Ｄ：（該当無し）Ｃ：１Ｂ：０．１Ａ：０．０１

１０≦Pu/U比０.１≦Pu/U比＜１０１０－３≦Pu/U比＜０.１１０－５≦Pu/U比＜１０－３Pu/U比＜１０－５
Pu/U比

１：１２：０．３３：０．１４：０.０３５：０．０１

８kg≦Pu２ kg≦Pu＜８kg０．５ kg≦Pu＜２ kg０．１５kg≦Pu＜０．５ kgPu＜０．１５ kgPu量
（液体は(kg/d)）
（固体は(g/kg)） T：1�：０．３�：０．１�：０．０３�：０．０１

放射線強度Pu量Pu/U比Pu濃度物質の物理的状態

０．３０．３０．３０．１０．１転換の観点からの各特性の重み付け

０．３０．３０．１０．１０．３盗取の観点からの各特性の重み付け

核物質特性に基づく区分付け及び区分に対応するリスク数値
（数字が大きいほど核拡散に対して脆弱，つまり核拡散抵抗性が低い）

核拡散抵抗性に関
連する特性

液体固体物質の物理的状態
（転換に関して） L：１S：０．３

容器に入った固体及び液体固体で施設破壊必要液体で施設破壊必要ブランケット物質の物理的状態
（盗取に関して） �：１�：０．３�：０．１�：0（盗取対象外）

Puの濃度/９１９（最大濃度である９１９g/lで規格化）Pu濃度（g/l）
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表５　FBRサイクル各工程に存在する核物質の核拡散抵抗性（金属転換の観点からの脆弱性）

Σfi・pi放射能区分/ 
pi

Pu量区分/ piPu/U比区分/ 
pi

Pu濃度(g/l) / 
pi

物質状態区分
/ pi

サイクル番号
（注）

工程内核物質
（半製品及び廃棄物名）

工程施
設

０．４０５
０．４０５

A / ０．０１
A / ０．０１

T / １
T / １

２ / ０．３
２ / ０．３

１０７ / ０．１２
１０６ / ０．１２

S / ０．３
S / ０．３

１，２，３，４使用済燃料解体せん断

再

処

理

０．４７０
０．４３２

A / ０．０１
B / ０．１

T / １
T / １

２ / ０．３
２ / ０．３

６１ / ７E‐２
１０８ / ０．１２

L / １
S / ０．３

１，２，３，４溶解液
燃料ミート

溶解

０．４６９
０．１６４

A / ０．０１
B / ０．１

T / １
� / ０．１

２ / ０．３
２ / ０．３

５７ / ６E‐２
１３０ / ０．１４

L / １
S / ０．３

１，２，３
１，２，３

清澄液
スラッジ

清澄

０．４６９
０．０７５

A / ０．０１
B / ０．１

T / １
� / ０．０３

２ / ０．３
４ / ０．０３

５７ / ６E‐２
０．２ / ２E‐４

L / １
S / ０．３

２，３
２，３

母液
UNH結晶

晶析

０．９２０
０．４２５
０．７６６
０．７６２
０．４３８

C / １
C / １
C / １
C / １
B / ０．１

T / １
� / ０．０１
T / １
T / １
T / １

１ / １
５ / ０．０１
２ / ０．３
２ / ０．３
２ / ０．３

/ ０．２
/ ０．２
５７ / ６E‐２
１７ / ２E‐２
１７ / ２E‐２

L / １
L / １
L / １
L / １
L / １

１
１
１
２
３

硝酸Pu溶液
硝酸U溶液
硝酸U，Pu混合溶液
硝酸U，Pu混合溶液
硝酸U，Pu混合溶液

溶媒抽出

０．０７５
０．６６０
０．３６０

B / ０．１
B / ０．１
C / １

� / ０．０３
T / １
� / ０．０３

４ / ０．０３
１ / １
３ / ０．１

０．７ / ４E‐４
９１９ / １．０
４．５ / ５E‐３

S / ０．３
S / ０．３
S / ０．３

４
４
４

UO2析出物
PuO2沈殿
溶融塩

溶融塩電解

０．７１７
０．３３５

C / １
C / １

T / １
� / ０．０１

２ / ０．３
５ / ０．０１

２４４ / ０．２７
０ / ０

S / ０．３
S / ０．３

１
１

炉心燃料
ブランケット燃料

ペレット
燃料燃

料

加

工

０．７１７
０．４４７
０．４４５
０．０７５
０．０７５
０．０７５

C / １
B / ０．１
B / ０．１
B / ０．１
B / ０．１
B / ０．１

T / １
T / １
T / １
� / ０．０３
� / ０．０３
� / ０．０３

２ / ０．３
２ / ０．３
２ / ０．３
４ / ０．０３
４ / ０．０３
４ / ０．０３

２４４ / ０．２７
２４４ / ０．２７
２３２ / ０．２５
０．４ / ４E‐４
０．４ / ４E‐４
０．７ / ７E‐４

S / ０．３
S / ０．３
S / ０．３
S / ０．３
S / ０．３
S / ０．３

２
３
４
２
３
４

炉心燃料
炉心燃料
炉心燃料
ブランケット燃料
ブランケット燃料
ブランケット燃料

振動充てん
燃料

０．１３２
０．１９５
０．１６６
０．１２９

A / ０．０１
A / ０．０１
A / ０．０１
B / ０．１

� / ０．０３
� / ０．１
� / ０．０１
� / ０．０３

３ / ０．１
２ / ０．３
２ / ０．３
２ / ０．３

０．２ / ２E‐４
１８ / ２E‐２
０ / ０
０．１ / １E‐４

L / １
L / １
L / １
S / ０．３

１
２
３
１，２，３

高レベル廃棄物
高レベル廃棄物
高レベル廃棄物
ハル廃棄物

湿式
廃

棄

物 ０．３９９
０．０６９

C / １
B / ０．１

� / ０．０３
� / ０．０１

２ / ０．３
４ / ０．０３

０．１ / １E‐４
０ / ０

S / ０．３
S / ０．３

４
４

ハル廃棄物
塩廃棄物

乾式

計１．００．３０．３０．２０．１０．１Fi　暫定値（各特性の重み）

（注）サイクル番号としては，現行湿式FBRサイクルシステム（サイクル番号１），先進湿式FBRサイクルシステム（同２），先進MA回収湿式
FBRサイクルシステム（同３），先進乾式FBRサイクルシステム（同４）とした。

表６　FBRサイクル各工程に存在する核物質の核拡散抵抗性（盗取の観点からの脆弱性）

Σfj・pj放射能区分/ 
pj

Pu量区分/ pjPu/U比区分/ 
pj

Pu濃度(g/l) / 
pj

物質状態区分
/ pj

サイクル番号工程内核物質
（半製品及び廃棄物名）

工程施
設

０．５４５
０．５４５

A / ０．０１
A / ０．０１

T / １
T / １

２ / ０．３
２ / ０．３

１０７ / ０．１２
１０６ / ０．１２

� / １．０
� / １．０

１，２，３，４使用済燃料解体せん断

再

処

理

０．２７０
０．３６２

A / ０．０１
B / ０．１

T / １
T / １

２ / ０．３
２ / ０．３

６１ / ７E‐２
１０８ / ０．１２

� / ０．１
� / ０．３

１，２，３，４溶解液
燃料ミート

溶解

０．２６９
０．１８４

A / ０．０１
B / ０．１

T / １
� / ０．１

２ / ０．３
２ / ０．３

５７ / ６E‐２
１３０ / ０．１４

� / ０．１
� / ０．３

１，２，３
１，２，３

清澄液
スラッジ

清澄

０．２６９
０．１２９

A / ０．０１
B / ０．１

T / １
� / ０．０３

２ / ０．３
４ / ０．０３

５７ / ６E‐２
０．２ / ２E‐４

� / ０．１
� / ０．３

２，３
２，３

母液
UNH結晶

晶析

０．６５０
０．３５３
０．５６６
０．５６２
０．２９２

C / １
C / １
C / １
C / １
B / ０．１

T / １
� / ０．０１
T / １
T / １
T / １

１ / １
５ / ０．０１
２ / ０．３
２ / ０．３
２ / ０．３

/ ０．２
/ ０．２
５７ / ６E‐２
１７ / ２E‐２
１７ / ２E‐２

� / ０．１
� / ０．１
� / ０．１
� / ０．１
� / ０．１

１
１
１
２
３

硝酸Pu溶液
硝酸U溶液
硝酸U，Pu混合溶液
硝酸U，Pu混合溶液
硝酸U，Pu混合溶液

溶媒抽出

０．１２９
０．５２０
０．４０７

B / ０．１
B / ０．１
C / １

� / ０．０３
T / １
� / ０．０３

４ / ０．０３
１ / １
３ / ０．１

０．７ / ４E‐４
９１９ / １．０
４．５ / ５E‐３

� / ０．３
� / ０．３
� / ０．３

４
４
４

UO２析出物
PuO２沈殿
溶融塩

溶融塩電解

０．８５７
０．３０３

C / １
C / １

T / １
� / ０．０１

２ / ０．３
５ / ０．０１

２４４ / ０．２７
０ / ０

� / １．０
� / ０．０

１
１

炉心燃料
ブランケット燃料

ペレット
燃料燃

料

加

工

０．８５７
０．５８７
０．５８５
０．０３９
０．０３９
０．０３９

C / １
B / ０．１
B / ０．１
B / ０．１
B / ０．１
B / ０．１

T / １
T / １
T / １
� / ０．０３
� / ０．０３
� / ０．０３

２ / ０．３
２ / ０．３
２ / ０．３
４ / ０．０３
４ / ０．０３
４ / ０．０３

２４４ / ０．２７
２４４ / ０．２７
２３２ / ０．２５
０．４ / ４E‐４
０．４ / ４E‐４
０．７ / ７E‐４

� / １．０
� / １．０
� / １．０
� / ０．０
� / ０．０
� / ０．０

２
３
４
２
３
４

炉心燃料
炉心燃料
炉心燃料
ブランケット燃料
ブランケット燃料
ブランケット燃料

振動充てん
燃料

０．０４９
０．０８５
０．０６９
０．０７５

A / ０．０１
A / ０．０１
A / ０．０１
B / ０．１

� / ０．０３
� / ０．１
� / ０．０１
� / ０．０３

３ / ０．１
２ / ０．３
２ / ０．３
２ / ０．３

０．２ / ２E‐４
１８ / ２E‐２
０ / ０
０．１ / １E‐４

� / ０．１
� / ０．１
� / ０．１
� / ０．３

１
２
３
１，２，３

高レベル廃棄物
高レベル廃棄物
高レベル廃棄物
ハル廃棄物

湿式
廃

棄

物 ０．４２６
０．１２５

C / １
B / ０．１

� / ０．０３
� / ０．０１

２ / ０．３
４ / ０．０３

０．１ / １E‐４
０ / ０

� / ０．３
� / ０．３

４
４

ハル廃棄物
塩廃棄物

乾式

計１．００．３０．２０．１０．１０．３Fj　暫定値（各特性の重み）

（注）サイクル番号としては，現行湿式FBRサイクルシステム（サイクル番号１），先進湿式FBRサイクルシステム（同２），先進MA回収湿式
FBRサイクルシステム（同３），先進乾式FBRサイクルシステム（同４）とした。
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４．金属転換に必要な時間の検討

　平和利用核燃料サイクルから金属への転換プロ
セスを検討することは，サイクル機構の技術的な
知見を活かすことができる点に加え，転換時間が
保障措置手法の設計の基本的な技術因子である外
的因子の一つであるので，核燃料サイクルの核拡
散抵抗性を考える上で有意義である。
　前段の概要評価を受けて，酸化物燃料を用いる
FBRサイクルを操業する施設運転者がそのサイク
ル内に存在する核物質を秘密の実験施設で転用す
る場合について，約８kgの金属Puを入手するため
に必要な時間を試算して，核拡散抵抗性の一つの
要素である金属転換の難易性評価を試みた。

４．１　検討対象及び想定した条件等

（１）検討対象とした核燃料サイクル
　前段の概算結果を受けて，FBRサイクルシステ
ムの各段階に存在する以下の５ケースの核物質
（Pu）について，金属Puへの転換時間の試算対象
とした（表８参照）。

�　現行FBR湿式サイクル
・燃料集合体（ペレット燃料）（ケース１）
・硝酸Pu溶液（ケース２）

�　先進FBR湿式サイクル（Np，Am，FPをリサ
イクルする低除染サイクル）
・燃料集合体（振動充てん燃料）（ケース３）
・硝酸U/Pu混合溶液（Np，Am，FPを含む）（ケー
ス４）

③　先進FBR乾式サイクル（酸化物電解再処理）
・燃料集合体（NpO2含有UO2，AmO2含有PuO2

研
究
報
告

表８　転換時間を試算した核燃料サイクルケース

転用の起点となる対象物核燃料サイクル

MOX燃料集合体従来FBRケース１

硝酸Pu溶液従来FBRケース２

Np, Am, FPを含むMOX燃料
集合体

先進FBR湿式
（Np, Am, FPを含む）

ケース３

Np, Am, FPを含む硝酸U・Pu
混合溶液

先進FBR湿式
（Np, Am, FPを含む）

ケース４

UO2＋NpO2粒 子，PuO2（＋
Am）粒子の振動充てん燃料の
燃料集合体

FBR乾式リサイクル
（RIAR法）

ケース５

表７　 各FBRサイクル工程の核物質の核拡散抵抗性（転換と盗取の両面からの総合的脆弱性）

（注）サイクル番号としては，現行湿式FBRサイクルシステム（サイクル番号１），先進湿式FBRサイクルシステム（同２），先進MA回収湿式
FBRサイクルシステム（同３），先進乾式FBRサイクルシステム（同４）とした。

総合的核拡散
抵抗性

Σfi・pi
×Σfj・pj

Σfj・pj(盗取)Σfi・pi(転換)サイクル番号工程内核物質
（半製品及び廃棄物名）

工程施
設

0.779
0.779

0.221
0.221

0.545
0.545

0.405
0.405

1，2，3，4使用済燃料解体せん断

再

処

理

0.873
0.844

0.127
0.156

0.270
0.362

0.470
0.432

1，2，3，4溶解液
燃料ミート

溶解

0.874
0.970

0.126
0.030

0.269
0.184

0.469
0.164

1，2，3
1，2，3

清澄液
スラッジ

清澄

0.874
0.990

0.126
0.010

0.269
0.129

0.469
0.075

2，3
2，3

母液
UNH結晶

晶析

0.402
0.850
0.566
0.572
0.872

0.598
0.150
0.434
0.428
0.128

0.650
0.353
0.566
0.562
0.292

0.920
0.425
0.766
0.762
0.438

1
1
1
2
3

硝酸Pu溶液
硝酸U溶液
硝酸U，Pu混合溶液
硝酸U，Pu混合溶液
硝酸U，Pu混合溶液

溶媒抽出

0.990
0.657
0.853

0.010
0.343
0.147

0.129
0.520
0.407

0.075
0.660
0.360

4
4
4

UO2析出物
PuO2沈殿
溶融塩

溶融塩電解

0.386
0.898

0.614
0.102

0.857
0.303

0.717
0.335

1
1

炉心燃料
ブランケット燃料

ペレット
燃料燃

料

加

工

0.386
0.738
0.740
0.997
0.997
0.997

0.614
0.262
0.260
0.003
0.003
0.003

0.857
0.587
0.585
0.039
0.039
0.039

0.717
0.447
0.445
0.075
0.075
0.075

2
3
4
2
3
4

炉心燃料
炉心燃料
炉心燃料
ブランケット燃料
ブランケット燃料
ブランケット燃料

振動充てん
燃料

0.994
0.983
0.989
0.990

0.006
0.017
0.011
0.010

0.049
0.085
0.069
0.075

0.132
0.195
0.166
0.129

1
2
3
1，2，3

高レベル廃棄物
高レベル廃棄物
高レベル廃棄物
ハル廃棄物

湿式
廃

棄

物 0.830
0.991

0.170
0.009

0.426
0.125

0.399
0.069

4
4

ハル廃棄物
塩廃棄物

乾式
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粒子の振動充てん燃料）（ケース５）
（２）金属への転換プロセス
　今回の検討では，公開文献等によく出ているシ
ュウ酸塩沈殿を経由する転換プロセスを採用し
た。所要時間については，個別の工程規模等に応
じて想定して算出しているが，以下の仮定を用い
ている。脅威が採用するプロセスが異なる場合，
転換時間も変化することになる。
・金属Puへの還元工程は，その他の工程とは独立
して行われると仮定する。

・前のバッチが転換工程に入ると次のバッチが前
処理工程や溶液調整工程から開始されると仮定
する。（つまり，前のバッチが転換工程に入らな
いと次のバッチ処理は開始されない。）

・セルを用いたプロセスについては，グローブボ
ックスより操作性が劣るため，１日余分に時間が
必要であると仮定する。

（３）核物質の盗取及び取扱いについて
�　燃料集合体の場合は，集合体１体を輸送する
必要がある。現行のFBRサイクル用燃料のケー
ス１に比べて，ケース３及び５ではMA及び低
除染FP含有燃料集合体であり，遮蔽容器，ハン
ドリング設備が必要なので取扱いが難しい。

�　溶液の場合は，ケース２では高濃度硝酸Pu溶
液で，配管で抜き出し，臨界管理形状の容器で
取り扱わなければならず，リットル単位で持ち
出すと数１０回の抜き出しを要する。ケース４は
Ｕ，Pu混合溶液で約１５０リットルの溶液となり，
臨界管理と同時に遮蔽容器も必要となる。

（４）施設規模
　核物質の特性によって，グローブボックスやホ
ットセルを持つ施設を利用することを想定した。
燃料集合体をせん断し溶解するためには，集合体
の解体を行うスペースがあるか，どこかで解体し
てピン単位で持ち込む必要がある。
１）集合体の場合
ａ）ケース１では，グローブボックス内での操
作で，対応が可能であると考えられる。前処
理工程，溶解，PuとＵの分離も１サイクルで
あり，比較的施設規模が小さくなる。

ｂ）ケース３では，前処理工程（集合体，解体，
せん断）をホットセル内で行う必要があり，
その後のPuの分離精製工程もセル内で操作
をする必要がある。Pu精製後の工程はケース
１と同じである。

ｃ）ケース５では，Pu分離工程が簡単になれば
（硝酸溶解，洗浄，乾燥でPuO2分離），沈殿生
成，ばい焼工程が不要となり工程が単純化さ
れる。

２）溶液の場合
ａ）ケース２の硝酸Pu溶液は，溶液調整してPu
シュウ酸塩沈殿操作を行なうだけで，転換工
程を始める。すべてグローブボックス内で作
業できる。

ｂ）ケース４の硝酸U/Pu混合溶液はNp，Am，
FPを含有し，Puを取出すまでに抽出分離操作
が２サイクル必要である。これらはグローブ
ボックスでは無理で，溶液の受入れ，溶液調
整，抽出分離操作までをセル内で行う必要が
ある。

３）施設規模の比較
　上記1），2）から施設規模は定性的には以下の関係
になる。
　ケース２＜ケース１＜ケース４＜ケース５＜
ケース３
（５）所要マンパワー
　１０名程度の工程専門技術者が施設の運転を行
い，金属Pu製造に従事する。
また，専門技術者以外の安全管理，分析要員，ユー
ティリティ関係の要員，交代勤務要員等，転換に
必要な人的資源についても，脅威である施設運転
者が保有していると仮定する。
（６）所要原材料
　今回の試算では，実験室規模の施設を用いたバ
ッチ操作に近い操作による転用を考察している。
各工程の回収率については，インベントリーを考
慮して設定した。
（７）必要コスト
　今回の検討では，コストを考慮しておらず，転
換に必要な費用は賄えるとしている。なお，施設
に必要な資本コストについては，サイクル機構に
おける過去の施設建設コストから判断して，ホッ
トセルを持つ施設はグローブボックス施設に比べ
て高額となることが予想される。

４．２　転換時間の試算結果

　４．１の想定に基づいて，表９から表１３までに
ケース１からケース５までの転換工程を示す。工
程の右側には，それぞれの工程を行うために必要
となる時間を示した。約８kgの金属Puを得るため

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

研
究
報
告



８５

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

の転換時間を試算した結果を表１４に示す。各ケー
スのPu製品量にバラツキがあるのは，表１４にある
ように転用対象物中のPu濃度に応じて，処理バッ
チ数が異なるためである。
　表１４より，以下のようなことが分かる。
�　先進湿式サイクルは現行湿式サイクルに比べ
て，転換時間が増大する。燃料集合体から転用
した場合は，約２倍，溶液から転用した場合は，
約３倍に転換時間が増大する。

�　現行湿式サイクルにおける硝酸Ｐｕ溶液は，
転換時間が短くなる。

�　先進乾式（酸化物電解法）サイクルは，燃料
集合体の転用で見ると，現行湿式サイクルの場
合と比べ格段に転換時間が長くなっていない。
これはサイクルに純粋なPuO2が使用されると
仮定したからであり，純粋なPuO2が使用されな
い場合には，別途評価する必要がある。
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表９　転換プロセスと転換時間の試算（現行湿式FBR
サイクル/MOX燃料集合体）
 （ケース１：リファレンス）

１）臨界管理,文献に見られる取扱量等を考慮して，
後述する工程において最大取扱量としては次の
ようにした。

・溶解，精製分離，シュウ酸塩沈殿，転換
　０．５ kg Pu/バッチ
・金属Pu還元
　１kg Pu/バッチ
　すなわち，転換までの２バッチ分が金属Pu還元の
１バッチ分になる。

２）リファレンス高速炉燃料の概要
・燃料集合体当たりの燃料要素（ピン）数１６９本
・Pu富化度（Pu fiss． ％）
　取替燃料の場合
　内側炉心１６％ 外側炉心２１％
・燃料要素
　長さ　２．８m   太さ　６．５mm
　下部ブランケット３５０mm，炉心燃料９３０mm， 
上部ブランケット３００mm
・ペレット
　直径　５．４mm×高さ　８mm
　密度　　８５％TD（MOXペレット）　　　９３％TD
（UO2 ペレット）
・燃料要素一本当たりの燃料量
　６０ｇ PuO2（外側炉心燃料）  　　　　４４ｇ PuO2 
（内側炉心燃料）
注）PuO2量は以下の条件で計算（Pu fiss．率＝７０％）
３５０ｇOxide（UO2＋MOX），Pu fiss．％ = Pu．fiss．
/（Pu＋U）×１００ 

前提
条件

MOX燃料集合体

前処理工程　　　　①集合体の解体
②燃料ピンのGB内搬入
③燃料ピンのせん断，ペレ
ットの取出し

Pu，U分離工程　　①ペレットの硝酸溶解
８M HNO3　１００℃
５時間
②溶解液の調整
　約２００gU/約３０gPu/，
約４M HNO3  HAN添加
（Puモル比４）
③Pu,Uの分離精製　３０％
TBP‐nドデカン，
O/A=２/１  パルスカラム

④Puのシュウ酸塩沈殿　
５０℃ で１Mシュウ酸添
加，沈殿洗浄，ろ過

シュウ酸塩沈殿ケーキ

転換工程　　　　　①沈殿の乾燥（１００～１２０℃）， 
ばい焼（１３０～３００℃）
②HFガスと反応（PuO2＋
4HF→PuF4＋2H2O）
（４００～５５０℃）

PuF4粉末

金属Pu還元工程　　　①Ca粉末の混合
②ボンベの充てん
　（耐圧鉄製容器にArガス
雰囲気で充てん）
③加熱（３００℃ から反応開
始。反応熱で１６００℃まで
上昇）
④金属Puの分離
　（ボンベ底部の金属Puを
スラグと分離）
⑤酸洗浄（硝酸で付着して
いる金属Caを除去）

金属Pu

工程 時間（日）

１

３

１

１

３

１

２

１
１

１

１

表１０　転換プロセスと転換時間の試算（現行湿式FBR
サイクル/硝酸Pu溶液）（ケース２）

１）転用施設，設備及び主な化学工程については“リ
ファレンス高速炉燃料集合体”転用の場合〈ケー
ス１〉とほぼ同様とし，グローブボックス内で
操作される。

２）精製硝酸Pu溶液濃度を２００gPu/lと仮定する。
３）処理バッチサイズ及び収率

PuF4調製まで　　　０．５kg Pu/バッチ　９６％
金属Pu還元　 　　１kg Pu/バッチ　９８％

前提
条件

精製硝酸Pu溶液

溶液調製　　　　　①ボックス内搬入
②秤量
③Pu及び酸濃度調整

シュウ酸塩沈殿
②Puのシュウ酸塩沈殿　
５０℃ で１Mシュウ酸添加，
沈殿洗浄，ろ過

シュウ酸塩沈殿ケーキ

転換工程 　　　　 ①沈殿の乾燥（１００～１２０ 
℃），ばい焼（１３０～３００℃）

②HFガスと反応（PuO2＋
4HF→PuF4＋2H2O）（４００
～５５０℃）

PuF4粉末

金属Pu還元工程　　①Ca粉末の混合
②ボンベの充てん
　（耐圧鉄製容器にArガス
雰囲気で充てん）

③加熱（３００℃ から反応開
始。反応熱で１６００℃まで
上昇）

④金属Puの分離
　（ボンベ底部の金属Puを
スラグと分離）

⑤酸洗浄（硝酸で付着して
いる金属Caを除去）

金属Pu

工程 時間（日）

２

２

１

２

１
１

１

１
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表１１　転換プロセスと転換時間の試算（先進湿式FBRサイ
クル/Np，Am，Fpを含む燃料集合体）（ケース３）

１）リファレンス高速炉燃料　　
　現在の取替燃料のそれとほぼ同様であると仮定
し，外側炉心燃料を転用するとする。（注，充てん密
度８２％TDの振動充てん燃料とする。）
・燃料集合体１体当たりの燃料要素数　　１６９本
・燃料要素１本当たりの燃料量
　３５６ｇ　Oxide　（UO2　ペレット＋MOX粒子）
　６２ｇ　PuO2　（５４．７ｇ　Pu）
２）処理バッチサイズ
・PuF4　調製まで　　０．５kg Pu／バッチ
・金属Pu還元　　　　１kg Pu／バッチ

前提
条件

MOX燃料集合体

前処理工程　　　　①集合体のセル内搬入
②解体
③燃料要素のせん断，燃料
の取出し

Pu分離工程　　　  ①燃料の硝酸溶解
②溶解液の調整
③Puの分離精製
ａ）溶媒抽出（�）（Pu, 
Am, FPとU, Npの分離）
・硝酸溶解液の濃度を調
整（3M HNO3，200g 
U/ｌ）
・硝酸ヒドロキシルアミ
ン（HAN）を添加(原
子価をPu（�），Np（�）
に 調 製（HAN 
/Pu=４，２時間））
・溶媒抽出；(径３．５～５
cmのパルスカラム，
O/A=２/１)
ｂ）溶媒抽出（�）（Pu
と残存Am，FPの分離）
・溶液調整；NaNO2を添
加，Pu（Ⅳ）へ酸化し，
酸濃度を3～4MHNO3
へ調整。
・溶媒抽出；（径３．５～５
cmのパルスカラム， 
O/A=1/1）
・Pu逆 抽 出；０．６M 
N2H4，１．４M HANの
1MHNO3溶液でストリ
ップ。

④Puのシュウ酸塩沈殿調
製，ろ過
ａ）硝酸Pu溶 液 を100

ｇ Pu/ｌ，5M HNO3
に調整。

ｂ）濃度５０％過酸化水素
（液量として０．５％）
を添加し，原子価を
Pu（�）に調節。

ｃ）濃度１Ｍのシュウ酸
を徐々に添加（０．１モ
ル過剰）（５０℃，約１
～１．５時間）。

ｄ）沈殿スラリーを５℃
に冷却。

ｅ）沈 殿 ケ ー キ を2M 
HNO3‐0.05M 
H2C2O4溶液で洗浄。

シュウ酸塩沈殿ケーキ

転換工程　　　　　①沈殿の乾燥，ばい焼
②HFガスとの反応

PuF4粉末

金属Pu還元工程　  ①Ca粉末の混合
②ボンベの充てん
③加熱
④金属Puの分離，取出し，
酸洗浄

金属Pu

工程 時間（日）

２

４
２

４

４

５

１
２

１
１
１
１

表１２　転換プロセスと転換時間の試算
（先進湿式FBRサイクル/Np，Am，FP
を含む硝酸U/Pu混合溶液）（ケース４）

１）転換施設及び転換の主要な化学工程については
先進リサイクル（湿式）工程で製造された“リ
ファレンス高速炉燃料集合体”転用の場合〈ケー
ス３〉とほぼ同様とする。シュウ酸塩沈殿まで
はセル内作業，その他はグローブボックス作業
とする。

２）Pu,U混合溶液の組成は次のように考える。
　　　　　　　　　　　　１８０gU/ｌ，６０gPu/ｌ
３）処理バッチサイズ及び収率
　　PuF4調製まで　　　　０．５kg Pu/バッチ　９２％
　　金属Pu還元　　　　　１kg Pu/バッチ　９８％

前提
条件

Np, Am, FPを含む硝酸U/Pu混合溶液

溶液調製　　　　　�ボックス内搬入
�秤量
�Pu及び酸濃度調整

Pu　分離工程
�溶媒抽出（�）
�溶媒抽出（�）
�Puのシュウ酸塩沈殿，
ろ過

シュウ酸塩沈殿ケーキ

転換工程　　　　　�沈殿の乾燥，ばい焼
�HFガスとの反応

PuF4粉末

金属Pu還元工程　  �Ca粉末の混合
�ボンベ充てん
�加熱
�分離，酸洗浄

金属Pu

工程 時間（日）

３

４
４
３

１
２

１
１
１
１

表１３　 転換プロセスと転換時間の試算
（先進乾式FBRサイクル/UO2＋NpO2粒子，PuO2
（＋Am）粒子の振動充てん燃料）（ケース５）

１）リファレンス高速炉燃料の設計仕様を現在の取
替燃料のそれとほぼ同様であると仮定し，外側
炉心燃料を転用するとする。（注，充てん密度
８２％TDの振動充てん燃料とする。）

・燃料集合体１体当たりの燃料要素数　　１６９本
・燃料要素１本当たりの燃料量　３５６ｇOxide（UO2
ペレット＋MOX粒子）
６２ｇ PuO2（５４．７g Pu）
２）処理バッチサイズ
・PuF4調製まで　　０．５ kg Pu/バッチ
・金属Pu還元　　　　１kg Pu/バッチ

前提
条件

燃料集合体

前処理工程　　　　①集合体のセル内搬入
②解体
③燃料要素のせん断，燃料
の取出し

Pu分離工程　　　  ①燃料の硝酸溶解
②PuO2粒子の分離（ろ過，
洗浄，乾燥）

　
転換工程　　　　　①HFガスとの反応

PuF4粉末

金属Pu還元工程　  ①Ca粉末の混合
②ボンベの充てん
③加熱
④スラグ分離，酸洗浄

金属Pu

工程 時間（日）

２

７

２

１
１
１
１
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５．結果のまとめ

以下に本研究の実施結果についてまとめる。
（１）結果のまとめ
�　核燃料サイクルの核拡散抵抗性を「脅威（拡
散者）が転用を企図した際に抑止効果となる性
質」ととらえ，核拡散抵抗性の要素を整理した。

�　核拡散抵抗性の要素のうち，金属への転換に
かかわる要素については，前提条件を定めれば，
技術的に試算可能である。それ以外の要素につ
いては，評価することが難しい。

�　FBRサイクルの各段階について，核拡散抵抗
性の観点から脆弱な段階を定性的に推定した。
硝酸Pu溶液及び燃料集合体が脆弱な段階の候
補となった。

�　前段の評価結果を受け，更に前提条件を定め
て金属への転換時間を算出した。結果として，
単離したPuの存在しない場合は転換時間が増
大した。

（２）本研究における評価結果とその意義
　金属への転換時間を算出するには，脅威の能力
を特定し，核燃料サイクルの状況を想定すること
が必要であった。今回算出した転換時間について
は，あくまでも採用した前提条件の下で，かつ限
定した観点からの試算結果に過ぎず，核拡散抵抗
性の全体を評価したものではない。また，結果の
絶対値にも重要な意味はない。
　本研究の意義は，まず，前提条件を設定し，核
物質転用の基本的な要素であり，保障措置手法設
計の技術因子である転換時間を試算した点にあ

る。施設規模等の前提条件を変化させた時，核拡
散抵抗性の要素がどの程度変化するのかを算出で
きるならば，将来，核拡散抵抗性を考慮した核燃
料サイクル技術を開発していくことができる。次
に，核拡散抵抗性と評価手法について整理し，今
後の議論の材料を提供した点にある，と考えてい
る。

６．今後の課題

　まず，核拡散抵抗性の様々な要素について，試
算手法を作成し感度分析を行うことが課題とな
る。特に，実際の設計データを含む核燃料サイク
ルモデルを作成し，技術的な要素を中心に核拡散
抵抗性の諸要素を評価していくことは，より高い
核拡散抵抗性を持つ核燃料サイクル，あるいは，
より効率的に核不拡散制度の要求を満たす核燃料
サイクルを開発していく際に役立つことが期待さ
れる。
　また，適切な意思決定手法を用いること等によ
り核燃料サイクルに関する様々な提案を比較評価
できる手法を研究することは有益である。計算困
難な要素や要素同士の重み付けについては，核不
拡散の本質をとらえたモデルを作成するため，核
不拡散の実務者，理論的手法の専門家等が連携し
て作業していくことが必要であろう。
　概念研究として，核拡散抵抗性の基本的目標と
は何か，どれだけの範囲を考慮すべきなのかとい
った点について合意を形成すること，また，外在
的な核拡散抵抗性と内在的な核拡散抵抗性の相関
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表１４　 各ケースでの転換時間の試算結果

ケース５ケース４ケース３ケース２ケース１

先進FBRサイクル
（乾式）

先進FBRサイクル
（湿式）

先進FBRサイクル
（湿式）

従来FBRサイクル
（湿式）

従来FBRサイクル
（湿式）

UO2＋NpO2粒子，Pu 
O2(＋Am)粒子の振
動充てん燃料の燃料
集合体

Np, Am, FPを含む
硝酸U・Pu混合溶液

Np, Am, FPを含む
MOX燃料集合体

硝酸Pu溶液燃料集合体転用対象物

９本
（３２０４g Oxide, ４９２g Pu）

８ l
（４８０g Pu）

９本
（３２０４g Oxide, ４９２g Pu）

２.５ l
（５００g Pu）

９本
（３１５０g Oxide, ４７６g Pu）

転用対象物量
（１バッチ当たり）

前処理工程
２日（１８バッチ）

溶液調整
３日（１８バッチ）

前処理工程
２日（１８バッチ）

溶液調整
２日（１８バッチ）

前処理工程
１日（２０バッチ）

各工程の所要日数
（日）とバッチ数

Pu分離工程
７日（１８バッチ）

分離工程
１１日（１８バッチ）

Pu分離工程
１７日（１８バッチ）

シュウ酸塩沈殿
２日（１８バッチ）

Pu,U分離工程
８日（２０バッチ）

転換工程
２日（１８バッチ）

転換工程
３日（１８バッチ）

転換工程
３日（１８バッチ）

転換工程
３日（１８バッチ）

転換工程
３日（２０バッチ）

金属Pu還元工程
４日（９バッチ）

金属Pu還元工程
４日（９バッチ）

金属Pu還元工程
４日（９バッチ）

金属Pu還元工程
４日（９バッチ）

金属Pu還元工程
４日（１０バッチ）

１６８
（９日×１８＋２日＋４日）

２５９
（１４日×１８＋３日＋４日）

３４９
（１９日×１８＋３日＋４日）

７９
（４日×１８＋３日＋４日）

１８７
（９日×２０＋３日＋４日）

転換時間（日）

７９９２７９７４７９９２８４６０８５８０Pu製品量（ｇ）
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関係を探求することも，今後の核不拡散のあり方
を考えていく上の課題である。
　また，核不拡散分野では，米国等の諸外国及び
国際機関の共通理解が極めて重要になる。したが
って，海外と核拡散抵抗性の評価手法を共同開発
し，核不拡散制度や技術開発への反映方法も検討
していくことが有用である。

７．おわりに

　まず，本研究の基となった委託研究を実施され
た株式会社ペスコの方々，特に佐藤成二氏，武藤
正氏，成木芳氏にはここに厚く御礼申し上げる。
また，ペスコ核拡散抵抗性検討委員会に参加され
た主査，委員，オブザーバの方々には，上述した
委託研究を実施する際に数多くの貴重な御意見，
御指導等を頂いた。謹んで感謝の意を表したい。
さらに，サイクル機構の核不拡散対策グループで
研究を指導された持地敏郎，花井祐の両氏他，国
際・核物質管理部の方々には深謝したい。
　核拡散抵抗性の評価手法及び評価結果の反映方
法については，いまだに一致した考え方が醸成さ
れていない。本研究が核拡散抵抗性に関する議論
の材料を提供することになれば幸いである。
　非核兵器国である我が国が核物質を利用してい
くためには，設計の段階より核拡散抵抗性に配慮
した核燃料サイクルを開発することが望まれてお
り，今後も核拡散抵抗性及びその評価に関する検
討を継続していきたい。
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１．はじめに

　東濃地科学センターでは，１９９６年度より岐阜県
瑞浪市にあるサイクル機構の用地を研究開発の場
とする超深地層研究所計画を進めている。超深地
層研究所は，原子力の研究，開発及び利用に関す
る長期計画（原子力長計）1）に示された「深地層
の研究施設」の一つに相当する。また，２０００年１１

研
究
報
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　Tono Geoscience Center (TGC) has been conducting a wide range of geoscientific research in order to build a firm 
scientific and technological basis for the research and development of geological disposal. One of the major components 
of the ongoing geoscientific research program is the Mizunami Underground Research Laboratory (MIU) project in the 
Tono region, central Japan. The R&D work of the MIU project has the following main goals:
-Develop comprehensive investigation techniques for the geological environment.
-Develop a range of engineering techniques for deep underground application.
A wide range of geoscientific research and development activities of the MIU project is planned in three phases a 20 years 
period;
-Phase one: surface-based investigation
-Phase two: construction
-Phase three: operations
　The MIU site has been investigated by geological, hydrogeological, hydrochemical and rock mechanical surveys on the 
surface. Based on this information, modeling and simulation works have been conducted in the different investigation 
stages. Technological knowledge and experience have been accumulated, which allow application of the methodologies 
and techniques to characterize the deep geological environment in crystalline rock. This report presents the results of the 
investigations from fiscal 1996 to 1999 in phase one.

キーワード
超深地層研究所（MIU），地層科学，地層処分，地質環境，地下深部，地質・地質構造，地下水流動，地下水の
地球化学，岩盤力学，モデル，解析

Current Status of the Surface-Based Investigations in the MIU Project

Katushi NAKANO　　Hideaki OSAWA

Tono Geoscience Center

　東濃地科学センターでは，　地層処分研究開発の基盤となる地層科学研究の一環として，1996年度より「超深
地層研究所計画」を進めている。超深地層研究所の全体目標は，①地質環境の評価のための体系的な調査・解
析・評価技術の基盤の開発，及び②深地層における工学的技術の基盤の開発の二つである。研究は，第１段階：
地表からの調査予測研究段階，第２段階：研究坑道の掘削を伴う研究段階，第３段階：研究坑道を利用した研究
段階，の３段階に分け，約20年間の予定で進めている。
　これまで第１段階の研究として，地表及び試錐孔において地質・地質構造，地下水流動，地下水の地球化学，
岩盤力学の各分野にかかわる調査・試験を実施してきた。これらの過程において，地質環境特性にかかわる情報
の整備，地質環境のモデル化と予測解析が段階的に実施されると共に，地質環境特性を評価するための方法論や
個々の手法についての技術的知見や経験が蓄積されつつある。本稿では，これまでの第１段階の研究の成果につ
いて報告する。

Mizunami Underground Research Laboratory, Geoscientific Research, Geological Disposal, Geological Environment, 
Deep Underground, Geology and Geological Structure, Hydrogeology, Hydrochemistry, Rock Mechanics, Modeling, 
Simulations

資料番号：１２－９

超深地層研究所計画における地表から
の調査予測研究段階の現状

中野　勝志　　大澤　英昭

東濃地科学センター
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大澤　英昭

地層科学研究情報化グルー
プ所属
副主任研究員
研究プロジェクトの監理及
び研究成果の取りまとめ業
務に従事

中野　勝志

地質環境特性研究グループ
チームリーダー
副主任研究員
超深地層研究所計画及び広
域地下水流動研究の現場調
査・地質環境のモデル化・
予測解析業務に従事
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月の新たな原子力長計2）においては，「核燃料サイ
クル開発機構等は，これまでの研究成果を踏まえ，
今後とも深地層の研究施設（中略）を活用し，地
層処分技術の信頼性の確認や安全評価手法の確立
に向けて研究開発を着実に推進すること」と，今
後の方向性が明示されている。
　超深地層研究所計画は，結晶質岩を主な対象に，
深部地質環境の評価のための体系的な調査・解
析・評価技術の基盤の開発，及び深地層における
工学技術の基盤の開発を全体目標とした，約２０年
の計画である3）。本計画の調査・研究の成果は，地
層処分技術の信頼性の確認や安全評価手法の確立
に向けた地層処分研究開発の基盤として反映され
るほか，地下深部についての学術的な研究，なら
びに地層処分に対する国民の理解の醸成に寄与す
る。現在は，次章で紹介する第１段階の地表から
の調査・研究を進めるとともに，第２段階で実施
する研究坑道の掘削に伴う調査・研究計画や施工
計画の策定を並行して行っている。
　ここでは，１９９６年から開始した第１段階におけ
る，深部地質環境の評価のための体系的な調査・
解析・評価技術の基盤にかかわる研究成果の現状
を報告する。

２．超深地層研究所計画の概要

　超深地層研究所計画は，大きく三つの段階に分
けて進めている。第２段階より研究坑道の掘削が
開始される。以下に各段階の概要を述べる。
①　第１段階：地表からの調査予測研究段階
　地表からの調査により地質環境特性を把握し，
第２段階で実施する研究坑道の掘削に伴う地質環
境特性の変化を予測する。また，本段階で取得す
る地質環境にかかわる情報などを考慮し，研究坑
道の詳細設計及び施工計画を策定する。
②　第２段階：研究坑道の掘削を伴う研究段階
　研究坑道の掘削と並行して進められる調査によ
り第１段階の予測結果の妥当性を確認する。また，
第３段階において実施する研究坑道の拡張に伴う
研究坑道周辺の地質環境特性の変化を予測する。
さらに，研究坑道の施工・維持・管理にかかわる
工学技術の有効性を確認する。
③　第３段階：研究坑道を利用した研究段階
　研究坑道での調査により地質環境にかかわる詳
細なデータを取得すると共に，第２段階の予測結
果の妥当性を確認する。また，深地層における工

学技術の有効性を確認する。

２．１　全体目標

　超深地層研究所計画の全体目標は以下に示す二
つである3）。
（１）深部地質環境評価のための体系的な調査・解

析・評価技術の基盤の開発
　地表又は地下の研究坑道からの調査により深部
地質環境にかかわる品質の保証された情報を取得
し，様々な解析・評価手法を適用しつつ深部地質
環境の評価に至る一連のプロセス（概念の提示→
計画の立案／改訂→調査の実施→地質環境のモデ
ル化／予測解析→評価）を繰り返し実施する。こ
のプロセスの過程で着目すべき要素（評価項目）
が抽出され，情報の過不足や不確実性などを順次
明確化する。また，適用した手法の有効性を確認
し，深部地質環境を評価するための体系的な調査・
解析評価手法として段階的にとりまとめる。
（２）深地層における工学的技術の基盤の開発
　深地層にアクセスするための一般的な工学技術
及び新たに開発される工学技術を適用することに
より，地下深部に安全かつ合理的に研究坑道など
を設計・施工・維持・管理できることを確認する。
また，掘削する研究坑道が地質環境に与える長期
的な影響を適切に解析・評価するための技術を整
備する。

２．２　超深地層研究所の設置場所

　超深地層研究所は，岐阜県瑞浪市明世町月吉の
正馬様洞にあるサイクル機構用地（約１４０，０００ｍ2，
以下，研究領域）に建設を予定している。この周
辺は，領家帯に属する深成岩類と美濃帯に属する
中生層との境界部にあたる。超深地層研究所の研
究坑道は，この地域の基盤をなす先新第三紀の花
崗岩体（土岐花崗岩）を対象に建設される。

２．３　施設計画の概要

　超深地層研究所は，研究坑道と地上施設で構成
される。現状の施設計画における研究坑道は，図
１に示すように，地下１，０００ｍ程度の深地層へアク
セスするための主立坑，二つの水平坑道群（中間
ステージ，最深ステージ），主立坑９５０ｍ付近に分
布することが予測される月吉断層を回避して，最
深ステージを掘削するためのスパイラル坑道，換
気立坑などからなる。
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　地上施設は，研究・管理，試料管理，機器の維
持管理などの機能を持つ施設のほか，立坑坑口建
屋，捨石の堆積場，排水処理施設などからなる。
この施設計画については，今後も第１段階で取得
される地質環境特性にかかわる情報を基に，順次
見直し詳細化する予定である。

３．第１段階の概要

３．１　段階目標

　第１段階の段階目標は全体目標を受けて以下の
４項目を設定している3）。
（１）地表からの調査・研究による地質環境モデル
の構築
　地表からの調査・研究などにより地質環境にか
かわる情報を取得し，研究坑道掘削前の未擾乱の
地質環境特性を把握する。また，取得した情報の
集約と解釈を通して研究領域とその周辺を対象と
した地質環境モデル（地質構造モデル，水理地質
構造モデル，地球化学モデル及び岩盤力学モデル）
を構築する。さらに，新たに取得する情報を基に
地質環境モデルを更新し，調査の種類・量，解析・
評価の手法及び結果の精度との関係を把握する。
これにより，一連の調査・解析・評価手法の有効
性を評価する。
（２）研究坑道の掘削に伴う深部地質環境の変化の
予測
　前述の地質環境モデルを用いて，研究坑道の掘
削に伴う深部地質環境の変化を定量的に予測す
る。
（３）研究坑道の詳細設計及び施工計画の策定
　第１段階で取得する深部地質環境にかかわる情
報と地質環境の変化にかかわる予測結果，及び本

段階で別途策定される第２段階の調査・研究計画
を考慮しつつ，研究坑道の詳細レイアウトを決定
する。また，実際に適用する施工技術などを選定
し，具体的な施工計画を決定する。
（４）第２段階の調査・研究計画の策定
　前述の深部地質環境にかかわる情報及び予測結
果などを踏まえ，第２次取りまとめの評価報告書4）

などに示された今後の研究開発の課題を考慮しつ
つ，第２段階の詳細な調査・研究計画，及び第３
段階の概略的な調査・研究計画を策定する。

３．２　研究の進め方

　第１段階の調査・研究は地質・地質構造，地下
水流動，地下水の地球化学及び岩盤力学の４分野
で構成されている。調査・研究は，基本的に調査
の種類と量，解析・予測手法とその結果（地質環
境の理解度）との関係を繰り返し把握して評価す
るため，図２に示すアプローチを試みる5）。

３．３　地質環境特性にかかわる既存情報

　調査・研究を進めるに当たっては，研究領域周
辺で取得されている地質環境特性に関する情報を
十分に活用することが重要となる。広域地下水流
動研究においては6），土岐花崗岩体を対象に研究領
域を包含する約１０km四方の領域を対象に涵養域
から流出域までの地下水流動特性を把握するため
の調査手法の構築を目標に研究が進めらている。
この研究の物理探査や試錐調査などで取得された
地質環境特性に関する情報や地下水流動解析結果
は，本調査・研究を進めるための最も重要な情報
となる。また，研究領域周辺で実施された月吉ウ
ラン鉱床を対象とした調査7），立坑掘削影響試験8）

などにおいても，土岐花崗岩を被覆する堆積岩類
についての情報が蓄積されている。これらの研究
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図１　超深地層研究所計画の施設概要

図２　調査・研究のアプローチの概念
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成果などより明らかとなった地質の概要と，本調
査・研究で特に重要となる地質環境特性にかかわ
る情報を以下に示す。
（１）地質概要
　研究領域を包含する領域の地質概要を図３に示
す。この領域の地質は，先新第三紀の花崗岩から
成る基盤の上位を新第三紀中新世の堆積岩（瑞浪
層群）が不整合で覆い，更にその上位に固結度の
低い新第三紀鮮新世の砂礫層（瀬戸層群）が不整
合で覆っている。瑞浪層群は，下位より泥岩・砂岩・
礫岩から成り亜炭を挟む土岐夾炭累層，凝灰質の
泥岩・砂岩を主体とする明世累層，シルト岩・砂
岩を主体とする生俵累層の３層に区分される。領
域の中央部には花崗岩及び瑞浪層群を切る月吉断
層が存在している。この断層は，ほぼ東西走向で
７０～８０度の南傾斜の逆断層で落差は約３０ｍであ
る。
（２）地質環境特性にかかわる既存情報6）

①　土岐花崗岩体の直径は約１０kmであり，岩体
内には水平・深度方向ともに粒度・組織の異な
る黒雲母花崗岩が分布する。

②　電磁探査により堆積岩と土岐花崗岩との不整
合深度の分布，及び屈折法及び反射法弾性波探
査により，月吉断層の破砕帯の存在及び派生断
層の存在が推定されている。

③　土岐花崗岩健岩部の透水係数は，１０－11～１０－10 

ｍ/secオーダー，開口割れ目と考えられる部分
では１０－6～１０－5ｍ/secオーダーの分布を示す。
④　地下水流動解析により深度１，０００ｍ付近まで
の地下水は，おおむね北から南へ流れていると
予測されている。

⑤　花崗岩中の地下水の起源は，酸素・水素の同
位体比から天水起源であることが確認された。
また，深度１，０００ｍ付近の地下水の滞留時間 
は14Ｃによる年代測定により１万数千年程度と
推定されている。

⑥　花崗岩浅部の地下水はNa‐Ca‐HCO3型で中性
かつ酸化性で，深部ではNa‐HCO3型で弱アルカ
リ性かつ還元性の地下水へと変化する。

３．４　これまでの調査・研究の概要

　これまでの調査・試験の内容と目的を表１に，
試錐調査の概要を表２に，研究領域内の調査位置
を図４に示す。これらの調査結果を基に，研究領
域の地質環境を理解し予測するための第１歩とし
て，地質・地質構造，水理地質構造，岩盤力学そ
れぞれについてモデルを構築し，段階的にモデル
を更新した。また，地下水流動解析に関しては，
研究領域を包含し，かつ一般に水理境界と考えら
れる尾根部と河川で囲まれた図３に示した約４
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図３　研究領域周辺の地質概要
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km×６kmを解析領域として地下水流動解析が２
回繰り返された。地下水の地球化学については，
研究領域における地下水の採水・分析が２０００年よ
り着手されており，今後，それらの結果に基づき
地球化学モデルを構築する計画である。
　
４．第１段階の研究成果

４．１　地質・地質構造に関する調査・研究

　本調査・研究で得られた知見は，地下水流動，
地下水の地球化学及び岩盤力学の各分野における
モデル化の基礎となる。このことから，本研究で
は，研究領域の地質・地質構造を把握するととも
に，地下水の流動や水質形成などを規制すると考
えられる地質構造要素を同定し，地質構造モデル
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図４　研究領域内の調査位置

表１　調査・試験の概要

目　　的平成１９９９年度までの調査数量

表層の未固結砂礫層か
ら岩盤への地下水の涵
養量を推定する。

河川流量観測，気象
観測，表層地下水位
観測，土壌水分観測，
など

表層水理調査

領域の定常的な地下水
位及び試錐孔掘削によ
る地下水位の変化の実
測値を取得する。

自由地下水位面観測
（AN‐3，AI‐4号孔）

地下水位観測

水みちでの定常的な間
隙水圧と試錐孔掘削に
よる間隙水圧の変化の
実測値を取得する。

MPによる観測（AN
‐1号孔）

不整合，堆積構造，変
質帯，破砕帯などの分
布・連続性を推定する。

電気深査（１測線×
約２００ｍ）
電磁深査（MT法）
反射法（１測線×約
６００ｍ）

物理深査

領域の地質とその分布
を確認する。また，水
みちとなりうる地質構
造要素（割れ目，断層，
岩脈）を抽出し，その
特徴を把握する。

〔地質調査〕
・岩芯記載，物理検
層，BTV調査など

試錐調査
○既在試錐孔
‐AN‐1号孔
約１，０００ｍ
‐AN‐3号孔
約４００ｍ
○新規試錐孔
‐MIU‐1，2，
3号孔各約
１，０００ｍ

領域での透水係数の深
度変化，及び水みちの
透水係数の実測値を取
得する。

〔水理試験〕
・透水試験（３孔×
約３０区間）
・場水試験（３孔×
約１０区間）

領域に分布する地質の
地球化学的な特性とそ
の深度方向の変化を把
握する。

〔分析〕
・岩芯分析（３孔）

領域に分布する花崗岩
の力学特性とその深度
方向の変化を把握す
る。

〔力学試験など〕
・物性試験（３孔×
１０深度）
・初期応力試験（３
孔×１０深度）

表２　試錐調査の概要

MIU‐3号孔MIU‐2号孔MIU‐1号孔

１０１４．０１０１２．０１０１１．８掘削深度（ｍ）

HQ（約
１００mm）

HQ（約
１００mm）

HQ（約
１００mm）

孔径

清水清水清水掘削水

○○○物理検層＊

○○○BTV

１１１０１０
場水試験（１００ｍ区
間）（点数）

２３３０３０
孔内水理試験（６．５ｍ
区間）（点数）

○○○フローメーター検層

○○○岩石鉱物試験＊＊

××○（岩芯）
年代測定（フィッシ
ョントラック法）

見かけ比重
（４０）
有効間隙率
（４０）
含水比（４０）
弾性波速度
（４０）
一軸圧縮試
験（１０）
圧 裂 試 験
（１０）
三軸圧縮試
験（１０）

見かけ比重
（２０）
有効間隙率
（２０）
含水比（２０）
弾性波速度
（２０）
一軸圧縮試
験（２０）
圧 裂 試 験
（４０）
三軸圧縮試
験（１０）

見かけ比重
（１８０）
有効間隙率
（１８０）
含 水 比
（１８０）
弾性波速度
（１８０）
一軸圧縮試
験（９０）
圧 裂 試 験
（３０）
三軸圧縮試
験（９０）

岩芯室内物性試験
（数量）

水圧破砕試
験（１０）

水圧破砕試
験（１０）

AE/DRA試
験（１０）

初期応力測定（点数）

AE/DRA試
験（１０）

AE/DRA試
験（２０）

＊　：電気検層，マイクロ比抵抗検層，密度検層，中性子・
ガンマ検層，音波検層，温度検層，孔径検層，孔曲が
り検層

＊＊：モード分析，全岩分析
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を構築することを目標としている3）。
（１）調査及びモデル化の考え方
　後述する地下水流動にかかわる調査・研究では，
現段階は連続体により場をモデル化することを基
本としている。この場合，本調査・研究で重要と
なる点は以下のとおりである5）。
①　堆積環境がほぼ等しい堆積岩の層序は，その
物性値もほぼ等しく均質との仮説に基づき，領
域全域にわたり連続する堆積構造，不整合など
の地質構造要素を区分する。

②　断層などの不連続面の位置，連続性，幅など
を確認する。

③　花崗岩は，例えば割れ目の密度・方向・形態
や充填物などの地質学的特徴を統計学的に解析
し，有意な差が認められる岩盤を地質構造要素
として区分する。

（２）調査結果
　研究領域内の主な調査として，反射法弾性波探
査と３本の試錐調査（MIU‐1，2，3号孔）を実施
した5）。
１）　反射法弾性波探査
　研究領域内の堆積構造，不整合面の形状及び不
連続面に関する情報を取得することを目的に，図

４に示すように，南北と東西の２測線を配置して
反射法弾性波探査を実施した。試錐調査結果を参
考に南北測線における反射断面記録を解釈した例
を図５に示す。この結果，堆積構造，不整合面に
かかわる情報の他，花崗岩上部の水平割れ目が卓
越していると考えられるゾーン，さらには断層な
どと考えられる不連続面を推定できた。このこと
から，反射法弾性波探査は本領域の調査において
有効であったと評価できる。
２）　試錐調査
　研究領域内に掘削された３本の深度約１，０００ｍ
の試錐孔において，岩芯観察，物理検層，ボアホー
ルテレビジョン（BTV）を実施した。また，採取
した岩芯を用いて岩石鉱物試験を実施した。
　岩芯観察の結果，各試錐孔とも地表からGL‐90
ｍ付近まで堆積岩が分布し，その下に黒雲母花崗
岩が分布すること，また，黒雲母花崗岩の最上部
には厚さ１０～１５ｍ程度の風化部が存在することが
明らかとなった。また，MIU‐2号孔及び３号孔に
おいては，それぞれ深度約９００ｍと７００ｍで月吉断
層を捕らえている。いずれも，約１０～２０ｍ幅のカ
タクレーサイト帯からなり，その周囲には幅１００ｍ
程度の割れ目帯が分布する。
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図５　反射法弾性波深査の調査結果と解釈（南北測線の反射断面記録）
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　BTVの調査結果を基にした割れ目累積本数の深
度分布より，風化部より下位の黒雲母花崗岩を低
角度の割れ目が発達した上部割れ目帯（３～５本
／ｍ），割れ目の少ない健岩部（１～３本／ｍ），
及び断層に伴う割れ目帯（３～６本／ｍ）の大き
く三つの地質構造要素に分類できた。この結果と
分類した地質構造要素ごとの割れ目の方向と密度
のヒストグラムの一例（MIU‐2号孔）を図６に示
す。また，物理検層の内，中性子検層，電気検層，
音波検層の結果からも上部割れ目帯，健岩部，断
層に伴う割れ目帯の各構造要素で明らかに物性が

異なる結果が得られている。
（３）地質・地質構造のモデル化
　地質・地質構造のモデル化は，地質環境特性に
かかわる情報の蓄積に伴って段階的に二つ地質構
造モデルを構築した。一つは，既存情報のみで研
究領域内での調査結果を用いないモデル，もう一
つは前項で示した研究領域内での調査結果を加え
たモデルである。
１）　既存情報を基に作成したモデル
　地質・地質構造をモデル化する上で重要な地質
構造要素として，初生的なものとして岩相，また

二次的なものとして風化部，割れ目及び断層など
が挙げられる。堆積岩については，既存情報の地
質層序を基に，表土・瀬戸層群，生俵層群，明世
累層，土岐夾炭累層（上部），土岐夾炭累層（下
部）及び月吉断層を地質構造要素として抽出した。
また，花崗岩については，風化部とそれ以外の岩
盤及び月吉断層の三つの地質構造要素に区分し
た。作成した地質構造モデルを図７に示す。なお，
地形面や各地質構造要素の境界面，断層面の形状
は，ミニマム・テンション理論を用いて推定した。
　この地質構造のモデル化における課題として，
特に以下の３点が挙げられた。
①　花崗岩中の不均質性にかかわる情報が少な
く，風化部以外に地質構造要素を区分できない。

②　花崗岩中の月吉断層にかかわる情報が皆無
で，堆積岩中の特徴と同様と仮定している。

③　既存情報から複数のリニアメントが判読され
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図６　割れ目の密度，累積本数及び方向分布

堆積岩

上部割
れ目帯

健岩部

断層に伴う
割れ目帯

（本/m）

図７　既在情報を基に構築した地質構造モデル

（注）標高－１，０００ｍまでをモデル化
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ているものの，月吉断層以外の大規模な地質構
造に関する情報がなくモデルに表現されていな
い。
２）　研究領域内の調査結果を加えたモデル
　堆積岩中の地質構造要素については，前回のモ
デルと同様である。花崗岩については，調査結果
で示したとおり割れ目密度分布などによる区分に
基づき，上部割れ目帯，健岩部，断層に伴う割れ
目帯を設定するとともに，後述する水理地質構造
モデルにおいて割れ目の分布傾向をより詳細に表
現するモデル化に備えて割れ目の方向，開口幅，
長さ，密度など統計的なデータセットを作成した。
なお，風化部については，情報が少ないこと，岩
芯観察結果からマトリックスを含めて風化変質
し，空隙が多いことが推定されるため，性状など
を考慮して均質な物性として取り扱うこととし
た。月吉断層は２本の試錐孔で花崗岩中で存在が
確認されたことから決定論的に表現した。
　このモデルにおいては前回のモデル化において
課題として挙げた①と②については改善がなされ
つつあるが，③については研究領域外の調査など
を伴うため引き続き課題として残されている。こ
の他，ここでの地質構造のモデル化における重要
な課題として，以下の３点が挙げられる。
①　３本の試錐調査とも鉛直孔であるため，高角
度傾斜の割れ目に関する情報が十分ではない。

②　割れ目分布に着目したより詳細なモデル化を
進める上で，水みちの分布に関する情報が不足
している。

③　深度１，０００ｍ以深の情報が皆無であり，これ以
深については深度１，０００ｍ付近の岩盤が下方へ
連続していると仮定している。

４．２　地下水流動に関する調査・研究

　地下水流動に関する調査・研究においては，研
究領域における地表から地下深部までの地下水及
び物質の移行経路と成りえる地質構造要素及び岩
盤の水理学的な不均質性に関する情報を取得し，
水理地質構造モデルを構築するとともに，研究坑
道掘削前，掘削中及び掘削後の地下水流動場を推
定することを目標としている3）。
　本調査・研究を進めるにあたっては，取得すべ
き情報の理解度，データやモデルの不確実性，そ
の不確実性を低減するための取得情報の優先順位
を研究の進捗に併せて明確にしていくことが重要

となる。そのため，図２に示した研究のアプロー
チを新たな情報の取得とともに繰り返すことによ
り，個々の要素及び全体の不確実性を評価する方
法で研究を進めている。
　本調査・研究においては，まず既存情報のみを
用いて水理地質構造モデルを構築し地下水流動解
析を実施した。このモデル化・解析と並行して研
究領域における調査が進められ，３本の試錐調査
結果が得られた段階で第２回目の水理地質構造モ
デルの構築と地下水流動解析を実施した5）。
（１）水理地質構造のモデル化の考え方
　岩盤を対象とした地下水流動解析手法は，岩盤
を多孔質の連続的な媒体と考える連続体モデル
と，割れ目などの不連続構造を取り出した不連続
体モデルの二つに大きく分類される。本研究では，
割れ目や透水係数の分布に関する情報が少ないこ
と，及び不連続体でモデル化するためには解析領
域が広く計算量や時間に課題があることから連続
体によるモデル化を採用した。連続体モデルを採
用するにあたり，モデル化の概念として「解析領
域が数km四方の平面的広がりをもつことから，地
下水の流動経路となる割れ目などの不連続構造を
巨視的にとらえ，割れ目密度分布やその傾向の把
握に基づいたゾーン区分により，その物性を等価
な連続体又は不均質性を考慮した等価な連続体に
置き換えてモデル化する」との考え方の下，モデ
ル化と地下水流動解析を実施した。
（２）１回目のモデル化と地下水流動解析
　水理地質構造モデルは，４．１（３）１）で示した既
存情報のみで構築した地質構造モデルに３次元メ
ッシュを割り当て，既存情報から各地質構造要素
ごとに表３に示す物性値を割り当てた。上部境界
条件の涵養量には東濃鉱山周辺における観測地か
ら算定された平均値0.28mm/日を用い9），下部境界
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表３　水理地質構造モデルで設定した物性値

透水係数（m/sec）層序・断層名

１．０×１０－7表土、瀬戸層群

１．０×１０－9生俵累層

１．０×１０－9明世累層

５．０×１０－9土岐夾炭累層（上部）

１．０×１０－8土岐夾炭累層（下部）

１．０×１０－7花崗岩（風化部）

１．０×１０－9花崗岩（健岩部）

１．０×１０－10月吉断層
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は不透水，側方境界は透水境界とし深度方向に一
定の静水圧を与えた。研究坑道地下水流動解析に
は多孔質媒体を対象に開発された有限要素法によ
る３次元飽和・不飽和浸透流解析コード
TAGSAC10）を用いた。地下水流動解析は，研究坑
道掘削前に相当する定常解析と研究坑道掘削後の
地下水流動を予測した非定常解析の二つを実施し
た。なお，非定常解析における研究坑道の壁面は
自由浸出面に設定した。
　図８に地下水流動解析結果の一例を示す。同図
の上段に示した定常解析の結果より，全水頭分布
は北側が高く南側が低く地下水はおおむね北から
南へ流れており，標高０ｍ付近（深度２４０ｍ付近）ま
での地下水流動は地表面の起伏の影響を受けてい
ると推定された。また，同図の下段に非定常解析
により得られた標高－７５８ｍ（深度１，０００ｍ付近）
の水平断面での水頭分布を示す。この結果では，
全水頭低下量の分布は研究坑道掘削位置を中心に
ほぼ同心円状になっており，これまでの知見に基
づく予想に反して月吉断層が地下水流動に与える
影響（遮水壁的役割り）は小さいと考えられた。
また，研究坑道の掘削に伴う全水頭の低下範囲は
解析領域に設定した範囲内で収束しており，研究
坑道の掘削に伴う影響範囲を捉える上では解析領
域の大きさがおおむね妥当であることを示唆して
いる。
（３）調査結果
　水理調査は大きく，地表から地下への水の浸透
機構を明らかにするための表層水理調査と，地下
深部岩盤の透水係数や間隙水圧分布及び水みちや
その連続性を把握するための深層水理調査に分け
られる。
　表層水理調査に関しては，特に地下水流動解析
に必要な上部境界条件を設定するために研究領域
内で数年間にわたり連続観測を継続してきてい
る。この観測結果を基に算定した地表から地下へ
の涵養量の値は時間的にもまた空間的にも変化に
富むことが明らかとなている11）。また，人為的な
揚水が表層の水収支に大きく影響を与えている可
能性も示唆されている。このような現状から，より
確実な情報の取得と涵養量の算定のために現在新
たな観測体制に関する取り組みが開始されている。
　一方，深層水理調査に関しては，第１回目の地
下水流動解析で明らかとなった課題を踏まえ，深
度約１，０００ｍの３本の試錐孔で水理試験や流体検

層を実施した。この試験により得られた透水係数
の深度分布と水圧分布の一例（MIU‐2号孔）を図
９に示す。これらの調査結果を基に検討した結果，
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図８　第１回目の地下水流動解析で
得られた結果の一例

図９　透水係数と水圧の深部分布（MIU‐2号孔）
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以下の点が明らかとなった。
①　上部割れ目帯と月吉断層に伴う割れ目帯で高
い透水性を示し，健岩部で低い透水性をを示す。

②　月吉断層の下盤側は上盤側に比べ約３０ｍ水位
が高いことから，同断層は遮水壁として機能し
ている可能性が高い。

（４）２回目のモデル化と地下水流動解析
　第２回目のモデル化と地下水流動解析は，前回
の課題を踏まえ，割れ目や割れ目帯を考慮したモ
デル化と地下水流動解析の進め方を確認するため
に実施した。水理地質構造のモデル化においては，
解析領域の広さやデータの空間的密度を考えると
花崗岩中の個々の割れ目をモデル化することは非
現実的なことから，断層など不連続構造及び不均
質な割れ目分布の透水性への寄与をこれと等価な
連続体で表現したモデル（不均質性を考慮した等
価連続体モデル）を用いた12）。図１０に構築した水
理地質構造モデル（透水係数分布モデル）を示す。

このモデルでは花崗岩中の割れ目の不均質性を，
異なる２つの分布モデル（べき条分布モデルと指
数分布モデル）を用いて割れ目を統計的に発生さ
せ，透水係数の実測値との比較検討を通して花崗
岩中の地質構造要素ごとに等価な連続体として表
現した。また，比較のため，４．１．（３）２）で示した
地質構造モデルで区分した地質構造要素ごとに均
質な物性を与えた連続体モデル（均質モデル）も
構築した。なお，解析領域やモデルの下部及び側
方境界条件は前回と同様である。上部境界条件は，
観測値と事前の解析結果の検討より，０．１４mm/日
を用いた5）。
　地下水流動解析は，不均質性を有する多孔質媒
体を対象に開発された飽和不飽和浸透流解析コー
ドEQUIV‐FLOを用いた12）。この解析では，第１
回目の解析と同様に，研究坑道掘削前の状況に相
当する定常解析と研究坑道掘削に伴う影響を考慮
した非定常解析を実施し，水理地質構造モデルの
違いが解析結果に与える影響を検討した。
　図１１に定常解析結果の一例として水平断面内の
水頭分布を示す。全水頭分布から想定される地下
水流動方向は，いずれのモデルにおいても北から
南である。また，割れ目分布を考慮したべき条分
布及び指数分布モデルでは月吉断層が南北方向の
地下水の流れを遮断する傾向が顕著に認められ
た。
　図１２に非定常解析結果の一例として，研究坑道
が月吉断層を貫通した後の南北断面の水圧及び流
速ベクトルの分布を各モデルごとに示す。この結
果を取りまとめて以下に示す。
①　得られた水頭分布の傾向より，均質モデルで
は，あたかも断層が遮水機能を果たしていない
ような南北対称な水頭低下領域が形成されてい
る。一方，割れ目の分布を考慮したべき条分布
と指数分布モデルでは断層の遮水効果が表現さ
れている。

②　べき条分布及び指数分布モデルと，均質モデ
ルを比較すると，水頭低下の程度及び研究坑道
への湧水量に大きな差異が認められ，かつべき
乗分布モデルでは特に割れ目分布の傾向に沿っ
た不規則な水頭低下領域が形成された。これは，
べき乗分布を用いたモデルでは割れ目の連続性
が高く研究坑道を交差する割れ目分布に沿って
岩盤内へ影響が及んでいることを示していると
考えられる。

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

研
究
報
告

図１０　第２回目の地下水流動解析で用いた水理地
質構造モデル（透水係数分布モデル）
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③　研究坑道の掘削に伴う水頭低下は，坑道が月
吉断層を通過するまでは断層の北側までほとん
ど及んでいない。断層を通過した後，断層下盤
（北側）に水頭が低下する領域が形成されてい
る。水頭低下の影響範囲は発生した割れ目の分
布に依存するが，今回の解析結果ではべき条分

布及び指数分布モデルが均質モデルに比べ小さ
かった。これは，割れ目の連続性に依存した不
均質な物性分布の影響が現れた結果と考えられ
る。

　以上の結果より，次の２点がこれまでの主な成
果として挙げられる。
①　２回目の地下水流動解析ループにおける地下
水流動解析により，数km×数kmの範囲であっ
ても割れ目の分布を考慮することにより，より
現実的な地下水流動を予測できることを示唆し
ている。

②　本解析領域に介在する月吉断層は，これまで
の調査結果から断層を直交する方向に遮水的機
能を果たしていると推定されている。第２回目
の解析で適用した不均質性を考慮した等価連続
体モデルでは，この仮説を水頭変化等で適切に
表現できており，この手法は割れ目や断層など
を考慮した数km四方の領域を対象とした地下
水流動解析への適用性が高い。

４．３　地下水の地球化学に関する調査・研究

　地下水の地球化学に関する調査・研究において
は，研究領域における深部地下水の地球化学特性
の空間分布を把握し，水－岩石反応試験や理論解
析などの結果と合わせて地球化学モデルを構築す
る。次に，研究坑道掘削に伴う地下水流動の変化
に起因する深部地下水の地球化学特性の変化を予
測することを目標とする3）。
　地下水の地球化学特性を把握するためには，試
錐孔において地下水を採取し分析する，及び物理
化学パラメータなどに関しては試錐孔内で直接観
測するなどの調査が唯一の手段となる。この場合，
採水又は観測している地下水が本来岩盤中に存在
していた地層水であることを確認することが重要
となる。試錐調査では，１本の試錐孔において複数
の分野で多くのデータを取得することが効率的で
あり，また複数の分野のデータを比較・検討でき
る長所がある。広域地下水流動研究の初期の試錐
調査においては，諸外国の調査事例などを参考に，
清水による試錐孔掘削後に物理検層，水理試験，
採水試験の順序で調査を実施していた。しかし，
大規模な破砕帯に遭遇し孔内崩壊により試錐孔を
維持するのが困難な場合，また逸水により掘削水
が大量に岩盤内に浸透し地層水を採取するのが極
めて困難になるなど，当初考えた調査プログラム
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図１１　第２回目の地下水流動解析で得られた水頭
分布
－定常解析結果の一例：標高０ｍの水平断面－

図１２　第２回目の地下水流動解析で得られた水頭
分布
－非定常解析結果の一例：研究坑道が断層貫
通後の水頭分布－
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では地下水の採水が現実的に不可能となるケース
に遭遇した。
　これらの知見を踏まえ，本計画の地下水の地球
化学特性に関する調査では，試錐孔掘削後の各調
査が完了した後，孔内にMPシステムを設置し，
長時間の連続採水を通して，地下水（地層水）を
採取する計画とした。そのため，深度約１，０００ｍの
３本の試錐孔にMP（Multiple Piezometer）システ
ムを設置している13）。しかしながら，これらの試
錐孔で採水を実施した場合，並行して進んでいる
ほかの試錐調査への干渉の可能性があるため，現
時点までに，本計画で採水は実施していない。今
後，試錐調査の進捗状況を踏まえ採水の時期を決
定する予定である。
　一方，現在進められているMIU‐4号孔の試錐調
査においては，採水を効率的に進められなかった
経験を基に，試錐孔掘削中に逸水などに遭遇した
場合，直ちに試錐孔掘削を停止し，揚水試験と組
み合わせて採水調査を実施する計画とした14）。こ
の試錐調査では，試錐孔掘削で用いた循環水（以
下，掘削水）の残留の程度，ほかのゾーンからの
地下水の回り込みなどを識別し，地下水の地球化
学特性に関するデータの品質を保つため，掘削水
に一定濃度の染料を混合している。また，これま
での知見を基に，堆積岩，月吉断層上盤側，月吉
断層下盤側の三つのゾーンで地下水の地球化学特
性が異なる可能性を想定し，三つのゾーンごとに
それぞれ異なる染料を用いている。この場合，水
理試験の一環として実施する揚水試験を掘削水を
排除するための予備的な採水として活用する。な
お，掘削水の排除の判断は染料の濃度測定の結果
と，連続観測している地下水の物理化学パラメー
タを指標に実施する。
　この他，水質形成機構の検討の一環として，試
錐孔掘削で得られた岩芯を用いて岩石の地球化学
特性に関するデータを取得した。花崗岩中のFe3＋

とFe2＋の量比を測定した結果，深度約３００ｍ以浅で
は相対的にFe3＋が多く，深度約３００ｍ以深ではFe2＋

が多い傾向が認められた。このことは，花崗岩中
における岩石の酸化還元環境が深度３００ｍ付近を
境に変化していることを示していると考えられ
る。

４．４　岩盤力学に関する調査・研究

　岩盤力学に関する調査・研究においては，研究

領域における土岐花崗岩の岩盤物性（物理・力学
特性）及び応力状態の空間分布を把握し，岩盤力
学モデルを構築する。また，研究坑道の掘削に伴
う坑道周辺岩盤の変形挙動及び応力変化，並びに
応力集中に伴う岩盤の損傷範囲について予測する
ことを目標としている3）。
（１）調査・研究の進め方
　本研究で対象としている花崗岩などの結晶質岩
においては，一般に不連続面の性状やその分布特
性が原位置岩盤の力学的性質に大きな影響を及ぼ
すと考えられている。また，研究領域には，月吉
断層のような大規模不連続面が存在し，調査領域
内の岩体の応力状態に大きな影響を与えている可
能性が想定される。これらの影響因子を考慮しつ
つ，限られた試錐孔の調査によって，岩盤のモデ
ル化を進めるという観点から，本調査・研究にお
いては，研究領域内の既存試錐孔のAN‐1とMIU‐
1号孔，MIU‐2号孔，MIU‐3号孔と試錐孔ごとに
調査結果を段階的に分析・整理し，岩盤の力学モ
デルを構築し更新するアプローチを採用してい
る5）。
（２）調査結果
　岩盤の力学特性を把握するための調査で取得し
なければならない情報は，岩盤物性と応力状態の
二つである。具体的には岩芯を用いた室内物性試
験と初期応力測定である。室内物性試験の試験項
目は，物理物性については，見かけ比重，有効空
隙率，自然含水比，弾性波速度などである。力学
物性に関しては，静弾性係数（E50），静ポアソン
比，一軸圧縮強度，圧裂引張強度，粘着力，内部
摩擦角である。初期応力は，水圧破砕法により水
平面内の主応力値と方向を，岩石コアを用いてAE
法により鉛直方向の応力成分を測定した。
　室内物性試験の結果，AN‐1，MIU‐1，MIU‐2及
びMIU‐3号孔とも岩石物性は深度方向に一様で
ない結果となった。試錐孔ごとの水圧破砕法によ
る初期応力測定結果を図１３に示す。以下に初期応
力測定の主な結果について述べる。
①　AN‐1号孔における応力値の分布は，必ずしも
深度ともに線形的に増加しておらず，深度３００ｍ
と７００ｍ程度の地点で最小値をとり不連続な変
化を示す。水平面内の最大主応力方向について
は，深度３００ｍ程度まではほぼNS方向であるが，
それ以深ではNW‐SE方向に変化している。

②　MIU‐2号孔における応力値の分布は，AN‐1号

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９
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孔と同様，深度方向に不連続な変化を示してい
る。主応力方向の深度方向の変化については，
AN‐1と異なり，地表～深度４００ｍ，深度４００～７００
ｍの領域ではN‐S→NW‐SE方向に回転するよ
うな傾向を示す。AE法による応力測定結果で
は，断層上盤側では鉛直応力成分がほぼ推定土
被り圧に等しいが，下盤側では低くなるような
傾向を示す。

③　MIU‐3号孔の応力値の分布は，深度５００ｍ程
度まではほぼ線形的に増加し５００ｍ以深では応
力値が小さくなる。特に，断層下盤側で測定さ
れた値は，上盤側のそれにくらべ著しく小さい。
最大主応力方向については，深度１３６ｍ地点は
EW方向に最大主応力方向があるが，それ以深
はほぼNNW‐SSE方向を中心として主応力方向
が分布している。AE法の測定結果では，断層近
傍における鉛直応力の変化は複雑であるととも
に，断層下盤側の深度９００ｍ以深では，推定土被
り圧よりも鉛直応力が小さくなっている。

（３）モデル化
　AN‐1号孔とMIU‐1号孔の調査結果では，深度方
向の割れ目密度分布と最大主応力方向の応力値に
不連続な変化が認められることから，研究領域の
地表から地下１，０００ｍの岩盤は三つの異なる力学
物性や応力状態を有するゾーンで構成されるモデ

ルが想定された。続いて実施したMIU‐2号孔の調
査結果では，断層に近づいたことが原因と考えら
れる主応力方向の複雑な変化が認められたが，岩
盤物性，応力状態，主応力方向の変化点は一致し
ており，割れ目密度分布とも良い相関が認められ
ることから，先に述べたAN‐1及びMIU‐1号孔の調
査結果より想定したモデルと定性的には矛盾しな
いと判断した。また，月吉断層が逆断層と考えら
れていることから，断層上盤側の岩体を構成する
三つの力学物性の異なるゾーンが，広域的な応力
場により月吉断層に押しつけられている変形モー
ドを一つの概念として付加した。MIU‐3号孔の調
査結果も同様な解釈ができ，これまでのモデルの
考え方を支持している。
　なお，現時点では断層下盤側の岩盤に関する情
報が少なく十分な解釈はできないが，広域地下水
流動や東濃鉱山における試験研究で取得された情
報を加味して考えると，断層上盤側から下盤側に
向かうにつれ明らかに応力値が減少する傾向が認
められ，研究領域の北側付近の断層下盤側応力値
は上盤側に比べかなり減少している可能性が高
い。
　以上の検討結果より構築した，現段階の土岐花
崗岩を対象とした岩盤力学モデルを図１４に示す。
今後は，月吉断層及びそれに付随する割れ目帯の
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図１３　水圧破砕法による初期応力測定結果

最小主応力（σｈ）

最大主応力（σHmin）
（間隙水圧を考慮）

最大主応力（σHmax）
（間隙水圧を考慮しない）

月吉断層

断層に付随する
割れ目帯

推定土被り圧
（比重を２．６５として計算）
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図１４　研究領域の土岐花崗岩を対象とした岩盤力学モデル
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力学特性を把握するとともに，上述したモデルを
ベースとした数値解析を実施し，同モデルの妥当
性を検証する。また，不連続面の力学特性をジョ
イントせん断試験により評価し，割れ目の影響を
考慮した原位置岩盤物性の評価を実施し，モデル
の定量化を図る。

５．研究成果の統合化

　本計画では深部地質環境の評価のための体系的
な調査・解析評価技術の基盤の開発を全体目標の
一つとしている。この全体目標を達成するために
は，研究成果の反映先と具体的なアウトプットを
明確にし，研究を進める過程で，何のデータをど
のような手法で取得・解釈し，分野間の横断的な
解釈やモデル化をどのような考え方で進めれば，
地質環境をどこまで理解又は予測でき，最終的な
アウトプットに到達できるのかを，事例的に示す
こと，また研究全体の戦略や戦術を事前に提示し
それを段階的に確かめていくことが極めて重要で
ある。このような事例の積み重ねが深部地質環境
の評価のための体系的な調査・解析評価技術の信
頼性，ひいては地層処分研究開発の基盤技術の信

頼性を確かなものとしていく。
　本計画では，上述した考え方を包含した研究の
枠組みを研究成果の統合化と称して検討を進めて
いる。図１５に第１段階の地質・地質構造にかかわ
る研究の統合化データフローを例示する。この図
は，（Nagra: Swiss National Cooperative for the Dis-
posal of Radioactive Waste）での先行事例を参考
に15），これまでの研究成果と経験を基に，現段階
の調査・研究の考え方を例示したものであり，今
後の研究の進捗により段階的に改善していく。ま
た，第２・３段階においても同様に取り組み，こ
れらの積み重ねを通して研究全体を統合する考え
である。
６．おわりに

　本稿では，２０００年１１月までに取りまとめられた
超深地層研究所計画の第１段階の調査研究成果に
ついて報告した。現在，これまでに挙げられた様々
な課題を解決するために，今までの知見を基に新
たな考え方を取り入れたMIU‐4号孔における試
錐調査（傾斜試錐孔），モデルや解析結果の不確実
性評価を目的とした複数チームによる地下水流動
解析などを進めている。また，２００１年後期には，
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図１５　第１段階の統合化データフロー（地質・地質構造）
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研究坑道の掘削に伴う予測解析の事前検討の一環
として長期揚水試験などを実施する計画である。
今後は第１段階に残されている時間を考慮し，段
階目標を達成すべく効率的に調査・研究を進める
とともに，第１段階の研究成果のとりまとめを実
施する。また，第２段階以降の具体的な研究計画
を策定する計画である。　
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１．はじめに

　東濃地科学センターでは，国の方針1）に従い，我
が国の深部地質環境に対する理解を深めていくこ
とを目的に，地層処分技術開発の基盤的な研究開
発である深地層の科学的研究を実施している。
　研究開発の場である岐阜県東濃地域の地質は，
中生代の堆積岩類（美濃帯），流紋岩類（濃飛流紋
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資料番号：１２－１０

　The Japan Nuclear Cycle Development Institute (JNC) has been conducting a wide range of geoscientific research in 
order to build a firm scientific and technological basis for the R&D of geological disposal. One of the major components 
of the ongoing geoscientific research program is the Regional Hydrogeological Study (RHS) project in the Tono region, 
central Japan. The main goal of the RHS project is to develop and demonstrate surface-based investigation 
methodologies to characterize geological environments on a regional scale in Japan. The RHS project was initiated in 
1992. To date, remote sensing, geological mapping, geophysical investigations and measurements in thirteen deep 
boreholes have been carried out. Important results that have been obtained from these investigations include multi-
disciplinary information about the geological, hydrogeological, geochemical and rock mechanical properties of granitic 
rock, and evolution of the groundwater geochemistry. The JNC will synthesize the results from the R&D activities in 
fiscal 2004. 

キーワード

広域地下水流動研究，地層科学研究，地質環境，地下深部，地質構造，地下水流動，水理地質学，地下水の地球

化学，広域スケール，結晶質岩

Current Status of the Regional Hydrogeological Study Project in the Tono Area (�)

Kaoru KOIDE　　Katsuhiko MAEDA

Tono Geoscience Center

　東濃地科学センターは岐阜県東濃地域を研究開発の場として，地層処分研究開発の基盤となる深地層の科学的

研究を実施している。その一環として，1992年に開始された広域地下水流動研究は，代表的な結晶質岩である花

崗岩を対象に広域スケールでの地質・地質構造，地下水の流動特性・地球化学特性に関する研究を通して，地質

環境の調査・解析技術の体系化に向けた研究開発を進めている。これまでに花崗岩及びそこに賦存する地下水の

各種特性に関するデータが蓄積されている。今後は2004年度頃に検討されている研究成果の取りまとめに向け，

調査技術の体系化，モデリング技術・評価手法の高度化に関する検討を進めていく。

Regional Hydrogeological Study, Geoscientific Research, Geological Environment, Deep Underground, Geological 
Structure, Groundwater Flow, Hydrogeology, Hydrochemistry, Regional Scale, Crystalline Rock

東濃地域を対象とした広域地下水流動
研究の現状（その２）
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岩），花崗岩類（土岐花崗岩）からなる基盤岩類と
これらを不整合に覆う新第三紀層及びそれ以降の
堆積物から構成される。これらの地質のうち，代
表的な結晶質岩である花崗岩を主な研究対象とす
る研究プロジェクトとして，広域地下水流動研究
と超深地層研究所計画が進められている。これら
の研究プロジェクトは，深部地質環境の体系的な
調査・解析・評価技術の構築を目標としており，
前者が数十km～数km四方，後者が数百m四方～
坑道周辺といった異なるスケールの地質環境を研
究対象としている。
　広域地下水流動研究は，１９９２年度から岐阜県土
岐市にある東濃鉱山及びその周辺域を研究実施領
域として実施している。研究開始後の５年間（１９９２
年度～１９９６年度）は，主として調査・解析に関す
る要素技術の開発とその有効性・適用性の確認に
主眼を置いた調査研究が行われた。その後は要素
技術の開発と並行して，広域を対象とした地質・
地質構造，地下水の流動特性及び地球化学特性に
関する研究と共に地質環境の調査技術の体系化に
向けた研究開発を地元の理解・協力を得つつ進め
ている。
　これまでに，実用化された深度１，０００mまでの地
下水調査を可能とする調査機器などを用いて，花
崗岩体中の地質構造や岩盤の透水性，並びに地下
水の水質などに関するデータが蓄積されている。
　これらの研究成果は深部地質環境の情報とし
て，サイクル機構が１９９９年１１月に国へ提出した地
層処分研究開発成果の第２次取りまとめに反映さ
れている。
　本稿では，前報2）に引き続き，新たに得られた成
果も含め，広域地下水流動研究の現状について報
告する。

２．広域地下水流動研究の概要

２．１　研究の目的

　広域地下水流動研究は，広域における地表から
地下深部までの地質・地質構造，地下水の流動特
性及び地球化学特性などを明らかにするために必
要な調査・解析，並びに調査・解析結果の妥当性
を評価するための技術の開発を目的としている。
ここでいう「広域」とは，地下深部を流れる地下
水流動系の涵養域から流出域までを包含する数
km四方以上の領域を指し，本研究では約１０km四
方の範囲を研究実施領域として設定している。

２．２　研究成果の反映先

　広域地下水流動研究の成果は，地層処分技術の
信頼性の確認や安全評価手法の確立を目標とする
地層処分研究開発に基盤的情報として反映され
る。また，広く地球科学の分野における学術的研
究の進歩にも貢献することが期待される。

２．３　研究の構成と進め方

　地下水の流動を把握するためには，地下水の流
動の場となる地形，地質・地質構造，地下水の水
頭分布などの情報が必要である。また，地下水の
流動経路を特定するためには，地下水の水質形成
や年代（滞留時間）などの情報が不可欠である。
一方，地下水の水質形成には，地下水の流動経路に
おける岩石の鉱物学的な性質が深く関与している。
このように，地形，地質・地質構造，地下水の水
理及び地球化学についての情報を統合してはじめ
て，研究対象とする地下水の流動や水質形成機構
を把握することができる。したがって，本研究は
地質学，水理・水文学，地下水の地球化学の各学
問分野での研究及び地質環境を包括的に理解する
ための「研究成果の統合化」から構成されている。
　一方，地質環境の調査技術の体系化に向けては，
地質環境の把握という命題に対して必要十分とさ
れる調査の質と量の判断基準を提示することも重
要な検討課題といえる。地質環境は，本来，不均
質性や異方性を有していることから，それらを評
価する際には，その推定に含まれる不確実性を評
価する必要がある。推定に含まれる不確実性は，
対象となる地質環境の不均質性や異方性の程度と
共に調査量と深く関係するものと考えられること
から，調査・解析プロセスを繰り返すことにより，
不確実性と調査量との関係を解明する方法を採る
ことが有効と考えられる。
　このような観点から，本研究では図１に示すよ
うに，「地質環境の概念の構築→計画立案→調査・
解析→評価」といった一連の調査・解析プロセス
を繰り返しながら，上記の課題の解決に向けた検
討を実施している。

３．広域地下水流動研究のこれまでの経緯

　広域地下水流動研究では，これまでの地質環境
の特性に関する研究を通して，地質環境の調査・
解析に関する要素技術の開発とその有効性・適用
性を確認するため，リモートセンシング調査，空
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中・地上物理探査，地表地質調査，表層水理調査，
試錐調査（深度５００m級試錐孔４孔，深度７００m級
試錐孔１孔，深度１，０００m級試錐孔８孔），地下水
長期観測を実施している。これらの調査により，
東濃鉱山及びその周辺域に分布する基盤花崗岩の
岩相変化や断層の分布・性状などの地質学的情報，
地下水涵養量，岩盤の透水性，間隙水圧分布，動
水勾配などの水理・水文学的情報，地下水の水質
分布や滞留時間・起源などの地球化学的情報が取
得されている。
　さらに，これらの調査研究を通して，地質環境
を調査するための方法論や個々の手法についての
技術的知見や経験が蓄積されている。

４．研究実施領域

４．１　研究実施領域の設定方法

　広域地下水流動研究のための研究実施領域を設
定するに当たっては，研究の主目的が地下深部の
地下水流動の把握であることから，研究対象とす
る地下水流動系の涵養域から流出域までを包含す
ること，また，研究効率の観点から，既往の研究
成果の活用と共に，他の研究プロジェクトへの研

究成果の反映を考慮した。
　岐阜県東濃地域は，図２に示すように北西系と
北東系の活断層によって格子状に区分され，断層
地塊のような地形概観を呈している。活断層に囲
まれた領域ごとにリニアメント解析を実施した結
果，各領域でリニアメントの卓越方向が異なって
いることが明らかになった（図３）。断層などの不
連続構造の方向は，広域的な応力状態を反映して
いると考えられることから，リニアメントが不連
続構造と対応していると仮定すれば，活断層に囲
まれた領域ごとに広域的な応力状態が異なる可能
性がある。そのため，花崗岩などの亀裂性岩盤の
透水性に深く関与すると共に地下水の主要な流動
経路となる断層の活動史や割れ目の形成史などを
検討する上で，これらの領域は一つの評価単位に
成りえるものと考えられる。
　東濃鉱山が位置する赤河断層，屏風山断層，笠
原断層，華立断層，白川断層に連続するリニアメ
ントに囲まれた領域（図３のＡ領域：約３０km四
方）は，この領域内を流れる飛騨川，木曽川，土
岐川などの主要河川の流下方向及び図２の地形断
面図から大略的に北東から南西方向に傾斜する一
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図２　岐阜県東濃地域の地形概要図１　広域地下水流動研究における調査・研究フロー
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つの傾斜面と考えることができる。したがって，
東濃鉱山の地下深部を流れる地下水流動系の範
囲，つまり涵養域から流出域までの範囲を推定す
るための地下水流動解析のモデル化領域として図
３のＡ領域を設定した。
　地下水流動解析を実施するに当たり，水理地質
構造モデルの構築には，地形情報として国土数値
情報の標高データ（５０mグリッド）を用い，地質
情報は既存の文献3）を参考にした。また，岩盤の透
水性についても文献調査の結果4）を基に設定した。
解析の結果，図４に示すように東濃鉱山の地下
１，０００m（標高‐７００m）付近を流れる地下水は，土
岐川と木曽川の分水界付近を涵養域とし，土岐川
付近に流出していることが推定された5）。
　この解析結果から，広域地下水流動研究の研究
実施領域として，推定された地下水流動系の範囲を
包含する約１０km四方の領域を設定した（図４）。

４．２　研究実施領域の地形・地質概要

（１）地形
　研究実施領域は，木曽川と土岐川に挟まれた丘
陵部に位置している。丘陵部の標高は２５０mから
３５０m程度であり，研究実施領域での最高標高は領
域北東部の標高約５００mである。一方，最低標高
は領域南縁の土岐川周辺で標高１５０m程度である。
領域の中央を土岐川の支流である日吉川が北東か

ら南西へ流下している。
（２）地質
　研究実施領域及びその周辺域の地質は，主に中
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図３　東濃地域のリニアメント判読図（a）及び活断層に囲まれた領域毎のリニアメント
のローズダイヤグラム（b）

（a） （b）

図４　地下水流動解析で推定された地下水流動系の
範囲とそれに基づき設定された広域地下水流
動研究の研究実施領域
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生代の基盤岩類とそれらを不整合に覆う新第三紀
の堆積岩類からなる（図５）。
　中生代の基盤岩類は，美濃帯に属する堆積岩類，
その上位の濃飛流紋岩，更にこれらを貫入してい
る土岐花崗岩からなる。
　新第三紀の堆積岩類は中新統の瑞浪層群（一部
に可児層群も含まれる）と鮮新統の瀬戸層群から
なり，上位の瀬戸層群は下位の瑞浪層群を不整合
に覆う。
　瑞浪層群は，海進に伴う非海成～海成の堆積岩
類で構成され，全体的に南方へ緩い傾斜を示す6）。
瑞浪層群は下位から土岐夾炭累層，明世累層，生
俵累層に区分され，各累層は各々不整合の関係に
ある。土岐夾炭累層は，炭質泥岩・亜炭を夾在す
る泥岩・砂岩からなり，基底には花崗岩質の礫岩
が認められる。明世累層は，凝灰質砂岩～泥岩か
らなり，凝灰岩の薄層を挟む。明世累層では，貝
類などの生痕が多数認められる。生俵累層は，無
層理のシルト岩～細粒凝灰質泥岩からなり，基底
部には礫岩，中～粗粒砂岩を伴う。瀬戸層群は研究
対象領域全体に渡って水平に分布し，下位より粘
土質の土岐口陶土層，礫質の土岐砂礫層からなる7）。

 

５．土岐花崗岩の地質学的特徴

５．１　土岐花崗岩体の規模

　土岐花崗岩は，研究実施領域に分布する基盤岩
類の大部分を占め，東西約１２km，南北約１４kmの
ほぼ円形の岩体を形成する8）。
　土岐花崗岩体は，図５に示すように岩体の西側
半分は美濃帯の堆積岩類と接しており，岩体の北
東側では濃飛流紋岩と接している。また，岩体の
南東側では領家帯の花崗岩類（澄川花崗岩）と接
している。
　土岐花崗岩の分布の確認に当たっては，ヘリコ
プターによる空中自然放射線探査が有効であっ
た。空中自然放射線探査で得られたγ線強度分布
図（図６）と既存地質図を比較した結果，１６００cps
以上の地域は地表に花崗岩が分布している地域と
一致している9）。このことから，空中自然放射線探
査は地表地質調査と組合せることにより，花崗岩
と他の地質との境界を広範囲に精度良く把握する
手法として有効であるといえる。

５．２　基盤不整合面深度分布

　研究実施領域のほぼ中央を北東から南西へ流れ
る日吉川流域の大部分では，土岐花崗岩は新第三
紀層に覆われている。新第三紀層と土岐花崗岩と
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図５　研究実施領域周辺の地質
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の不整合面付近は，透水性の高い基底礫岩層及び
花崗岩の風化部が存在するため，基盤不整合面深
度を把握することは水理地質構造を考える上で重
要である。
　広域地下水流動研究では，広範囲に基盤不整合
面深度分布を把握するため，地上電磁探査法を適
用した10）。
　図７は地上電磁探査の結果から推定された比抵
抗分布平面図である。標高２００mの比抵抗分布平面
図から明らかなように，瑞浪堆積盆から西方の東
濃鉱山，及び北方の白倉地区，細久手地区，宿洞
地区方面に向かって低比抵抗域の伸びが認められ
る。また，研究実施領域の北西部では美佐野地区
から津橋地区にかけても低比抵抗域が分布する。
試錐調査での電気検層結果から，８０～２００Ω･mの
比抵抗値を境として低比抵抗域が瀬戸層群や瑞浪
層群などの堆積岩類であり，高比抵抗域が花崗岩
をはじめとする基盤岩類に相当すると推定され
る。このことから，前述の低比抵抗域の分布は，
花崗岩上面の古河川系を示すチャンネル構造に堆
積した堆積岩類に対応するものと考えられる。図
８は基盤花崗岩と堆積岩類を区分する閾値を１００
Ω･mに設定した場合の基盤不整合面等高線図で
ある。推定された基盤不整合面の深度は試錐調査
結果と整合していることから，地上電磁探査が堆

積岩類と基盤花崗岩との不整合面深度分布を広範
囲に把握する上で有効な手法であることを確認す
ることができた。
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図６　空中自然放射線探査によるγ線強度分布図

図７　地上電磁探査による比抵抗分布平面図
（深度別）
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５．３　土岐花崗岩の岩相変化

　土岐花崗岩体の岩相（粒度・組織）は粗粒黒雲
母花崗岩，中粒黒雲母花崗岩，及び細粒黒雲母花
崗岩の三つの岩相に分類される。これらの岩相の

分布域は，細粒～中粒黒雲母花崗岩が岩体中央部
（瑞浪市日吉地区～土岐市定林寺地区）に分布し，
その外側には粗粒黒雲母花崗岩が分布する。また，
これらの岩相変化は水平方向のみならず，深度方
向にも粒度・組織の異なる花崗岩が繰り返し分布
している。なお，研究実施領域南部の土岐川北岸
域には鉱物学的に異なる優白質花崗岩が黒雲母花
崗岩に貫入している。

５．４　土岐花崗岩の物性

　土岐花崗岩の物理学特性，力学特性，熱特性を
明らかにするため，試錐調査（図９）で取得され
た岩芯試料を用いた室内試験及び試錐孔を利用し
た物理検層を実施した。
　室内試験では，３孔の試錐孔（DH‐6～8号孔）
から採取された岩芯試料を用いて，土岐花崗岩の
物理学特性として見掛け比重，有効空隙率，含水
比，弾性波速度（Ｐ波），力学特性として弾性係
数，一軸圧縮強度，圧裂引張強度，粘着力，内部
摩擦角，熱特性として熱伝導率，比熱が測定され
た。一方，１０孔の試錐孔（DH‐2～DH‐11号孔）で
実施された物理検層により，土岐花崗岩の物理学
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図８　地上電磁探査結果から推定された基盤不整合
面等高線図

図９　広域地下水流動研究における試錐孔位置図
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特性として弾性波速度（P波），電気比抵抗，密度，
孔隙率が測定された。なお，地温勾配は１１孔の試
錐孔（DH‐1～DH‐11号孔）で測定された。
　室内試験及び物理検層で測定された土岐花崗岩
の物性を表１に示す。

５．５　花崗岩中の割れ目分布特性

　土岐花崗岩体に発達する割れ目の分布特性を把
握するため，花崗岩の露頭を対象に割れ目調査を
実施した。調査の結果，土岐花崗岩体の全体的な
傾向として，北北西方向と北東方向の割れ目が卓
越していることが明らかになった。一方，岩脈に
ついては，規模の大きなものとして石英斑岩の岩
脈があり，土岐川北岸には幅数十m規模でほぼ垂
直の石英斑岩脈が確認されている。これらの石英
斑岩脈の走向は，南北～北北西方向に集中してい
る。また，小規模な岩脈としては，岩体縁辺部で
北北西方向の石英脈（幅１０cm以下）が発達して
いる箇所が見られた。
　このように岩脈の方向は南北～北北西方向に集
中していることから，この方向の割れ目は開口割

れ目（伸張割れ目）である可能性がある。ただし，
同方向の割れ目でも剪断割れ目と見なせるものも
あり，成因の異なる割れ目群が混在している。
　深度方向での割れ目の分布特性を把握するた
め，試錐調査においてボアホールテレビ計測を実
施した。その結果，１０孔の試錐孔（DH‐2～11号孔）
で実施したボアホールテレビ計測から求められた
花崗岩中の割れ目密度は，１．１本/m～６．６本/mで
あり，平均値は２．８本/mであった。
　割れ目の主な卓越方向は，隣接する試錐孔間で
も異なる方向を示すことから，岩盤中の割れ目の
方向は局所的な地質構造などに規制されていると
考えられる。また，岩相別では優白質花崗岩が黒
雲母花崗岩に比べ割れ目が多い傾向が見られる。
　割れ目の傾斜に関しては，花崗岩上部では低角
度の割れ目が発達しており，深度の増加に伴い高
角度の割れ目が卓越する傾向が見られる。この花
崗岩上部の割れ目帯は一部で開口性の割れ目を伴
い，健岩部に比べ透水係数が数桁大きい高透水性
ゾーンをなしている。このような花崗岩上部にお
ける低角度の割れ目の発生は，広域的に三軸拘束
の一方向の応力解放が急激に起こったための現象
であり，多くの場合，急速な侵食作用による上載
荷重の解除などによるものと考えられる。この現
象は広域的に発生している可能性があり，花崗岩
表面に平行し，ある深度で広がりのある水みちを
形成していると予想されることから，水理地質構
造として重要な要素と考えられる。

５．６　花崗岩中の断層破砕帯の特徴

　花崗岩中の断層破砕帯の性状については，試錐
孔（DH‐1～4号孔）の岩芯を用いた観察が行われ
ている11）。観察の結果，断層破砕帯は断層粘土を
挟んでおり，破砕帯中の割れ目に沿って表層水の
浸透を示唆する酸化鉄や粘土鉱物などの変質鉱物
が見られる。また，断層の上盤側と下盤側で変質
鉱物が異なっている場合があり，断層粘土を境に
酸化還元状態が異なっていることが予想される。
　これらのことから，断層破砕帯は断層面に沿う
方向では地下水の流動経路を成しているが，断層
面に直交する方向では遮水壁的な役割を果たして
いると推測される。
　断層破砕帯の特徴に関しては，今後，断層調査
法の構築の一環として，より詳細な調査研究を実
施する予定である。
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表１　土岐花崗岩の物性

平均値測定値の範囲測定方法物性項目

物理学特性

２．６２８２．６２４～２．６３１室内試験＊1見掛け比重

０．９３０％０．７７１～１．０８２％室内試験＊1有効空隙率

０．２１７０．１８８～０．２４３室内試験＊1含水比

４．３９１km/sec４．３１０～４．４４８km/sec室内試験＊1弾性波速度（P波）

４．６km/sec４．０～５．１km/sec物理検層＊2弾性波速度（P波）

２２６２．９Ω･m５７２．３～４２８６．２Ω･m物理検層＊2電気比抵抗

２．５g/cm3２．４～２．６g/cm3物理検層＊2密度

５．９％１．１～１３．１％物理検層＊2孔隙率

力学特性

５４．４１GPa５２．０８～５６．６１GPa室内試験＊1弾性係数

１６０．１MPa１４６．３～１８１．８MPa室内試験＊1一軸圧縮強度

０．２９００．２７０～０．３１１室内試験＊1ポアソン比

７．２８８MPa７．０４３～７．７５０MPa室内試験＊1圧裂引張強度

１７．７９MPa１７．３４～１８．０６MPa室内試験＊1粘着力

５７．１６°５６．０３～５９．１０°室内試験＊1内部摩擦角

熱特性

２．０℃/１００m１．２～３．３℃/１００m物理検層＊3地温勾配

３．０９W/m･K２．９６～３．１６W/m･K室内試験＊1熱伝導率

０．８３０kJ/kg･K０．７３２～０．８９８kJ/kg･K室内試験＊1比熱

＊１：３孔の試錐孔（DH‐6～8号孔）から採取された岩芯試
料を用いて測定。

＊２：１０孔の試錐孔（DH‐2～11号孔）で実施した物理検層結
果。測定値は各孔の測定区間全体の平均値。

＊３：１１孔の試錐孔（DH‐１～１１号孔）で実施した物理検層結
果。測定値は各孔の平均地温勾配。
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６．地下水流動特性

６．１　地下水涵養量

　地下水の主要な起源である雨水が表層から地下
へ浸透する量（地下水涵養量）とそのメカニズム
を解明するため，サンプル流域を設定して水収支
観測を実施している。これらの情報は地下水流動
解析での上部境界条件を設定する上で重要な情報
となる。
　これまでに，東濃鉱山及び正馬川流域において
河川流量計及び気象観測装置などから構成される
表層水理定数観測システムを設置し，新第三紀堆
積岩類（瑞浪層群）を未固結砂礫層（瀬戸層群）
が覆う地質条件での観測を１０年余り継続してき
た。また，１９９９年度からは花崗岩分布域での観測
を開始している。
　正馬川流域での１９９０年度～１９９８年度の９年間の
観測の結果，地下水涵養量として平均１９８mm/年
（降水量の１３％）の値が得られている12）。

６．２　自由地下水面の分布

　自由地下水面に関する情報は，地下水流動の飽
和解析ではモデルの上部境界の設定に，また，飽
和・不飽和解析では解析結果の検証や非定常解析
での初期条件の設定にとって極めて重要である。
広域地下水流動研究では，研究実施領域内の自由
地下水面の分布を推定するため，本研究の一環と
して掘削した浅層試錐孔及び自治体などの外部機
関の試錐データに基づき，自由地下水面の等高線
図（図１０）を作成した13）。この図から明らかなよ
うに，自由地下水面は地形と調和しており，流域
ごとに局地流動系と呼ばれる小規模な地下水流動
系を形成していると考えられる。

６．３　岩盤の透水性

（１）表層部の透水性
　浅層試錐孔で実施された揚水試験結果を基に，
各地質の表層部における透水係数を取りまとめ
た。その結果，瀬戸層群（未固結砂礫層）では１．３１
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図１０　研究実施領域における自由地下水面等高線図
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×１０－8～３．７３×１０－5m/sec，平均５．２５×１０－6m/sec，
瑞浪層群の堆積岩類では３．４６×１０－8～３．２２×
１０－5m/sec，平均４．０６×１０－6m/sec，花崗岩では
５．１１×１０－8～１．０９×１０－5m/sec，平均５．５４×１０－6m 
/secの透水係数が得られている13）。
（２）深部岩盤（土岐花崗岩）の透水性
　９孔の試錐孔（DH‐1～9号孔）で実施された合
計１０５点の水理試験の結果から土岐花崗岩の透水
係数を取りまとめた。その結果，１０－12m/secオー
ダーから１０－4m/secオーダーまでの透水係数が得

られた。図１１に示すように，透水係数の分布は対
数正規分布に近く，透水係数の最頻値は
１０－8m/secオーダー，対数平均は‐８．３，対数標準
偏差は１．７である14）。

６．４　地下水流動解析

　研究実施領域における地下水流動を推定する最
初の試みとして，境界条件の設定方法及び水理地
質構造モデルでの地質区分の考え方を検討するた
めの地下水流動解析を実施した14）。
（１）地下水流動解析のモデル化領域
　本解析におけるモデル化領域は，東濃鉱山付近
の地下１，０００m（標高‐７００m）付近を流れる地下水
流動系の涵養域から流出域までを含む領域であ
る。具体的には，モデル化領域の北側境界を土岐
川水系と可児川水系（木曽川の支流）との分水界
をなす尾根とし，南側境界を流出域と考えられる
土岐川付近とした南北約１０km，東西約１０kmの範
囲である（図１２）。また，モデルの深度方向は，下
部境界条件の解析結果への影響を考慮して，地表
から標高‐３，０００mまでの範囲とした。
（２）使用データ
　解析用のデータとしては，既存文献及び１９９９年
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図１２　地下水流動解析におけるモデル化領域

図１１　土岐花崗岩の透水係数分布
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度初頭までに取得された広域地下水流動研究の成
果を用いた。また，検証データとして，超深地層
研究所計画で得られた試錐データも利用した。
（３）地質構造モデルの構築
１）地質構造要素の選定
　地質構造モデルで表現すべき地質構造要素の選
定に当たっては，地下水流動に大きな影響を与え
ると考えられる地質構造要素を整理し，次に地質
構造要素ごとに三次元的な分布や透水係数などの
物性値に関する情報の有無を確認した。その結果，
地形は国土地理院発行の５０mグリッドの国土数値
情報を用い，地質は未固結砂礫層（瀬戸層群），新
第三紀層（瑞浪層群：生俵累層，明世累層，土岐
夾炭累層）及び花崗岩（土岐花崗岩の健岩部，風
化部）に区分して表現することとした。また，断
層については，三次元的な分布及び透水係数など
の物性値に関する情報が取得されている月吉断層
をモデルに表現する地質構造要素として選定した。
２）モデル化
　地質構造モデルの構築及び三次元の可視化には
EarthVisionを用いた。EarthVisionは，海外の地層
処分研究開発プロジェクトで実績のある空間分布
データのモデル化・可視化ソフトウェアである。
モデル化に当たり，地形，地質境界及び断層の形
状（曲面）の推定にはミニマム・テンション理論15）

を用いた。
（４）水理地質構造モデルの構築
　水理地質構造モデルの構築に当たっては，地質
構造要素への物性値の設定，上部境界条件となる
自由地下水面の設定及び境界条件の設定の順で実
施した。
１）地質構造要素の物性値の設定
　各地質構造要素に与える物性値（透水係数）は，同
一岩相の分布域，断層内において均質と仮定して，

各岩相及び断層における原位置透水試験結果など
を基に設定した（表２）。なお，新第三紀層である瑞
浪層群については，水理地質構造モデルにおける
地質区分の検討のため，各累層を一つの層に統合
した場合と累層ごとに分割した場合を想定した。
２）自由地下水面の構築
　本解析では，各試錐孔位置の自由地下水面標高
と地表面標高との関係を用いて，モデル化領域内
の自由地下水面を式１により線形に近似し，設定
した。
自由地下水面標高（m）＝０．８０４×H（地形標高（m））
＋１．２２×１０－3×X（東西方向の座標）＋２２．２

（式１）
３）境界条件の設定
　上部境界条件は，本解析が飽和解析であるため，
固定水頭境界（自由地下水面）とし，上部境界面
は，湧水を考慮して水の流入出を認める自由浸出
面とした。また，下部境界条件は，地下水の流入
出がない不透水境界とした。
　側方境界条件は，約３０km四方の領域を対象に
実施した地下水流動解析結果5）に基づき，すべての
側方境界を不透水境界とする場合と東西の側方境
界のみ透水境界に設定する場合の２ケースを設定
した。その理由は，前述の地下水流動解析におい
て，本解析のモデル化領域内での地下水流動の主
要な方向が南北方向であること，また，東西方向
の地下水流動もわずかながら認められること等か
らである。
４）モデル化
　図１３に構築した水理地質構造モデルを示す。モ
デルの総節点数は４９，０９３である。なお，本解析で
は，設定した自由地下水面が未固結砂礫層（瀬戸
層群）の基底よりも低いため，水理地質構造モデ

研
究
報
告

図１３　水理地質構造モデル

表２　各地質構造要素の物性値

透水係数
k(m/sec)

地質構造要素

１×１０－7瀬戸層群（鮮新統：未固結砂礫層）

５×１０－9瑞浪層群（中新統：一つの層に統合した場合）

１×１０－9瑞浪層群（生俵累層：シルト岩・泥岩が主体）

１×１０－8瑞浪層群（明世累層：砂岩・泥岩・凝灰岩互層）

５×１０－9瑞浪層群（土岐夾炭累層：礫岩・砂岩・泥岩互層）

１×１０－7土岐花崗岩（風化部）

１×１０－9土岐花崗岩（健岩部）

１×１０－10月吉断層
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ルには未固結砂礫層を表現しなかった。
（５）地下水流動解析
　本解析では解析コードとして有限差分法による
三次元飽和浸透流解析コードFrac‐Affinityを用い
た。Frac‐Affinityは，結晶質岩などの亀裂性岩盤
における地下水流動の解析を目的にサイクル機構
が開発した解析コードであり，多孔質媒体と亀裂
性媒体をハイブリッドモデルとして同時に取り扱
うことができる。なお，本解析は広域を対象とし
ているため，岩盤をハイブリッドモデルではなく，
連続体モデルとして取り扱った。
１）解析ケース
　本解析では境界条件の設定方法及びモデル化に

おける地質区分の考え方を検討するため，表３に
示す４ケースの解析を実施した。
２）解析結果
　図１４及び図１５に各解析ケースにおける全水頭分
布断面（東西断面，南北断面）を示す。地下水は，
各南北断面より，涵養域である北側（尾根部）か
ら流出域である南側（土岐川）へ流れていること
が分かる。一方，各東西断面より，南側は北側と
比較して東西方向の流れが生じていないことが分
かる。全般的に地形（地下水面）の起伏の影響を
顕著に受けており，局所的な地下水流動系が発生
している。図１６から明らかなように，流出点は地
形の影響を受けており，標高が低い谷部に生じて
いる。境界条件の設定方法の違いによる解析結果
の差異はモデル化領域の西側で顕著であり，併用
ケース（ケース３，４：東側・西側境界が透水境
界）では，東側から西側への流れが発生するため，
標高の低い西側で流出点が増える傾向を示してい
る。また，新第三紀層の分割方法による解析結果
の差異としては，ケース３とケース４の間で，座
標（６，０００，‐６９，０００）付近の流出点の分布範囲に

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

研
究
報
告

図１４　地下水流動解析結果（全水頭分布：ケース１・２）

表３　各解析ケースにおける境界条件と地層区分の方法

瑞浪層群の分割側方境界条件解析ケース

累層毎に分割不透水境界ケース１

一つの層に統合不透水境界ケース２

累層毎に分割
併用（南北側面：不透水境界，

東西側面：透水境界）
ケース３

一つの層に統合
併用（南北側面：不透水境界，

東西側面：透水境界）
ケース４

図１５　地下水流動解析結果（全水頭分布：ケース３・４）
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違いがみられた。一方，水頭分布に関しては，顕
著な違いは認められなかった。
３）試錐孔の各深度における全水頭との比較
　解析結果の妥当性を検討するため，試錐孔で測
定された全水頭の分布と解析値を比較した。比較
に用いた試錐孔はDH‐5，7，9号孔及びMIU‐1，
2号孔の５孔である。
　図１７に示すように，全水頭分布に関しては，
MIU‐2号孔での標高‐７００m以深とDH‐7号孔での
標高‐１００～‐２００mの間を除き，実測の全水頭分布
は，ほぼ静水圧分布を示しており，その傾向は解
析により表現されていると見なされる。一方，全
水頭の絶対値については，DH‐7号孔とDH‐9号孔
の解析値は，ほぼ実測値と一致している。また，
MIU‐1号孔とMIU‐2号孔の解析値も自由地下水
面設定時における誤差の標準偏差の２倍の範囲に
収まっている。ただし，DH‐5号孔については，

解析値と実測値との差が前述の誤差の範囲を超え
ている。その原因としては，DH‐5号孔の標高‐６５m
（深度３７６m）以深で見掛けの破砕帯幅が約１００mの
断層が確認されていることから，断層を境に自由
地下水面の高さが異なっていることが考えられ
る。これについては，断層の遮水壁的な役割を確
認するため，断層以深での間隙水圧測定を行う必
要がある。
４）境界条件及び地質区分の違いによる解析結果
への影響

　境界条件に関しては，２ケースの側方境界を設
定し解析を実施した。解析結果の違いはモデル境
界の近傍のみに現れ，全体の地下水の流動傾向に
は顕著な影響は認められなかった。広域スケール
での地下水流動解析の場合，解析に利用できる調
査データの量・密度が低いため，適切な境界条件
をモデルに与えることは難しい。そのため，今回
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図１６　地下水流動解析結果（地下水流出点）
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の解析結果から明らかなように，広域スケールで
の地下水流動解析では，着目する地下水流動系の
範囲に対して十分余裕をもったモデル化領域を設
定することが境界条件による影響を回避する意味
でも有効と考えられる。
　一方，新第三紀層（瑞浪層群）の分割方法を変
えた解析では，設定した透水係数の差（５×１０－9

～１×１０－8m/sec）が小さかったため，水頭分布
に明瞭な違いは認められなかった。ただし，地下
水のフラックスや滞留時間に対しては影響がある
と考えられるため，引き続き検討が必要である。

７．地下水の地球化学特性

７．１　雨水・地表水の地球化学特性

　地下水の水質形成機構及び滞留時間・起源を把
握する際の初期条件を設定する上で必要な雨水・
地表水の水質及びその変動を把握するため，表層
水理定数観測地点（正馬川，柄石川）において雨水・
河川水の採取並びに各種の分析を行った16）。調査
期間は１９９９年８月から２０００年３月までの約半年間
である。この期間に雨水の採水・分析を１０回，河

川水の採水・分析を１２回実施した。分析結果から，
調査地点の雨水・河川水の地球化学特性に関して
以下の知見が得られた。
（１）雨水の地球化学特性
　雨水のpHの平均値は５．５６と全国平均値である
４．７17）と比べやや高い値を示す。また，溶存成分に
ついては，K＋，NO3－が全国平均と同等な値を示す
のに対し，他の成分については全国平均の１/２～１
/６の値を示す。地下水の滞留時間を評価する上で
の初期条件となる雨水中のトリチウム（3H）濃度
は平均で2.9TUである。雨水の水質及びトリチウ
ム濃度には顕著な季節変動は認められなかった。
（２）河川水の地球化学特性
　正馬川と柄石川の溶存成分の量を比較すると，
ほとんどの溶存成分で柄石川の値は正馬川の値の
半分以下を示す。この原因としては対象流域にお
ける表層地質の違い（正馬川：堆積岩分布域，柄石
川：花崗岩分布域）等が考えられる。
　河川水のトリチウム濃度は，正馬川と柄石川で
異なり，正馬川では平均で4.2TU，柄石川では平均
で3.7Uである。河川水の水質及びトリチウム濃度
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図１７　試錐孔における全水頭分布（実測値と解析結果の比較）
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には顕著な季節変動は認められなかった。

７．２　地下水の地球化学特性

　これまでに実施した地下水の地球化学的調査の
結果から，土岐花崗岩における地下水の地球化学
特性の分布及び水質形成機構は以下のように考え
ることができる。
（１）地下水の起源・滞留時間
　土岐花崗岩中の地下水の起源は，酸素・水素の
安定同位体比から降水起源であることが確認され
ている。また，最大で深度３００m付近まで割れ目
表面に表層水が浸透した結果を示す褐鉄鉱の沈殿
が観察されている。一方，深度１，０００m付近の地
下水は，14Cによる年代測定法を用いて１万数千年
程度の滞留時間が推定されている18）。
（２）地下水の水質
　深度３００m以浅の地下水はNa‐Ca‐HCO3型で，中
性（pH７）かつ酸化性（Eh＞０mV）の地下水で
ある。これに対して，深度３００m以深の地下水は
Na‐HCO3型で，弱アルカリ性（pH９）かつ還元

性（Eh＜‐３００mV）の地下水であることが明らか
になっている。したがって，酸化還元境界は，深
度約３００m付近にあると考えられる。このことは，
Fe3＋/Fe2＋量比からも裏付けられている19）。
（３）地下水の水質形成機構
　浅部のNa‐Ca‐HCO3型の地下水から深部のNa‐
HCO3型の地下水への変化に寄与する主要な水－
岩石反応として，方解石の溶解反応と地下水－粘
土鉱物間のイオン交換反応が考えられる20）。
　また，地下水のpHの上昇は長石類の溶解が主な
原因であり，一方，地下水の酸化還元電位を支配
する主な反応は，鉄，イオウを含む鉱物（黒雲母
や黄鉄鉱など）の溶解反応である可能性が高い19）。
　図１８に土岐花崗岩における深部地下水の水質形
成機構の概念を示す。
　実測データに基づくこれらの知見は，局所的な
表層水の浸透を考慮しても，地下数百m以深では
還元状態が保たれていることを示している。
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図１８　土岐花崗岩における深部地下水の水質形成機構の概念
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８．まとめ

　広域地下水流動研究では，これまでの調査研究
から，研究実施領域内の地質環境について以下の
情報が得られている。
（１）地質・地質構造
　地質・地質構造に関しては、土岐花崗岩体の規
模や岩相変化，花崗岩中の割れ目の分布特性，土
岐花崗岩の物性値，並びに新第三紀層と花崗岩と
の不整合面深度や断層及びリニアメントの分布に
関する情報が得られている。
（２）地下水の流動特性
地下水の流動特性に関しては，地下水涵養量，自
由地下水面の分布，土岐花崗岩の透水係数分布な
どが把握されている。また，花崗岩上部の低角度
割れ目の卓越部分が広域的な地下水流動を考える
上で重要な水理地質構造であることが明らかにな
っている。
（３）地下水の地球化学特性
　地下水の地球化学特性に関しては，地下水の水
質形成機構や滞留時間・起源の初期条件となる雨
水及び河川水の水質やトリチウム濃度が把握され
ている。また，試錐調査で得られた花崗岩中の地
下水の水質分布から，水質形成機構の概念が構築
されたと共に，深度数百m以深では還元状態が保
たれていることが明らかになっている。

９．おわりに

　広域地下水流動研究の今後の進め方としては，
２００４年度頃に検討されている研究成果の取りまと
めに向け，研究成果の反映先における技術的ニー
ズ等を勘案して研究課題を整理し，必要性や緊急
性の高い研究課題を中心に取り組む予定である。
具体的には，調査技術の体系化の一環として，断
層破砕帯の分布・性状及び各種特性の把握を目的
とした一連の調査手法を構築するための調査研究
を実施していく。また，現象の理解という観点で
は，流出域における地下水流動の挙動や地下水利
用による地下水流動及び水質への影響も重要であ
ることから，これらの現象に焦点を当てた調査解
析を実施する予定である。さらに，地下水流動系
の範囲の把握や広域スケールの領域内で実施され
る小スケールの解析のモデル化領域や境界条件の
設定方法，並びに地下水の水質や滞留時間などの
情報による解析結果の評価方法の構築なども，地
質環境のモデリング技術・評価手法の高度化の一

環として取り組む考えである。
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資料番号：１２－１１

Pyrophoric metal dust (Zircaloy Fines) is generated in the hull and fuel structure compaction process in the 
reprocessing plant. This dust has the potentiality to catch fire or explode. This report describes the experimental results 
which characterize the pyrophoric properties of this dust. This report has been written concerning the ignited and 
exploded conditions of this dust. Measured values are the Minimum Ignition Energy, the Limiting Oxygen 
Concentration for Dust Explosion, the Minimum Ignition Temperature, the Maximum Explosion Pressure and the Kst 
value. The Hartmann test equipment, the explosion test equipment of a 30‐L sphere vessel and Godbert-Greenwald test 
equipment have been used.

キーワード

圧縮処理，ジルカロイファイン，粉じん層，粉じん雲，最低発着火温度，最小着火エネルギ，爆発限界酸素濃度，

最大爆発圧力，最大爆発圧力上昇速度，Kst値
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再処理施設で発生するハル（使用済み燃料被覆管せん断片）等廃棄物の圧縮減容処理に伴って圧縮時に発生する

金属粉じん（ジルカロイファイン）は非常に酸化しやすく，火災・爆発が考えられることから，圧縮処理技術開

発の一環としてジルカロイファインの粉じん火災・爆発に関する試験を行った。本レポートは，模擬ジルカロイ

ファインを用い，Hartmann試験装置，30Ｌ球形爆発試験装置，Godbert‐greenwald試験装置にて，最小着

火エネルギ，爆発限界酸素濃度，最低発火温度，最大爆発圧力，爆発の激しさを示す指標であるKst値の測定結果

を報告する。
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１．　はじめに

　再処理施設から発生する固体廃棄物の“使用済
み燃料被覆管せん断片（ハル）及び燃料集合体端
末部（以下，合せたものをハル等廃棄物）”は，欧
州においては圧縮処理する方向に向かっている。
フランスにおいては高圧縮処理（一軸圧縮）する
計画であり，イギリスでは薄層圧縮（板状に押潰
す）しセメント固化処理する計画である1）。
　サイクル機構においても貯蔵効率，処理技術の
進捗状況，海外の処理方針の動向等を考慮し，１９９８
年まで高圧縮処理する計画を進めてきた。当機構
では，この高圧縮処理技術を確立するため，いく
つかの実証試験を実施してきた。
　“使用済み燃料被覆管せん断片（ハル）等の高圧
縮試験（�）” 2）では，高圧縮処理による圧縮力と減
容比の関係や圧縮固化体内部の空洞状況及び，圧
縮処理によりハル破砕粉が発生することを報告し
た。燃料被覆管は原子炉内で水素やヨウ素の吸蔵
や中性子照射等により脆化しており3），ハル破砕粉
が発生しやすいうえ，９８wt％程度が非常に活性な
金属のジルコニウムであるため，ハル破砕粉が発
生することは，粉じん爆発などを起こす可能性が
ある。
　以上より，圧縮処理法の安全性をより高めるた
めハル破砕粉（以下ジルカロイファイン）の爆発
及び着・発火特性を評価する試験を実施した。本
報告は，これらの試験結果をまとめたものである。

２．　試験方法・結果及び考察

　本試験では，模擬ジルカロイファインの粉じん
雲状態（粉じんが大気中に分散した状態）の爆発
特性と発火特性について測定を行った。
　それぞれの試験項目とその関係を図１に示す。
模擬ジルカロイファインの爆発特性については，
最大圧力（MPa），最大圧力上昇速度（MPa/s），
爆発限界酸素濃度（vol％），Kst値（Pa･m/s爆発の
激しさを示す値）の測定を行った。模擬ジルカロ
イファインの発火特性については，最低発火温度
（℃）の測定を行った。

２．１　被試験体（模擬ジルカロイファイン）の製作

　模擬ジルカロイファインを製作するに当たり，
動力炉・核燃料開発事業団（現サイクル機構）で
実施した使用済み燃料被覆管の圧縮処理試験4）に
よって得られたジルカロイファインの粒径と粒子

形状を参考にした。また，本試験では，模擬ジル
カロイファイン自体の特性を測定するため，被試
験体は全て金属状態とした。
　本試験で用いた模擬試験体（模擬ジルカロイフ
ァイン）は以下の方法で製作した。
�　未使用の燃料被覆材（ジルカロイ[Zry‐2]）を
高温高圧環境の水素雰囲気の炉に置き水素を極
力多く吸蔵させることで脆化させる。

�　脆化した燃料被覆管を力量３００tの油圧プレス
機にて圧縮し，圧壊する。

�　圧縮破壊したときに発生した破片を回収する。
�　この破片を高温低圧の環境にし，脱水素処理
する。

�　この試料を篩で分粒し，平均が５０μmになる
よう混ぜ合わせる。

�　この試料の一部をサンプリングし，水素吸蔵
量が５０ppm以下であることを確認する（燃料被
覆管に吸蔵される水素量は１００ppm程度5）であ
り，ジルコニウムが水素と結合することで着火
エネルギが高くなるため，極力水素吸蔵量を抑
える）。
　この模擬ジルカロイファインの粒径分布及び粒
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図１　試験の全体概要
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子状態を図２と写真１に示す。図２において，本
試験のジルカロイファインは，文献値より細かく
製作されている。粉じんの粒径が細かくなると，
比表面積が大きくなり，粉じんの発火エネルギや
発火温度が上昇する。本試験では，ジルカロイフ
ァインを過小評価しないため，より細かい粒径の
粉じんで試験することとした。また，Zry‐２の組
成を表１に示す。

２．２　粉じん雲の爆発特性試験

（１）目的
　ハルの処理工程の設計では，万が一に備えた爆

発の影響による被害を最小限に抑える構造にする
ため，最大爆発圧力などの特性データが必要となる。
　本試験は，模擬ジルカロイファインの爆発特性
（最大圧力，最大圧力上昇速度，爆発限界酸素濃度，
Kst値）を測定することを目的とした。
（２）装置・手順
　模擬ジルカロイファインの爆発特性を測定する
ために，図３に示したハルトマン試験装置と，図
４に示した３０Ｌ球形爆発試験装置を使用した。ハ
ルトマン試験装置は，キュナー製MIKE3.2であり，
国際電気標準会議（IEC）1241‐2‐1Aに準拠してい
る。このハルトマン試験はデータが豊富であり，
他の材質との比較が行いやすい。また，３０L球形
爆発試験装置は，爆発させる容器が大きいため現
実に則した圧力や圧力上昇速度が得られる。
ハルトマン試験装置及び３０Ｌ球形爆発試験装置の
双方とも，粉じん雲を爆発させるための容器部分
（１），粉じん雲を形成させるために空気を送込むた
めの空気溜（２）からなり，３０Ｌ球形爆発試験装置
には圧力を測定するための測定部分（３）を取付け
た。３０Ｌ球形爆発試験装置は爆発する容器の容量
が大きいため，実際の爆発状況により近いデータ
の取得が可能である。
　ハルトマン試験装置による測定手順は，以下の
とおりである6）。
�　図３に示した爆発筒（ガラス製）（１）の底部分
に被試験体を所定量入れる。
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写真１　ジルカロイファインの粒子

表１　ジルカロイ‐２，４のジルコニウム以外の主
な成分組成5）

ジルカロイ‐４ジルカロイ‐２

１．５０wt%１．５０wt%Sn

０．１５wt%０．１２wt%Fe

－０．０５wt%Ni

０．１０wt%０．１０wt%Cr

図２　ジルカロイファインの粒径分布

図３　ハルトマン粉じん爆発試験装置
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�　爆発筒（１）内部雰囲気の酸素濃度を調整して
上部をろ紙で閉止する。

�　電磁弁�を開き，空気溜（２）から爆発筒底部を
通してゲージ圧約０．０８MPa（０．８kgf/cm2G）の
空気を送り込み，粉じん雲を形成させる。

�　電源のスイッチを入れ爆発筒中央の電極�に
電気スパークを発生させて着火する。

�　爆発筒�内の着火状況を目視により観察す
る。爆発の判定は，ろ紙が破れることで判定す
る。

�　この操作を１条件当たり５回繰返す。
　粉じん濃度（模擬ジルカロイファイン量より算
出），酸素濃度，着火エネルギ（電気スパークエネ
ルギ）の条件を変え，爆発限界粉じん濃度，爆発
限界酸素濃度，最小着火エネルギを測定した。ハ
ルトマン試験装置での試験条件を表２に示す。
３０L球形爆発試験装置での測定手順は，以下のと
おりである。
�　図４に示したステンレス製の３０L容器（１）の
底部分に被試験体を所定量入れる。

�　３０L容器（１）の上部を被せ閉止する。
�　３０L容器（１）内雰囲気を負圧にして酸素量を
調整する。

�　電磁弁を解放し，空気溜（５）から３０L容器（１）
底部を通して０．９８MPaG（１０kg/cm2G）の空気
を送り込み，３０L容器（１）内に粉じん雲を形成さ
せる。

�　粉じんが３０L容器内で充分に分散する１２０msec
後，３０L容器（１）中央の着火装置（エネルギ７．５kJ
の火薬）（６）に点火し粉じんに着火する。
　粉じん濃度（模擬ジルカロイファイン量），酸素
濃度の試験条件を変え，容器内の圧力変化を測定
した。この測定値を基に，爆発限界粉じん濃度，
爆発限界酸素濃度，最大爆発圧力，最大爆発上昇
速度，Kst値を求めた。
　Kst値は以下の式により求められる。

　Kst＝（dP/dt） max×V3

（P：圧力，t：時間，V：爆発容器容量） 7）

　３０Ｌ球形爆発試験装置での試験条件を，表３に
示す。

（３）結果及び考察
１）ハルトマン試験
　ハルトマン試験装置での結果を図５と表４－１
～３に示す。
�　粉じん濃度下限界値
　表４－１の結果より，粉じん濃度下限界値は
１００g/m3となるが，一般的にハルトマン試験装置
のような粉じんを吹上げる方式は，粉じんを自然
落下する方式と比較すると，粉じんが均一に分散
できないために濃度下限値が数値上高くなる。こ
れは，ハルトマン試験装置を使用した試験は，そ
のほとんどが爆発容器下部に粉じんが残り計算
上，粉じん濃度の値が高くなる。本試験も同様に
爆発容器下部に吹き上げられなかった粉じんが観
察されたため，同様の傾向を示していると考えら
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図４　３０Ｌ球形爆発試験装置

表２　ハルトマン試験の試験条件

条　　　　件項　　目

大気中（約２１）～４．１vol%酸 素 濃 度

１００～３，０００g/m3粉 じ ん 濃 度

２５～０．８mJ着 火 エ ネ ル ギ

５回試 験 繰 返 数

１２０msec着 火 遅 れ 時 間

表３　３０Ｌ球形爆発試験の試験条件

６～２vol%酸素濃度

２５０～２，０００g/m3粉 じ ん 濃 度

７．５kJ着 火 エ ネ ル ギ

１２０msec着 火 遅 れ 時 間
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れる。以上から，理想的に粉じんが分散すると数
十g/m3になると推測される。ハルトマン試験装置
の結果からジルカロイの金属粉じん濃度下限界値
が１００g/m3程度となったが，この粉じんが理想的
に大気中に分散した場合，数十g/m3であり，マグ
ネシウム（平均粒径２９μm）やアルミニウム（平
均粒径２８μm）　などの爆発下限界濃度３０g/m3 7）

程度にオーダが近い値である。このことから，ジ
ルカロイファインは粉じん爆発の危険を有した粉
じんであることが分かる。
�　爆発限界酸素濃度
　表４－２に酸素濃度を変化させた結果を示す。
このときの着火下限界となった酸素濃度と粉じん
濃度をプロットしたものが図５である。徐々に酸
素濃度条件を薄くした場合，４．１vol％以下では粉
じん濃度を増やしても着火しない。５図の破線よ
り右側の部分が模擬ジルカロイファインの不爆領
域となる。この結果は４．１vol％より低い酸素濃度
の環境で模擬ジルカロイファインを取扱えば粉じ
ん爆発が起きないことを示している。
�　最小着火エネルギ
　表４－３にエネルギを変化させて行った測定結
果を示す。模擬ジルカロイファインは，ハルトマ
ン試験装置自体の最小着火エネルギである１mJ
程度のエネルギでも着火することを確認した。こ
のことは，人間が扉のノブなどに触れるときに発
生する小さな静電気の火花でも爆発を起こす可能
性を示している。

２）　３０Ｌ球形爆発試験
　３０Ｌ球形爆発試験装置での結果を図６，７に示
す。模擬ジルカロイファインは大気雰囲気で粉じ
んを分散させた直後に爆発を起こした。このため，
大気環境下（酸素濃度約２１vol％）での測定が行え
ず，通常のKst値は得られなかったが，参考として
酸素濃度が低い場合でKst値を求めた。先のハルト
マンの試験からもわかるように，模擬ジルカロイ
ファインは非常に小さなエネルギで着火するた
め，多量の粉じんに高速な空気（空気圧０．９８MPaG
のタンクからφ８mmのチューブで空気を放出し
た）が当たったことで粒子同志の摩擦により発火

研
究
報
告

図５　ハルトマン粉じん爆発試験

爆発の有無粉じん濃度着火エネルギ

あり３００g/m3３０mJ

あり６００g/m3１０mJ

あり６００g/m3３mJ

あり１，２００g/m3１mJ

・大気雰囲気（約２１vol%）
・着火エネルギ１０mJ

表４－３　ハルトマン粉じん爆発試験装置
による最小着火エネルギ

爆発の有無粉じん濃度酸素濃度

あり１３０g/m3１４．５vol%

あり１９０g/m3１０．１vol%

あり３３０g/m3７．０vol%

あり１，０００g/m3５．１vol%

あり２，０００g/m3４．５vol%

なし３，０００g/m3４．１vol%

・着火エネルギ１０mJ

表４－２　ハルトマン粉じん爆発試験装置
による爆発限界酸素濃度

表４－１　ハルトマン粉じん爆発試験装置
による爆発下限界濃度

爆発の有無粉じん濃度

なし５０g/m3

なし６０g/m3

なし７０g/m3

なし８０g/m3

なし９０g/m3

あり１００g/m3

あり１１０g/m3

あり１２０g/m3

あり１３０g/m3

あり１４０g/m3

あり１５０g/m3

・大気雰囲気（酸素濃度約２１vol%）
・着火エネルギ１０mJ
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したと考えられる。この結果より，酸素濃度パラ
メータは１０vol％以下に制限して測定した。
�　酸素濃度による圧力変化の比較
　図６は各酸素濃度（２．０～６．０vol％）ごとの３０Ｌ
球形爆発容器内の圧力経時変化を示す。図中の�，
�の破線部分内は，それぞれ，粉じんの分散用圧
縮空気と着火用の火薬による圧力上昇であるた
め，粉じんの爆発とは直接関係していない。酸素
濃度の違いの影響をみると，濃度が低いほど最大
爆発圧力に達するまでに時間がかかり，かつ最大
爆発圧力が低くなる。これは，模擬ジルカロイフ
ァインと結合する酸素の存在量が模擬ジルカロイ
ファイン粒子近傍には少ないため金属粒子が発熱
する時間がかかると考えられる。このため，粉じ
ん雲全体が発熱する時間が長くなり，外部に熱が
逃げるなどの影響が大きいため，最大圧力が低く
なる。この結果より，酸素濃度が低ければ，多量
のジルカロイファインが爆発を起こしても，最大
圧力が低くなることで設備に与える影響を小さく
できる。
�　酸素濃度による最大圧力の比較
　図７は，各酸素濃度での最大爆発圧力を測定し
た結果をプロットしたものである。酸素濃度が
２．０vol％では，模擬ジルカロイファインの粉じん
濃度を変化させても圧力上昇は起こらなかった。
この結果は，酸素濃度が２．０vol％以下では爆発を
起こさないことを示している。この値はハルトマ
ン試験装置による試験結果より低い濃度である。
３０Ｌ球形爆発試験装置はハルトマン試験装置に比
べ，爆発を起こす容積が大きいために熱損失が少
なく，かつより均質な分散状態になるなどスケー
ル効果の影響が表れるためである。実際のプラン

ト規模を考えると３０Ｌ球形爆発試験装置の結果の
方が，より現実に即した結果であると推測される。
実際の処理施設設計の際は，設備空間など実規模
に近い装置による試験を実施し，詳細な検討を行
う必要がある。
　また，図７より酸素濃度，粉じん濃度が上昇す
ることで最大圧力も上昇するが，酸素濃度が
６．０vol％以上での最大圧力の増加量は少ない。こ
のことから，大気雰囲気においても最大爆発圧力
は０．７～０．８MPaG（約７～８kg/cm2G）程度であ
ると推測される。単純な比較はできないが，図７
で最高値である最大爆発圧力は，マグネシウム（平
均粒径２４０μm） 7）や石油コークス（平均粒径１５μ
m） 7）の最大爆発圧力に近く，最悪のケースの場合，
これらの粉じん災害の規模と同等となる可能性が
ある。
　上述したように，模擬ジルカロイファインは非
常に着火しやすく，酸素濃度が低い環境の爆発上
昇速度でKst値を算出すると，おおよそ２５MPa･m/s
である（図６の圧力上昇速度より算出）。通常，粉
じん爆発事故を起こす物質のKst値は，小麦で
１１MPa･m/s程度（平均粒径８０μm），マグネシウ
ムで５１MPa･m/s程度（平均粒径２８μm） 7）であり，
ジルカロイファインは非常に激しい爆発を起こす
物質であることが分かる。ジルカロイファインを
取扱う又は堆積するような箇所は，酸素濃度を制
御するなどの対策が必要である。
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図６　３０Ｌ球形爆発試験

図７　３０Ｌ球形爆発試験での最大爆発圧力
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２．３　粉じん雲の発火特性試験

（１）目的
　金属粉じんが爆発するための着火要因として，
静電気などのスパークや，雰囲気温度の上昇があ
る。本試験では，雰囲気温度による影響を検討する
ために最低発火温度を測定することを目的とする。
（２）装置・手順
　最低発火温度の測定については，IEC1241‐2‐1 
Methods Bに準拠した図８に示すGodbert‐Green-
wald試験装置を用いた。
　この装置は，粉じん雲を形成させるための圧縮
空気溜（１），配管，粉じんホルダ（２）と，粉じんを
発火させる耐熱ガラス製の赤熱管本体（３）（φ７０×
２９３mmh）から構成される。粉じんの発火は，赤
熱管下部が解放状態であるので目視で確認でき
る。粉じん雲の発火温度測定手順は以下のとおり
である7）。
�　図８に示した粉じんホルダ（２）に所定量
（０．３g～６．０g）の被試験体を入れる。
�　圧縮空気溜（１）を所定の圧力（７８．５kPaG）と
する。酸素濃度を調整する場合は，この圧縮空
気溜の酸素濃度を予め調整しておく。

�　赤熱管（３）内部の温度を所定温度にする。
�　赤熱管（３）内部が所定温度になったことを確
認したら，電磁弁（４）を開き，粉じんを赤熱管内
に送り込む。
�　赤熱管下部の解放部分から出る炎または空気
を目視で観察し確認する。

　本装置による試験では，粉じん濃度（模擬ジル
カロイファインの量），酸素濃度の試験条件を変え
て最低発火温度の測定を行った。発火温度測定装

置での試験条件を表５に示す。
（３）結果及び考察
　発火温度測定装置での結果を図９に示す。最低
発火温度測定装置においても，大気中で分散させ
るとジルカロイファインは発火した。酸素濃度を
低下させると１２vol ％以下では発火温度が４００℃
以上になり，実際の設備では加熱するプロセスが
ない限り，自然発火による爆発はないと考えられ
る。通常，粉じんの酸素濃度と発火温度の関係は
単純な累乗の関係にあるが，ジルカロイファイン
の試験結果では図９に示す酸素濃度が１２．１～
８．０vol％の区間で上に凸となっている。この試験
結果から模擬ジルカロイファインの最低発火温度
の挙動は特異であることが分かる。これは酸素濃
度により模擬ジルカロイファインの発火する原因
に違が生じていると推測される。一般的な粉じん
は，雰囲気温度の上昇により，粉じん全体的が酸
化反応を促進され，粉じん粒子自体の発熱により，
周辺に存在する粉じんの酸化反応が加速される。
この反応が連鎖的に続き爆発が発生する。しかし，
模擬ジルカロイファインは，着火エネルギが非常
に小さいため，一部の粉じん同志の衝突や，配管
との摩擦などのエネルギで局部的な酸化発熱が起
こり，その熱により近接した粉じんが酸化するこ
とで発火に至る。この結果，模擬ジルカロイファ
インは雰囲気温度が低くても，酸素濃度と粉じん
濃度が高い条件では局部的な発熱が起因となり爆
発する。これら二つの発火原因があるため，ジル
カロイファインが置かれる環境により，どちらか
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図８　発火温度測定装置 図９　発火温度測定装置試験の最低発火温度測定結果
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の発火原因で発火すると考えられる。図９では，
それぞれ二つの原因による発火温度のプロットを
重ね合わせ，より低い温度となる点が最低発火温
度となったと考えられる。以上の原因から，１２．１
～８．０vol％の区間において上に凸の部分のある複
雑なプロットになったと考えられる。ただし，現
実の発火対策上，最低発火温度のデータが必要で
あり，発火原因毎の最低発火温度を求めることは
必要ないため，発火原因毎の測定は実施しない。

３．結論

　以上の試験結果と考察をまとめると，
�　最小着火エネルギは１mJ以下であり，非常に
小さい。このため，常温で爆発する可能性がある。
�　爆発限界酸素濃度は２．０vol％であり，酸素濃
度を制御することで爆発の抑制が可能である。
�　最大爆発圧力は０．７～０．８MPaG程度であり，
マグネシウム粉じんと同等である。

�　Kst値は２５MPa･m/s程度であり，マグネシウ
ム粉じんと同等に激しい爆発を起こす。

４．おわりに

　本試験では，模擬ジルカロイファインの粉じん
爆発特性に着目した測定を行った。実際にハルを
圧縮処理する工程で発生するジルカロイファイン
には酸化した物質等が混入し，粉じんの着・発火
が阻害される。更にジルカロイファインに酸化物
が混入することにより発火温度，爆発圧力の低下
が起こり，本試験で得られた結果よりも緩やかな
ものとなる。しかし，粉じん爆発を起こす可能性
は残されており，高放射性の廃棄物であるハル等

を取扱う施設では，より安全を確保する必要があ
る。今後，ハル処理施設の設計を実施する時には，
ジルカロイファイン等の発生量を低減する処理
法，酸素濃度を制御できる施設構造，ジルカロイ
ファインが滞留しない施設構造，爆発発生時にお
ける圧力分散設備の設置など本試験結果を基にし
た検討が必要である。
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１．はじめに

　温度３７４℃以上及び圧力２２．１MPa以上の超臨界
状態にある水（図１参照）の中での酸化反応によ
って有機化合物を分解する超臨界水酸化は，
�　分解効率が非常に高く，処理過程でダイオキ
シン類が発生しない。

�　NOX，SOXといった有害ガス及び煤が発生し

ないため，排ガス処理装置が不要又は簡単なも
ので済む。

�　反応時間が短いため反応器が小型で済み，排
ガス処理装置も不要であるため，装置の小型化
が可能。

等の長所を持っており，環境保全性が高い廃棄物
処理技術としてPCB，ダイオキシン類等の分解処
理への適用が試みられている1）～3）。
　放射性廃棄物処理に超臨界水酸化を適用した場
合には，難分解性の有機廃棄物を短時間で分解で
きること及びダイオキシン類や有害ガスが発生し
ないことから，廃溶媒，廃油，廃樹脂類等のこれ
まで焼却処理が難しかった種々の有機廃棄物を短
時間で分解処理することが可能になる。
　これらの廃棄物の中でも特にフッ素油を含む廃
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　Decomposition of mineral oil (Neovac) and fluorinated oils (Daifloil, Fomblin) by supercritical water oxidation was 
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油は，焼却によって発生するフッ化水素による炉
壁の損傷という問題があるため焼却せずに保管さ
れたままになっており，処理技術の開発が望まれ
ていた。このため，焼却に替わる処理方法として
超臨界水酸化による廃油処理技術の適用性評価の
ための基礎試験を行っている。
本報では，これまで実施してきた廃油の超臨界水
酸化による分解試験の結果を報告する。

２．超臨界水について

２．１　超臨界流体

　二酸化炭素は，常温常圧の条件下では気体であ
るが，常温のまま圧縮していくと，気体から液体
へと変化する。しかし，３１℃，７．３MPaの臨界点
（水の場合には３７４℃，２２．１MPa）を超えた状態で
は，どんなに圧縮しても液化が起こらなくなる。
このような臨界点を超えた状態にある流体を超臨
界流体と呼ぶ。

　超臨界流体は，高密度の気体と考えることがで
き，気体と液体の中間の性質を持つ。このため，
気体のように物質の細部にまで容易に拡散してい
くことができる一方，液体のように物質を溶解す
ることもでき，この性質を利用して抽出溶媒とし
て広く利用されている。また，超臨界流体は，温度
及び圧力を変えることによって自由に密度を変え
ることができることから，溶媒力の制御による反
応速度の促進や反応経路の制御が期待されている。

２．２　超臨界水及び超臨界水酸化

　臨界点（３７４℃，２２．１MPa）を超えた状態にあ
る水は超臨界水と呼ばれ，以下に示すように常温
常圧の水とは異なった性質を持つ。
�　誘電率が小さく，有機化合物及び酸素，窒素
といった気体を任意の割合で溶解することがで
きる。

�　イオン積（[H+][OH-]）が大きく，酸触媒又は
塩基触媒として働く。

　超臨界水酸化は，これらの性質を利用して超臨
界状態の水の中で有機化合物を酸化分解する方法
である（図２参照）。超臨界状態では，水，有機化
合物，酸素が均一に溶解するため，通常であれば
有機化合物と酸素の界面においてのみ起こる酸化
反応が系内全体で起こるようになる。また，高温
高圧の水が酸，塩基触媒の働きをするため，有機
化合物の加水分解反応が高速で進む。これらの理
由から，超臨界水中では有機化合物を短時間で完
全分解することができる。
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図２　超臨界水酸化の概要

図１　水の状態図
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３．試験方法

３．１　試料

　今回の試験では，廃油の主な成分である鉱物油
とフッ素油の中で過去の使用量が多かったものを
分解試験の対象とした。分解試験に使用した試料
は，ネオバックMR200（松村石油，鉱物油），フ
ォンブリンY‐LVAC25/6（アウジモント，化学名：
パーフルオロポリエーテル，フッ素油），ダイフロ
イル♯１０（ダイキン工業，化学名：クロロトリフ
ルオロエチレン重合体，フッ素油）である。表１
に分解試験に使用した鉱物油及びフッ素油の化学
式及び化学的性質を示す。

３．２　試験装置

　図３に反応容器の形状を示す。反応容器は，
SUS316製チューブ（外直径１２．７mm，肉厚２．１mm，
長さ１０５mm又は２１０mm）の両端にSwagelokチ
ューブ継手のキャップ（SS‐810‐C）を取り付けた
ものを使用した。反応容器の内容積は，長さ
１０５mmのものは６cm3，長さ２１０mmのものは
１２cm3である。
　反応容器の加熱には，サンドバス（高林理化　
アルフローバスTK‐3）を使用した。サンドバス内
にはアルミナ粉末が充てんされており，電熱線
ヒーターでアルミナ粉末の加熱を行う。底部より
圧縮空気を吹き込んでアルミナ粉末の攪拌を行う
ことにより，サンドバス内の温度分布を一定に保
っている。流動しているアルミナ粉末は，液体の
ような状態になるため，オイルバスや溶融塩バス
のように容易にバス内に加熱対象物を浸すことが
できる。

３．３　試薬類の封入量の算定

　水の密度の温度及び圧力依存性については，In-

ternational Association for the Properties of Steam
によって最確値と誤差が取りまとめられており4），
この値を基に試験温度，圧力，反応容器の内容積
から水の封入量を算定した。例えば，内容積１２cm3

の反応容器を使用した場合には，４００℃ で圧力を
３０MPaにするために必要な水の量は，４．２gであ
り，５５０℃で圧力を３０MPaにするために必要な水
の量は，１．２gである。
　酸化剤及び中和剤については，鉱物油及びフッ
素油の分解が
CiHjOkFmCln + (i+j/4‐k/2‐m/4‐n/4)O2

+ (m/2+n/2)H2O
→  iCO2 + j/2 H2O + mHF + nHCl  …………（１）
の反応式に従うと仮定して，添加量の算定を行っ
た。この反応式を基に，炭素を完全に二酸化炭素
に分解するために必要な酸化剤の量を酸化剤必要
量の１当量，フッ化水素及び塩化水素を完全に中
和するために必要な水酸化ナトリウムの量を中和
剤必要加量の１当量と定めている。

３．４　試験手順

　所定量の試料，蒸留水，３０％過酸化水素水（酸
化剤），水酸化ナトリウム（中和剤）を封入した反
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表１　試験に供した鉱物油及びフッ素油の化学式及び化学的性質

化学的性質化学式供試油名称

　石油を蒸留して製造される石油系炭化水素化合物
の混合物である。危険物第４類第４石油類に該当し，
引火点は２３０℃以上である。

CnHmネオバック

　分子内にフッ素原子を多く含むため，優れた耐熱
性，耐薬品性を示す。分解開始温度は，２５０℃ 以上
であり，強酸，アルカリ，酸化剤に対しても非常に
安定である。

(‐CF2‐CFCl‐)nダイフロイル

　炭素，酸素，フッ素から構成される化合物であり，
酸素中でも３８０℃ まで安定と非常に高い耐熱性を持
っている。また，耐薬品性も非常に高く，常温では
ほとんど全ての化学薬品に対して安定である。

CF3‐(O‐CF‐CF2)m‐(O‐CF2)n‐O‐CF3‐

CF3
フォンブリン

図３　反応容器の形状
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応容器をサンドバスに浸漬し，反応容器の加熱を
行った。反応容器内の温度は，浸漬後１～２分で
サンドバスの温度とほぼ同じ温度まで上昇する。
試験条件に応じてあらかじめ定めておいた反応時
間の間サンドバスへ浸漬した後，反応容器をサン
ドバスから取り出し，冷却水の中に浸して反応を
停止させた。反応終了後の反応容器の内容物は，
分解せずに残留した油の重量と溶液中の全有機体
炭素を測定し，これらの値より分解率を算定した。
分解せずに残留した油は，フッ素系有機溶媒で抽
出，分離した後，溶媒を蒸発させ，重量を測定し
た。全有機体炭素濃度は全有機体炭素計（島津
TOC‐5000A）を用いて測定した。

４．試験結果及び考察

４．１　ネオバックMR200（鉱物油）

　温度及び反応時間をパラメータとした試験結果
を図４に示す。圧力，試料濃度，過酸化水素添加
量については，それぞれ約３０MPa，２wt％，２当
量と一定にした。圧力については，水の封入量，
反応容器の内容積，温度から計算した値であり，
実測はしていない。
　温度依存性については，反応時間５分の点の比
較から分かるように，４００℃，５００℃，５５０℃ と温度
が上昇するにつれて分解率が高くなっており，温
度が高くなるほど分解速度が大きくなっているこ
とが分かる。
　分解率の時間依存性については，４００℃ の場合に
は，反応時間１５分を過ぎたあたりから分解率の上
昇が鈍くなり，反応時間３０分以降では分解率
９９．８％付近で頭打ちになっている。温度の低い条
件では，反応時間を延ばすだけでは分解率を上昇
させることは難しく，より高い分解率を得るため
には，温度を上昇させることが重要であることが
この図から読み取れる。温度の低い条件では反応
時間を伸ばしても分解率が上昇しないという現象
は，多くの有機化合物で観測されており，酸化さ
れにくい低級カルボン酸の生成が原因であること
が知られている5）。したがって，鉱物油の場合にも
４００℃で処理した際には低級カルボン酸が生成し
ていると予想される。
　分解率の温度及び反応時間依存性から，９９．９％
以上の高い分解率を得るためには，５００～５５０℃に
加熱する必要があることが分かった。しかし，温
度を上げていくと，金属材料の強度低下，応力腐

食割れの発生等の問題が生じるため，配管肉厚の
増加，高耐食性材料の使用等の対策が必要になり，
装置の製作コストも上昇する。このため，できる
だけ低い温度で処理できた方が安全面及びコスト
面で有利となる。酸化剤の種類を過マンガン酸カ
リウム等に変えることや触媒の添加によって分解
率を上昇できることが知られているが6），7），過マン
ガン酸カリウムの使用や触媒の添加は，二次廃棄
物を増大させるため，放射性廃棄物を処理する際
には適当な方法とはいえない。そこで，過酸化水
素の添加量を増加させることによって処理温度の
低下を図った。試験の結果は，過酸化水素の添加
量が１当量の場合には，９５．５％であるのに対し，
添加量を１．５当量，２．０当量，２．３当量と増やしてい
くと，分解率はそれぞれ，９８．８％，９９．７％，９９．９６％
と大きく上昇し，４００℃ でも９９．９％超の分解率が得
られることが分かった。酸化剤に３０％過酸化水素
水を使用しているため，過酸化水素添加量が２．３当
量より多い部分の試験は出来なかったが，過酸化
水素の添加量を増やしていけば更に高い分解率が
得られると予想される。
　過酸化水素の添加量を増やしていくと分解率が
上昇することは分かったが，過酸化水素を大過剰
に加えることは，ランニングコストの上昇という
問題を生じる。そこで，過酸化水素添加量とネオ
バック添加量が分解率へ及ぼす影響を更に詳しく
調べるため，ネオバックの添加量と過酸化水素の
添加量の比を一定に保ったまま両者の添加量を増
やしていく試験及び過酸化水素の添加量を一定に
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図４　ネオバック分解率の温度及び反応時間依存性
　試験条件は，圧力約３０MPa，試料濃度２wt%，過酸化水
素添加量２当量。



１３５

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

保ってネオバックの添加量を変えた試験を行っ
た。図５は，ネオバックの添加量と過酸化水素の
添加量の比を一定に保ったまま両者の添加量を増
やしていった試験の結果である。ネオバックの添
加量と過酸化水素の添加量の比は一定であるにも
かかわらず，分解率は大きく上昇している。これ
に対し，過酸化水素の初期濃度を１６％に保ったま
までネオバックの添加量を変え，過酸化水素添加
量と酸化剤必要量の比を１．２から４．５の間で変えた
試験では，分解率がほとんど変化しなかった（た
だし，１以下では大きく減少した）。これらの結果
から，４００℃ で高い分解率を得るためには過酸化水
素の初期濃度を高くすることが重要であり，過酸
化水素添加量と酸化剤必要量の比は１．２以上確保
すれば十分であることが分かった。したがって，
過酸化水素を大過剰に加える必要はなく，過酸化
水素の添加量を増やした分だけネオバックの添加
量も増やせば，経済性を損なわずに高い分解率を
得ることができる。

４．２　ダイフロイル♯１０（フッ素油）

　温度及び反応時間をパラメータとした試験結果
を図６に示す。圧力，試料濃度，過酸化水素添加
量，NaOH添加量については，それぞれ約３０MPa，
２wt％，６当量，１．１当量と一定にした。
　ネオバックの場合とは異なり，温度の上昇や反
応時間の延長によって分解率が上がるという顕著
な傾向は見られない。４５０℃ では反応時間を１５分か
ら３０分へ延ばすと分解率が上がっているが，５００℃

以上では時間依存性がない。また，温度依存性に
ついても，４５０℃ と５００℃ ではほぼ同じ分解率であ
り，温度を５５０℃ まで上げると分解率は下がってし
まう。分解率は，９９．９％前後と高い値であるため，
試験を行った４５０～５５０℃ の温度範囲では，設定し
た反応時間よりも短い時間で分解反応が終了して
しまっているために顕著な温度及び反応時間依存
性が現われないと考えられる。
　次に分解率の過酸化水素添加量依存性を図７に
示す。ネオバックの場合と同様に過酸化水素添加
量の増加に伴って分解率が上昇している。９９．９％
以上の分解率を得るためには６当量必要であり，
ネオバックの場合と比べてはるかに多くの酸化剤
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図５　ネオバック分解率の過酸化水素初期濃度依存性
　試験条件は，温度４００℃，圧力約３０MPa，処理時間１５分，
過酸化水素添加量／酸化剤必要量１．６。

図６　ダイフロイル分解率の温度及び反応時間依存性
　試験条件は，圧力約３０MPa，試料濃度２wt%，過酸化水
素添加量６当量，NaOH添加量１．１当量。

図７　ダイフロイル分解率の過酸化水素添加量依存性
　試験条件は，温度５００℃，圧力約３０MPa，処理時間１５分，
試料濃度２wt%，NaOH添加量１．１当量。



１３６

が必要になっている。この原因としては，反応容
器の腐食が考えられる。ダイフロイルは分解する
と塩素イオンを生成するため，この塩素イオンに
よって反応容器の腐食が大きく加速される。試験
後の反応容器内は，ネオバックを分解した際には
内面が変色しているだけなのに対し，ダイフロイ
ルを分解した際には内面が激しく腐食されている。
酸化剤は反応容器の腐食に消費されるため，ダイ
フロイルの酸化に使用される酸化剤の量が減り，よ
り多くの酸化剤が必要になっていると考えられる。

４．３　フォンブリンY‐LVAC25/6（フッ素油）
　温度及び反応時間をパラメータとした試験結果
を図８に示す。圧力，試料濃度，過酸化水素添加
量，NaOH添加量については，ダイフロイルと同
じ初期濃度条件とし，それぞれ約３０MPa，２wt％，
１４当量，１当量と一定にした（ダイフロイルとフ
ォンブリンでは単位重量当たりの酸化剤必要量及
び中和剤必要量が異なるため，当量で比較すると
異なる値になっているが，反応容器内に入れた酸
化剤及び中和剤の重量は同一である）。
　５００℃ 以下では，ほとんど分解反応が進んでいな
い。５５０℃ でも分解反応は遅く，９割分解するため
に１時間以上の反応時間が必要となっている。ダ
イフロイルと同じ条件ではフォンブリンの分解が
非常に困難であることが分かった。
　そこで，分解率の向上を図るため，アルカリ添
加量及び酸化剤添加量をパラメータとした試験を
行った。その結果，図９に示すようにように，酸

化剤添加量を減らすと大きく分解率が上昇するこ
とが分かった。また，アルカリ添加量依存性につ
いても，過酸化水素を添加した条件ではアルカリ
添加量は分解率に影響を及ぼさないが，過酸化水
素が添加されていない状態では，アルカリ添加量
の増加に伴って分解率が大きく上昇することが分
かった（NaOH無添加での分解率が６０％であるの
に対し，１．４当量添加した場合の分解率は
９９．２％）。アルカリ添加量の増加に伴って分解率が
上昇していることから，過酸化水素がない条件で
は，OH－とFの置換反応によってフッ素の脱離が
起きていると予想される。これに対し，過酸化水
素が存在している条件では，分解率が低く，アル
カリ添加量に分解率が全く依存していないため，
OH－とFの置換反応が起きにくくなっていると推
測されるが，何が原因でこのような現象が起きて
いるかについては現時点では分かっていない。
　図１０は，上記の試験結果を基に酸化剤添加量及
びアルカリ添加量を最適化した上で実施した分解
率の温度及び処理時間依存性試験の結果である。
５５０℃，１５分間の処理で９９．２％の分解率が得られて
おり，ダイフロイルの処理条件と同じ条件で行っ
た図８の結果に比べて大きく分解率が向上してい
る。５００℃ 以上の温度条件では，反応時間を１５分
より長くしても分解率は上昇していない。また，
９９．２％という分解率の値は，ネオバックやダイフ
ロイルの９９．９％超という値に比べて低くなってい
る。これは，酸化剤が入っていない条件で処理し
たため，炭酸ガスまで酸化されていない炭素が液
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図８　フォンブリン分解率の温度及び処理時間依存性
　試験条件は，圧力約３０MPa，試料濃度２wt%，過酸化水
素添加量１４当量，NaOH添加量１当量。

図９　フォンブリン分解率の過酸化水素添加量依存性
　試験条件は，温度５５０℃，圧力約３０MPa，処理時間１５分，
試料濃度２wt%，NaOH添加量１．３当量。
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中に残存することが原因であり，酸化剤なしの条
件ではこれ以上分解率を上昇させることは難しい
と考えられる。今回使用したバッチ式の試験装置
では実施が難しいが，連続供給式の試験装置を使
用して，初めに酸化剤なしの条件でフッ素を脱離
させた後，酸化剤を供給して残っている炭素を酸
化分解すれば，ネオバックやダイフロイルと同様
に９９．９％超の値が得られると考えられる。

５．おわりに

　超臨界水による鉱物油及びフッ素油の分解試験
を行い，以下の結果を得た。
�　鉱物油，フッ素油とも超臨界水処理によって
ほぼ完全に分解可能である。

�　ネオバック（鉱物油）は，過酸化水素の添加
量を増やすと比較的低い温度（４００℃）でも
９９．９％以上の分解率が得られる。
�　フッ素油は鉱物油に比べて分解に必要な温度
が高い（５００～５５０℃）。
�　フォンブリン（フッ素油）は，過酸化水素の
添加によって分解が阻害される。

�　水酸化ナトリウムの添加は，フォンブリンの

分解を大きく加速する。
　これまでに実施してきた試験によって超臨界水
処理は廃油分解に非常に有効であることが分かっ
た。しかし，フッ素油を処理する場合には，装置構
成材料の腐食が予想され，高圧環境でもあること
から，放射性物質の漏洩等の潜在的危険性がある。
　今後は，より安全性の高い技術の探索という観
点から，常圧の高温水蒸気を利用した処理技術を
中心に，焼却が困難な有機廃棄物の処理技術開発
を行っていく予定である。
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図１０　フォンブリン分解率の温度及び処理時間依存性
　試験条件は，圧力約３０MPa，試料濃度２wt%，酸化剤添
加量０当量，NaOH添加量１．４当量。
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　99Tc is produced in a high yield of 6% upon nuclear fission of 235U, 239Pu and so on. It is one of the important nuclides 
in existence around nuclear facilities because it has an extremely long half-life of 214,000 years and various chemical 
forms in soils.
　Based on the results of tracer experiments that have been conducted by research organizations in various laboratories, 
it was thought that the transfer velocity of 99Tc in soils would be high. 
　However, it was found from the results of analysis of actual soil samples that the transfer factor of 99Tc from soil to 
plants was about 100 times smaller than that of the reported value. The vertical transfer of TcO4

－ (7 valences) is faster 
than that of TcO2 (4 valences).
　These results suggest that an environmental assessment on a long‐term scale in connection with the environmental 
assessment of low‐level waste from nuclear facilities and an environmental assessment of contaminated areas should be 
based on parameters from field data. 

キーワード

ICP‐質量分析装置，鉛直移行，エージング，結合形態，99Tc，土壌試料

Distribution and Migration of 99Tc in Surface Soil

Yasuhiro UEZU　　Hitoshi WATANABE　　 Minoru TAKEISHI　　Kunihiko SHINOHARA

Radiation Protection Division, Tokai Works

　99Tcは，235Uや239Pu等の核分裂により生成され，その生成率は６%と高い。また，半減期が２１万年と長く，

土壌中での化学形も複雑であるため，核燃料施設周辺の環境モニタリングにおいては重要な核種であると位置付

けられる。

　これまで，国内外の研究機関で土壌にトレーサを添加する方法により99Tcの土壌から植物への移行係数が見積

もられていた。しかし，本研究において実フィールドから得られたデータを基に算出した結果，移行係数は報告

値の100分の１程度であった。また，カラム試験の結果，７価のTcO4－は4価の TcO2に比べ鉛直移行が早いこと

が確認できた。さらに，エージング効果と土壌吸着に関する解析を実施した結果，99Tcは，添加直後には雨水等

により溶出しやすいことが分かり，その後，エージング効果により，水溶態のものから鉄・マンガン酸化物結合

態や結晶態に変化することが分かった。

　このことから，汚染地域における移行評価を行う際や低レベル廃棄物の処分等長期的な観点で移行を捉える必

要のある場合には，実フィールド試料から取得された移行係数を用いることが適切であると判断できる。

　Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, Vertical Migration, Aging Effect, Combination Form, 99Tc, Soil 
Samples
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１．はじめに

　テクネチウム（以下，Tc）は，安定同位体の存
在しない人工元素であり，質量数９２から１０７に放射
性同位体が存在する。この中でもテクネチウム－
９９（以下，99Tc）はウラン－２３５（以下，235U）やプ
ルトニウム－２３９（以下，239Pu）の核分裂によって
生成され，その生成率は約６％と高い1）。また，99Tc
は，物理的半減期が約２１万年と長く，土壌中にお
いては様々な化学形をとるため，移行挙動の解析
が困難であり，核燃料施設周辺の環境モニタリン
グには重要な核種の一つである。
　また，Tcの放出源は大気圏内核爆発実験，核燃
料サイクル施設，放射性診断薬剤を用いる核医学
施設等と多岐に渡り，現在までに１，５００TBq以上が
環境中に放出されたものと推測されており，
１０００MWのBWRやPWRでは，毎年およそ1MBq
の99Tcが環境中へ放出されている2）。
　酸化雰囲気においては７価の過テクネチウム酸
イオンTcO4－の形で存在している3）といわれてい
る。これは水溶性であるため，容易に植物へ経根
吸収される。一方，土壌中などの還元雰囲気では，
４価のTcO2，TcO（OH） 2及びTc（OH）（CO3） 2－とな
り，これは，一般的に不溶性であるため移行しに
くいとされている。
　土壌中のTcの移行挙動に及ぼす因子等のこれ
まで発表されたデータが少ないため，筆者らは，
この点について研究してきた。この結果について
報告する。
　本報告では，日本における表層土壌中の99Tcの
濃度及び，植物への移行係数を実環境データをも
とに算出した。移行係数は，従来，土壌中に99Tc
トレーサを添加する方法により求められたが，近
年，誘導結合プラズマ質量分析装置（以下，ICP‐
MS）を用いた高感度定量法4）～7）が開発されたた
め，表層土壌中に含まれている99Tcの濃度をこの
方法により直接求めた。
　また，TcO4－及びTcO2を用いた化学形の違いに
よるカラム内鉛直移行，Tcトレーサを用いたエー
ジング期間の違いと溶出率の関係及び抽出方法8）

の違いによる実土壌からのTcの抽出率について
記載した。

２．実験

２．１　表層試料の採取方法

　我が国の表土中の99Tc濃度を把握するため，図

１で示すように青森県六ヶ所村，茨城県水戸市，
ひたちなか市及び福井県奥越高原から表土試料を
採取した。各地点においては，１５０mm×１５０mm
×５０mmの金枠を用いておよそ２kgの表土を各々
２試料採取した。採取した土壌は，石や植物の根
を除去するため，２mmメッシュのふるい分けを
行い，１０５�で３日間乾燥させた。一方，カラム試
験に用いる土壌については，ふるい分けの後，乾
燥を行わずにバイアル瓶にて密封した。
　さらに，植物への移行係数を評価するため東海
村内の畑土及びほうれん草を同時に同地点で採取
した。

２．２　分析方法

　Tcの測定は，その半減期に注目して，横河アナ
リティカルシステムズのICP‐MS PMS‐2000を用
いた。フローを図２に示す。分析回収率を求める
ために，半減期６１日の95mTc標準溶液（Dupont 
W8146）を用いた。本法では，硝酸により土壌中
のTcを浸出した後，TBP‐キシレン，陰イオン交
換法及びシクロヘキサノンを用いてTcを精製し
た。また，99TcをICP‐MSにより定量するためには，
同重体であるルテニウム－９９（以下，99Ru）が測
定上妨害となるため，99Ruの同位体であり，γ線放
出核種であるルテニウム－１０６（以下，106Ru）
（LMRI ST2507 1moll－1HCl溶液）を用いて本法に
おける除染係数を求めた。これらの試験の結果，
Tcの分析回収率は６５％であり，Ruの除染係数は１×
１０6であった。これらは，Ge半導体検出器ORTEC 
25200GMX‐30190‐P‐S（以下，Ge半導体検出器）に
よって定量した。
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図１　土壌試料採取地点
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２．３　トレーサを用いたカラム試験

　Tcの鉛直移行を調査するため，トレーサを用い
たカラム試験を実施した。東海村で採取した褐色
森林土を図３に示すような５０mmφ×２８０mmの
カラムに充てんし，外気温の影響を受けないよう
にインキュベータの中に設置した。この土壌に
12Bqの95mTcO4－（７価）及び95mTcO2（４価）を添
加し，毎分２０mlの蒸留水をカラム上部から滴下し
た。添加量は水戸市の年間降水量から算出した。
これを６０日間実施し，Tcの鉛直移行を確認した。
本試験では95mTc標準溶液（Dupont W8146）を希
釈して用いた。この際，４価の95mTcO2は，７価の
95mTcO4－を塩酸ヒドロキシルアミンを用いて還元
させた。カラム展開後６０日目に，この土壌を七つ

の層に分けた。各層の95mTc濃度は，Ge半導体検
出器により１２０分間直接測定を実施した。

２．４　エージング試験

　エージング期間とは土壌と放射性核種の接触し
ている期間を指すが，このエージング期間と浸出
率の関係を調査するため，図４に示すように95mTc
標準溶液（Dupont W8146）を用いたバッチ法によ
る土壌からのTcの浸出試験を行った。２０mlのバイ
アル瓶に東海村で採取した５ｇの褐色森林土を入
れ，標準溶液を添加し，１０日間室温にて静置した。
静置後に東海村で採取した雨水（pH=５．５）及び硝
酸模擬雨水（pH=４）をバイアル瓶に加え，エー
ジング期間を１日から９０日までに変化させた。
エージングの後，8μ mメッシュのミリポアフィル
ターを用いて吸引ろ過し，ろ液を１００mlに定容し

研
究
報
告

図２　土壌試料中のTc‐99分析フロー

図３　カラム試験内容

図４　エージング試験概念図
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てGe半導体検出器によりTcを定量し，水への浸出
率（Kd）を求めた。

２．５　結合形態試験

　土壌中のTcの結合形態の変化を調査するため，
図５に示すような方法でTcを抽出した。本法で
は，東海村で採取した５０ｇの褐色森林土に95mTc標
準溶液（Dupont W8146）を添加し，展開時間を変
化させ，Tessierの方法8）を参考に６段階の抽出方
法により結合形態に関する解析を行った。結合形
態は以下のように仮定した。
①水溶態（蒸留水により溶出される土壌中のTc），
②吸着態（塩化マグネシウム溶液により溶出され
る土壌中のTc），③特異吸着態（酢酸緩衝液によ
り溶出される土壌中のTc），④鉄・マンガン酸化
物結合態（塩酸ヒドロキシルアミン及び酢酸緩衝
液により溶出される土壌中のTc），⑤有機体（過
酸化水素水及び酢酸緩衝液により溶出される土壌
中のTc），⑥結晶結合態（フッ化水素酸による全
分解により溶出される土壌中のTc）と仮定した。
溶出した95mTcは１００mlに定容してGe半導体検出器
により，濃度を求めた。

３．　結果と考察

３．１　表層土壌中の99Tc濃度

　日本各地で採取した表土を図２の方法にて分
析・測定した結果，表１のような結果を得た。こ
の結果，表土中の99Tc濃度は10－1Bq/kg・dry程度
であることが明らかとなった。また，青森県六ヶ
所村及び茨城県東海村の表土中の99Tc濃度は，ほ
ぼ同程度であったが，福井県奥越高原で採取した
試料中の99Tc濃度は，他の２地点と比べて数倍高

い値を示した。これらは各地点とも過去の大気圏
内核実験によるフォールアウトによるものである
と考えられる。特に奥越高原は，日本海側で偏西
風の影響を受けやすいため，土壌中の99Tc濃度も
高いことが考えられる。他のフォールアウト核種
の濃度も高いことが報告されており，99Tcについ
ても同様の傾向が確認できた。
　また，東海村内で採取した畑土中の99Tc濃度は
１．５×１０－1Bq/kg・dryであり，同地点で同時に採
取した，ほうれん草中の99Tc濃度は検出下限値未
満であったため，測定の検出下限値である 
３．６×１０－5Bq/kg・dryを用いて移行係数を求めた
ところ，２．４×１０－4を得た。この値は，現在のとこ
ろ、１地点の畑土の試料から得られたものではあ
るが，トレーサ実験で得られる移行係数9）に比べ２
桁以上も小さいことが分かった。なお，本測定に
関する相対標準偏差は５％であった。

３．３　カラム試験

　カラムに土壌を詰め，７価のTcO4－と４価の
TcO2を添加し，蒸留水によってこれらを移行させ
た結果，図６に示すように，７価のTcO4－は，表層
から８cmの間に約４０％が保持されているのに対
し，４価のTcO2の場合には，約８０％が保持されて
いた。この結果から，地中において７価のTcO4－

は水分とともに移行するため，４価のTcO2に比べ
鉛直移行が早いことが実際に確認できた。また，
表層から２８cmまでに保持されなかった添加液は，
蒸留水とともに流出した。

３．４　エージング試験

　バイアル瓶内に土壌を入れ，95mTcを添加し，土
壌とのエージング期間を変化させ，雨水及び模擬
雨水を添加し，土壌への残存率を調べた結果，図
７に示すようにエージング期間が短いものほど，
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図５　結合形態試験概念図

表１　日本国内の表土中99Tc濃度

濃度（Bq/Kg・dry）試料採取地点

（１．８±０．０６）×１０－1

（１．０±０．０３）×１０－1

（１．３±０．０３）×１０－1

（１．３±０．０４）×１０－1

（１．０±０．０４）×１０－1

（８．１±０．０２）×１０－2

（５．８±０．０９）×１０－1

（４．２±０．０５）×１０－1

（１．９±０．０９）×１０－1

茨城県水戸市
茨城県ひたちなか市
茨城県東海村
青森県六ヶ所村
青森県六ヶ所村
青森県六ヶ所村
福井県奥越高原
福井県奥越高原
福井県福井市
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土壌への残存率が少なく，雨水や模擬雨水ととも
に流出することが分かった。更に雨水と模擬雨水
を比較した結果，２０％ほど模擬雨水の浸出率が高
いことがこの実験から分かった。
　このことから，土壌に添着されたTcは，添加後，

短時間のうちに降雨等があった場合，雨水ととも
に流出するが，添着から降雨までに時間がある場
合にはエージング効果が現れ，土壌吸着する割合
が高くなった。この理由の一つとしてTcの化学形
が変化したことが予想される。また，Tcの土壌へ
の残存率及び浸出率には，雨水のpHによる影響が
大きいことが分かった。

３．５　結合形態試験

　褐色森林土を六つの結合形態に分け，エージン
グ期間との相関を求めた結合形態解析の結果，図
８に示すようにTcを添加した直後は，土壌から移
行しやすい水溶態が多く溶出するが，エージング
期間が長くなるに従い，溶出液中に占める鉄・マ
ンガン酸化物結合態や結晶態のような移行しにく
い成分の割合が増加することが分かった。このこ
とは，土壌中のTcの大部分が，添着直後には，水
溶態であるTcO4－が浸出し，雨水等とともに浸出
するが，エージング効果により，土壌中での結合
形態が変化し，雨水等とともに浸出しにくい鉄・
マンガン酸化物結合態や結晶態に変化していくこ
とが示された。
　このことからも，Tcの添着からと降雨までの期
間が土壌中のTcの移行パラメータを求める上で
重要なファクターになることが分かった。

４．おわりに

　ICP‐MSを用いた質量分析法の開発により，こ
れまで取得できなかった，フィールドデータから
土壌中の99Tcの濃度を把握することが可能とな
り，国内の表土中99Tcの濃度は10－1Bq/kg・dry程
度であることが明らかとなった。また，実フィー
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図６　カラム試験でのTcの鉛直移行

図７　雨水と模擬雨水によるエージング試験結果

図８　結合形態解析試験結果
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ルドデータを用いた土壌から植物（ほうれん草）
への99Tcの移行係数は１地点のデータではある
が，２．４×１０－4と算出され，これまで様々な研究機
関で実施されてきたトレーサ試験により得られた
移行係数に比べ２桁以上も小さく，東海村におけ
る実環境での移行係数は１０－4程度であった。小さ
な移行係数が得られたことは，Tcがフォールアウ
トにより土壌に添着してから移行係数を評価する
までに水溶性から難溶性に変化した結果，移行係
数が小さく見積もられたと思われる。
　また，カラム試験の結果からは，これまでの報
告と同様，７価のTcO4－が４価のTcO2に比べしや
すいことが実際に確認できた。
　エージング効果に関しては，エージング期間が
長いほど，土壌Tcとの保持率が高くなり，雨水等
による浸出が生じにくいことが確認された。この
理由は，Tcの結合形態解析試験結果からも明らか
であり，Tcは土壌に添加した直後には，水に移行
しやすい水溶態が多いが，エージング効果によっ
て鉄・マンガン酸化物結合態や結晶態という水と
ともに移行しにくい成分へと変化するためであ
る。このことは，Tcに関する環境評価を行う際に
は，降雨までの期間及び降雨量を考慮して移行解
析を行うことが重要であることを示唆している。
　以上の理由から，汚染地域の環境修復等長期に
わたる汚染の評価及びクリアランスレベルの算定
には，実フィールドデータから得られた移行パラ
メータを用いることが適切であることが推察でき
る。
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１．はじめに

　使用済核燃料中に含まれるルテニウム（Ru）等
の白金族元素及びテクネチウム（Tc）は，再処理
プロセス中において複雑な挙動をとり，抽出工程
内におけるクラッドの生成要因や除染係数（DF）
の決定要因となる。
　また，パラジウム‐１０７（107Pd），99Tc等は長半減
期を有する長寿命核分裂生成物（LLFP）であり，こ
れらを含む高レベル放射性廃棄物の処理・処分を
進める上でも評価上問題となる。
　このような点を踏まえ，これまでに電解析出法
を用いた廃液中からの各種白金族元素の分離回収
技術について研究開発を実施している1）。本法は，
これらの白金族元素が電気化学的に貴であるとい
う性質を利用し，使用済燃料溶解液，高レベル廃

液等の硝酸溶液中より，各元素を電解還元により
電極上に分離回収するものである。
　本報告では，これまでに得られている電解析出
法に関する研究成果の中から，各種白金族元素の
析出挙動に与える硝酸濃度の影響と共存物質の効
果について紹介する。

２．試験

　電解析出法に使用する試験装置の概略図を図１
に示す。電解セルは，イオン交換膜を介した容量
１００mlの陽極室及び陰極室から成っており，陽陰
極材として白金（Pt）電極〔チタン（Ti）材にPt
コーティングしたもの〕を用いた（有効面積
２０cm2）。陰極液及び陽極液は，電解セル外に設置
された各液の貯槽と電解セルの間を40ml/minで
循環し，電解セル中で連続的に電解反応が進行す
る。また，各液の温度は貯槽に設けられた恒温槽
により所定の温度に調整した。
　表１に主要な試験条件を記す。本試験は定電流
電解で実施しており，電流密度はこれまでに実施
した基礎試験の結果2）を踏まえて500mA/cm2とし
た。陰極液は所定濃度の各種白金族元素を含んだ
硝酸溶液を，陽極液は同濃度の硝酸をそれぞれ用
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いた。なお，本試験ではTcの模擬物質として化学
的挙動が類似しているレニウム（Re）を使用した。
　電解の進行に伴い，陰極液中に含まれる白金族
元素は陰極上に還元・析出される。各元素の析出
率は陰極溶液中の残存元素濃度を誘導結合高周波
プラズマ（ICP）分光分析を用いて測定すること
により次式を用いて算出した。

３．結果及び考察

　図２に電解還元開始３時間後における各元素の
析出率に及ぼす硝酸濃度の影響をまとめたものを
示す。図中には各元素が単独で存在する系（以下，
単独系）及び３元素が混合して存在する系（以下，
混合系）それぞれについて得られた各元素の析出
率をプロットしている。
　単独系においては，対象とする硝酸溶液の硝酸
濃度が低い領域（硝酸濃度０．５Ｍ）では各元素とも
に３時間の電解還元により６０％以上の高い析出率
が得られているが，硝酸濃度の増加（硝酸濃度３
Ｍ及び４．５Ｍ）に伴い，Pdを除く各元素の析出率
はいずれも大きく減少する。このような硝酸濃度
の増加に伴う析出率の低下は，主に高硝酸濃度領
域において析出物の硝酸への再溶解が増加するこ
とに起因するものと考えられる。
　混合系においてもこのような高硝酸濃度におけ
るRu及びReの析出率低下は観測されているが，硝
酸濃度が３Ｍ程度までは単独系に比べ硝酸濃度の
増加による影響は小さくなっており，各元素間に
何らかの相互作用が存在することが伺える。
　電解析出法で処理対象としている使用済燃料溶
解液，高レベル廃液等はいずれも数Ｍ程度の高硝
酸濃度の溶液であることから，効率的なプロセス
を構築する上では高硝酸濃度における各元素の析
出率をより向上させる必要がある。本試験では，
硝酸溶液中における金属イオンの還元促進に対し
有効であると予想される２つ還元剤〔ヒドラジン
及び硝酸ヒドロキシルアミン（HAN）〕について，
これらの陰極液への添加が各元素の析出に及ぼす
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図１　装置概略図

図２　電解還元開始３時間後における各元素の析
出率に及ぼす硝酸濃度の影響
（Pdinitial＝100ppm，Ruinitial＝100ppm，
Reinitial＝100ppm）

析出率（％）＝ ×100
C 0V 0－CnV n－　CnV sn

C 0V 0－　CnV sn

C0n：初期濃度 
Cnn：サンプリング濃度
Vsn：サンプリング液量
Vnn：サンプリング時陰極液量
V0n：初期陰極液量

表１　試験条件

条　　件

500mA/cm2

５０�
HNO3；０．５～４．５Ｍ
HNO3；０．５～４．５Ｍ
Pd;100or750ppm 
 Ru;100or1200ppm
Re;100or500ppm 

電　流　密　度
温　　　　　度
陽 極 液
陰 極 液

∑
n－1

1

∑
n－1

1
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影響を検討した。還元剤の添加に伴うPd及びRuの
析出率の経時変化を図３に示す。本図から，各還
元剤の添加によりPdの析出速度は向上されるも
ののRuの析出速度及び最終析出率は逆に低下し
ていることが確認できる。前述のようにRuの析出
率はPdとの共存により上昇する2）ことから，この
ようなRuの析出挙動の変化は，Pd析出速度の上昇
に伴う溶液中のPd濃度の低下（共存するPdイオン
の減少）に起因するものと推定される。
　以上のように，高濃度硝酸溶液中における白金
族元素の電解析出挙動は，溶液中に共存する他の
白金族元素の影響を強く受けるものと考えられ
る。このような複数の白金族元素が共存する場合
の各元素の電解析出挙動についてより詳細な情報
を得るため，各元素を含んだ硝酸溶液及びその溶
液を電解還元することにより得られる陰極析出物
を対象とした各種の分析を実施した。図４はその
一つである硝酸溶液中におけるサイクリックボル
タモグラム（CV）測定の結果を示したものである。
作用電極としてPd硝酸溶液の電解還元より得ら
れたPd析出電極，Ru硝酸溶液の電解還元より得ら
れたRu析出電極，及びPd‐Ru混合硝酸溶液より得
られたPd-Ru析出電極を用いている。
　Pd析出電極において観測されているPdの酸化
波（図中の④）及び酸素の脱離波（図中の⑥），ま
たRu析出電極において観測されているRuの酸化
波（図中の②）が，Pd‐Ru析出電極では観測され
ておらず，Pd‐Ru混合硝酸溶液より得られる各元
素の析出形態がPd及びRu硝酸溶液より得られる
それらとは異なっていることが認められる。この

析出物についてはＸ線回折等の測定結果より立方
最密構造をもつPd‐Ru合金であることを確認して
いる。また，Pd‐Ru析出電極における各元素の析
出電位について，Pd析出電極及びRu析出電極にお
ける値からの貴側へのシフトが見られることか
ら，Pd‐Ru合金が析出することによりこれら元素
の析出過電圧が低下し，その析出が促進されるこ
とが示唆される。このようにPd‐Ru混合系におけ
るRuの析出促進は陰極上でのPd‐Ru合金の析出
に起因するものと考えられることから，Ruの析出
率向上に対しては陰極上へのPd及びRuの同時析
出を効率的に進行させる電解条件の選定が重要と
なる。
　図５は，Ruを含む硝酸溶液の電解還元におい
て，電解開始時に溶液中へPdを一括して添加した
試験，及び陰極上へのPd及びRuの同時析出を効率
的に進行させるため電解中に同量のPdを分割し
て添加した試験それぞれにおいて得られた各元素
の析出挙動を示したものである。図中にはReを含
む硝酸溶液に対して実施した同様の試験より得ら
れた結果も併せて記載している。
　電解開始時にPdを一括して添加した系におい
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図３　Ru/Pd混合系（２．５Ｍ硝酸溶液）における還
元剤の添加に伴うPd及びRuの析出率変化
（Pdinitial＝750ppm，Ruinitial＝1200ppm，
HAN及びヒドラジン＝０．０５Ｍ）

図４　０．５Ｍ硝酸溶液中におけるPd,Ru及びPd‐Ru
析出電極を対象としたサイクリックボルタ
モグラム
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てはPdの大部分が析出した時点でRuの析出がほ
ぼ停止してしまうのに対し，電解中にPdを分割し
て添加した系においてはその都度Ruの析出が促
進され６時間の電解還元によりほぼ全量（９９％）
のRuが陰極上に析出・回収される。なお，Reに
ついてもPdの分割添加に伴う析出促進効果が観
測されているが，試料溶液を対象に実施したＸ線
吸収端微細構造（EXAFS）測定の結果等から，そ
の促進機構についてはRuの場合とは異なり，溶液
中における各金属イオン間の相互作用等に起因し

ているものと考えられる。

４．おわりに

　以上のような高濃度硝酸溶液中でのPd共存下
における白金族元素の析出促進効果を利用し，模
擬高レベル廃液を対象としたPd連続添加条件下
における電解還元試験を実施しており，本法が模
擬高レベル廃液中の各種白金族元素の析出回収に
対しても有効であることを確認している。陰極上
に析出したPdを含む各種の白金族元素について
は，電解酸化法による硝酸溶液中への一括溶解後，
添加したPd及び各元素を電解析出法により選択
的に陰極上に回収するフローシートについて評価
を進めており，今後実溶解液及び高レベル廃液へ
の適用に向けたプロセス条件の最適化が必要とな
る。
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図５　Ru/Pd及びRe/Pd混合系（２．５Ｍ硝酸溶液）
におけるPd添加時の各元素の析出挙動
（Pdinitial＝750ppm，Ruinitial＝1200ppm，
Reinitial＝500ppm）
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１．はじめに

　東濃地科学センターは２００１年６月２８日～２９日に
セラトピア土岐において，「第１４回　タンデム加速
器及びその周辺技術の研究会」を開催した。
　本研究会はタンデム加速器に関係する研究者が
一堂に会し，タンデム加速器に関する情報の交換
や研究者間の交流を行うことを目的としており，
１９８８年から毎年１回，タンデム加速器を保有する
大学や研究機関が主体となって開催されてきた。
　東濃地科学センターでは，１９９８年にタンデム加
速器を導入し，炭素同位体を用いた年代測定など
を実施しており，このほど，本研究会を開催する
こととなった。
　本研究会の特色は，タンデム加速器に関係する
幅広い分野の研究者が一堂に会することである。
タンデム加速器を用いた応用研究の分野は，原子
核・原子・物性物理学，ビーム科学，放射線化学，
材料工学，電子工学，原子力工学，地球科学，考
古学，生物学，環境科学などにまたがる。今回の
研究会への参加者は，タンデム加速器を保有する
機関の研究者やそれに関係する技術者等，計８３名
であった。

２．研究会の概要

　研究会は，６月２８日と２９日午前に研究発表，６月
２９日の午後に東濃地科学センターのタンデム加速
器施設の見学というスケジュールで行われた（表
１）。
　施設現状について１２件の報告がなされた（大学
７件，国立及び公立研究機関４件，民間機関１件）。
報告の内容は，前回の研究会以降のタンデム加速
器の運用実績に加え，施設の不具合とそれに対す
る対処方策などである。タンデム加速器を製造す
るメーカーは限られており，同一メーカーの加速
器が複数の施設で使用されている。このため，同

様の不具合の出現を心配してか，不具合の詳細に
ついて多くの質問が出されていた。
　タンデム加速器を用いた応用研究の成果につい
ては，セッション３で５件の報告，そしてセッシ
ョン６で３件の報告が行われた。このうち，２件が
環境科学，２件が地球科学，４件が原子核・原子・
物性物理学の分野の報告であった。これらはいず
れもタンデム加速器のユーザーサイドからの報告
である。この中では，宇宙環境で使用される半導
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第１４回　タンデム加速器及びその周辺
技術の研究会

写真１　研究会風景

表１　プログラムの概要
（括弧内は東濃地科学センターからの発表数）

２００１年６月２８日（木）　１０：００～１８：００

６件施設現状報告（その１）セッション１

６件施設現状報告（その２）セッション２

５件（１件）応用研究（その１）セッション３

１９件（３件）ポスターセッションセッション４

２００１年６月２９日（金）　９：１５～１４：３０

５件加速器技術開発セッション５

３件応用研究（その２）セッション６

施設見学
（東濃地科学センター　ペレトロン年代測定装置）

笹尾　英嗣　　宮田　初穂

東濃地科学センター
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体デバイスの宇宙放射線による損傷メカニズムを
解明するため，シングルイベント現象の発生機構
の解明に向けた取組などが報告された。
　このほか，世界中で炭素同位体分析を行なって
いる１００以上の機関に同一試料を送付し，測定結果
を比較検討するというプロジェクトの結果の概要
が報告された。さらに，炭素同位体年代測定に関
して，試料前処理の担当者が異なることにより測
定結果に差異が生じること，その差異は担当者に
よって明瞭な傾向を示すため，担当者のいわば
「癖」であると考えられることなど，年代測定の実
務に携わる者にとって非常に有益な報告がなされ
た。
　東濃地科学センターからは，ペレトロン年代測
定装置で行なっているベリリウム同位体組成によ
る年代測定の技術開発の概要を報告した。
　タンデム加速器にかかわる技術開発に関して
は，５件の報告が行われた。この中では微粒子イオ
ン加速器を用いた質量分析器の開発やタンデム加
速器の制御系の開発の成果などが報告された。
　ポスターセッションでは１９件の報告が行われ
た。ポスターセッションは時間の都合で当初予定
した１時間よりも短縮して行われたが，各ポス
ターの前では盛んな議論が交わされていた。
　東濃地科学センターからは，ポスターセッショ
ンで３件の報告を行なった。内容は雲仙火山の噴
火史解析，地震イベント解析，地層の堆積速度に

関する研究であり，いずれもペレトロン年代測定
装置を用いた研究の成果である。
　施設見学では，約５０名の参加者がペレトロン年
代測定装置を見学した。見学会中は装置の運転を
止め，施設内の各所に対応者を配置し，参加者に
自由に施設の内部を見学していただき，適宜質問
に応じるという方法をとった。参加者は各自の興
味に従って見学され，対応者に細部にわたる鋭い
質問を投げかけていた。中でも，試料の前処理の
方法に質問が集中した。

３．おわりに

　東濃地科学センターでは，地層科学研究の一環
として地質現象などの年代を求めるために，タン
デム加速器を用いた炭素同位体の測定を行ってい
る。さらに，ベリリウム同位体の測定技術や微量
試料の測定技術の開発に取り組んでいる。
　研究会・見学会と通して，東濃地科学センター
のタンデム加速器の測定・試料処理技術や，現在
開発を進めているベリリウム同位体や微量試料の
測定技術の開発について，参加者の皆様から貴重
な助言を頂いた。今後，これらの助言を生かして
施設及び技術の向上に取り組んでいきたい。

　なお，２００２年には，国内で２件のタンデム加速
器に関する国内会議＊が開催されることとなって
おり，それらの概要が紹介された。
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＊第９回加速器質量分析に関する国際会議（Ninth International Conference on Accelerator Mass Spectrometry；２００２年９月９～１３日に名古屋大学で開催）及び第８回 核マイクロプロー
ブ技術応用国際会議（The 8th international conference on nuclear microprobe technology and applications；２００２年９月８～１３日に群馬県高崎市で開催）
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１．はじめに

　技術のブレークスルーや革新的な技術展開を図
るためには，研究開発に当たって，広く国内外の
各専門分野の人材を結集し，基礎に立ち返ること
が重要である。
　サイクル機構は，これまで大学及び研究機関（以
下，大学等）との連携を強化し，大学等の研究者，
技術者の積極的な参画を求めるとともに，施設の
一層の利活用を図り，開かれた研究体制の整備を
進めてきている。
　その一環として，１９９５年度より順次，研究開発
プロジェクトに先行する基礎・基盤的研究にかか
わる先行基礎工学研究協力制度，若手研究者の育
成を兼ねた博士研究員制度等の「大学等との研究
協力制度」（以下，本制度）を整備，推進してい
る。
　研究協力の具体的な実施に当たっては，大学の
教官及びサイクル機構の役職員等から構成される
委員会及び分科会を設け，研究協力課題等の選考，
研究成果の評価，研究実施に関すること等につい
て審議・検討を行い，円滑な研究協力の実施を図
っている。
　また，本制度にかかわる研究協力課題等が終了
した後には，その成果を公開するとともに，今後
の研究開発に反映するため，年１回の頻度で研究
成果の報告会を開催している。
　本稿は，２００１年７月２４日に大洗工学センターで
開催した先行基礎工学研究協力制度及び博士研究
員による研究成果の報告会について紹介するもの
である。

２．制度の概要

２．１　先行基礎工学研究協力制度の概要

　先行基礎工学研究協力制度は，１９９５年度から導
入しており，研究開発プロジェクトに先行する基

礎・基盤的研究テーマをサイクル機構が設定し，
大学等の研究者から研究目的を達成させる上で必
要な研究協力課題を募集する。協力形態としては，
共同研究の形態または大学の教官等を客員研究員
として受け入れる形態のどちらかにより実施して
いる〔両形態ともに大学院博士前期課程・博士後
期課程の学生を研究生（複数参加も可能）として
伴うことも可能〕。
　研究は，サイクル機構及び応募者の所属機関の
施設等を利用し，原則として３年間以内の期間内
で大学等の研究者とサイクル機構の研究者は，協
力して進めている。

２．２　博士研究員制度の概要

　博士研究員制度は，１９９７年度から導入しており，
サイクル機構が博士の学位を持った若手研究者を
２～３年間の期間を限定して採用する。若手研究
者は，サイクル機構の先導的，基礎・基盤的な研
究業務に関連して，サイクル機構が承認した研究
テーマを自主的に遂行し，研究者としての業績を
得ていくとともに人材育成を図る制度である。

３．研究成果報告会

　本報告会は，研究が終了した研究協力課題等の
成果を公開し，大学等の研究者から助言，指導，
提案等を頂き，今後の研究開発に反映させること
を目的としている。

３．１　報告会概要

　本制度に関係している大学等の研究者及びサイ
クル機構の研究者を合わせて約１００名の参加者が
あり，先生方をはじめ参加者同士の忌憚のない意
見交換の場になった。報告された研究協力課題等
を表１に示す。
　本報告会では，２０００年度に終了した先行基礎工

会
議
報
告

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

大学等との研究協力制度にかかわる
平成１３年度研究成果報告会

亀田　昭二
本社　技術展開部
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学研究協力制度に関する研究協力課題８件（内訳：
高速増殖炉関係；６件，環境技術関係；２件）及
び博士研究員による研究テーマ２件の研究成果
（合計１０件）について概要報告がなされた。表１に
従い，その概要を以下に示す。
（１）粒子法を用いたナトリウム漏洩燃焼解析手法

の開発
　液体金属冷却高速増殖炉（LMFBR）の安全性の
より一層の向上の図る上で必要なナトリウム漏え
い燃焼の評価手法の開発を行うため，粒子法を適
用し，そのために必要な粒子計算モデルを開発す
るとともに，予測手法の確立を行った。
（２）燃焼エアロゾル挙動解析手法の開発
　ナトリウムプール燃焼時の機構論的解析手法を
確立し，燃焼影響評価の精度向上に資するため，
エアロゾルと反応エネルギーの生成・輸送メカニ
ズムの解明を行った。
（３）FBR冷却系における流体物性変化を伴う流動

現象に関する研究　－物性変化を伴う流動現
象モデル－

　FBR冷却系における蒸気発生器内でのナトリウ
ムー水反応の安全性の向上を図るため，化学反応
による流体の物性変化が流れ場に強く影響する反
応性流れ場の挙動解明を行った。
（４）NaFe複合酸化物の化学熱力学特性変化に関

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９
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（注１）　現在：産業技術総合研究所　深部地質環境研究センターの職員
（注２）　現在：サイクル機構の職員

研究協力機関
研究協力者

機構側実施箇所
研 究 協 力 者

研　　究
協力形態

研究協力テーマ　　　　　研　究
研究協力課題　　　　　テーマ

No.

東京大学　大学院工学系研究科
附属原子力工学研究施設
越塚　誠一　助教授

大洗工学センター
システム部　熱流体Gr
岡野　　靖

共同研究
ナトリウム漏えい燃焼形態の予測手法に関する研究

１
粒子法を用いたナトリウム漏えい燃焼解析手法の開発

東京工業大学　原子炉工学研究所
二ノ方　壽　教授

大洗工学センター
システム部　熱流体Gr
岡野　　靖

共同研究
ナトリウム燃焼時のエアロゾル挙動に関する研究

２
燃焼エアロゾル挙動解析手法の開発

東京大学　大学院工学系研究科
附属原子力工学研究施設
岡本　孝司　助教授

大洗工学センター
システム部　熱流体Gr
高田　　孝

共同研究
FBR冷却系における流体物性変化を伴う流動現象に関する研究

３ 同　上
―物性変化を伴う流動現象モデルー

東京大学　大学院工学系研究科
システム量子工学専攻
山脇　道夫　教授

大洗工学センター
技開部　機安Gr
古川　智弘　他

共同研究
ナトリウム化合物の熱力学特性変化に関する基礎的研究

４
NaFe複合酸化物の化学熱力学特性変化に関する基礎的研究

森川　徳敏　博士研究員
（注１）

東濃地科学センター
施設技術Gr
落合　洋治

博 士
研 究 員

地球化学的調査に基づいた地下水流動に関する研究５

岡山大学　環境理工学部
環境デザイン工学科
西垣　誠　教授

東濃地科学センター
環境特性研究Gr
竹内　真司　他

共同研究
水理試験と地球物理学的手法を組み合わせた地下水の調査・
解析手法の研究６
クロスホール試験の解析法の開発に関する研究

京都大学　大学院工学研究科
土木システム工学専攻
大津　宏康　助教授

東海事業所　環境センター
処分研究部　システム解析Gr
澤田　　淳

共同研究
我が国の岩盤におけるき裂特性とそのモデル化に関する研究

７ 同　上
―き裂モデルの信頼性評価手法の開発―

古高　和禎　博士研究員
（注２）

東海事業所　環境センター
先進リサイクル部　解析評価Gr
原田　秀郎

博 士
研 究 員

高分解能光核反応断面積の測定による巨大共鳴構造の研究
８

大阪大学　大学院工学研究科
原子力工学専攻
山中　伸介　教授

大洗工学センター　照射セ
ンター　燃材部　AGS
山本　一也　他

共同研究
高燃焼度燃料の物性に関する基礎的研究

９ 模擬燃焼燃料を用いた高燃焼度燃料の熱物性及び機械的性質
に関する基礎的研究

名古屋大学　医学部　保健学科
放射線技術科学専攻
宮原　洋　教授

東海事業所　安全管理部　
線量計測課
百瀬　琢磨　他

共同研究
内部被ばく線量評価高度化に係る共同研究

１０ ２次元データ集積装置を用いるγ―γ同時計測法による放射
能絶対測定の検討

表１　大学等との研究協力制度にかかわる平成１３年度研究成果報告会

写真１　報告会風景
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する基礎的研究
　漏洩ナトリウムによる炭素鋼製構造物の腐食機
構の詳細解明や腐食抑制・防止策を検討するため，
種々のNaFe複合酸化物に関する信頼性の高い熱
力学データの整備を行った。
（５）地球化学的調査に基づいた地下水流動に関す

る研究
　地下水中の希ガスを用いた地球化学的な地下水
流動解析手法の開発を行うため，①地下水中の希
ガス分析の確立，②東濃鉱山周辺の地下水の希ガ
ス濃度，同位体組成の解明，③希ガスデータと他
の地球化学的，水理学的，地質的デートとを併せ
ることにより，地球化学的見地から地下水の流動
状態を詳細に把握した。
（６）クロスホール試験の解析法の開発に関する研

究
　定圧・定流量・正弦波等によるクロスホール水
理試験の調査結果と比抵抗・弾性波・電磁波等の
地球物理学的調査手法による調査結果を組み合わ
せて，岩盤中の地下水の流動経路や水理特性の空
間的な広がりを３次元的に把握するための調査・
解析手法の体系化を図った。
（７）我が国の岩盤におけるき裂特性とそのモデル

化に関する研究　－き裂モデルの信頼性の信
頼性評価手法の開発－

　土木分野で広く集められているき裂データを利
用して我が国の岩盤におけるき裂特性を明らかに
していくとともに，得られたき裂特性パラメータ
を用いて統計的に構築したき裂ネットワークモデ
ルの妥当性及び信頼性を過去の研究の知見も踏ま
えて評価を行った。
（８）高分解能光核反応断面積の測定による巨大共

鳴構造の研究
　核データの高精度化を図るため，核データの高
精度測定技術を開発し，FP核の中性子吸収断面積
の精密測定及び光吸収断面積の微細構造の研究を
行った。
（９）模擬燃焼燃料を用いた高燃焼度燃料の熱物性

及び機械的性質に関する基礎的研究
　高速炉燃料の高燃焼度化達成に必要な高燃焼度
におけるMOX燃料の熱物性及び機械的性質を評
価するため，照射試験を含め試験技術上困難な高
燃焼度の測定データを補完する手段として計算機
シミュレーションによる熱伝導率，比熱，熱膨張
率及び弾性率の予測評価手法の技術的見通しを得

ることができた。
（１０）２次元データ集積装置を用いるγ－γ同時計

測法による放射能絶対測定の検討
　体内摂取された放射性物質による内部被ばく線
量の評価を行うため，従来行われている体格差や
分布に対する補正が困難な体外計測法ではなく，
体内摂取された放射性物質の放射能をγーγ同時
計測法により直接絶対測定する体格や分布に依存
しない方法について検討を行った。

　報告会のまとめとして，大学では使用できる施
設・設備が限られており，サイクル機構の施設・
設備を使用できるという点からも本制度は非常に
有益である。
　報告会では多領域にわたる報告がされており，
大学との共同研究も成熟してきた感がある。
　今後とも継続していき，すばらしい成果が出る
ことを期待したい旨の講評がなされた。

４．おわりに

　本年度は，昨年度に引き続き先行基礎工学研究
協力制度に加え，博士研究員による研究成果の報
告もなされた。
　本報告会では，多数の大学の先生方に参加して
いただき，先生方をはじめ参加者から活発な質疑
応答が行われた。本報告会での広範な視点からの
助言，指導，提案等をサイクル機構の今後の研究
開発に反映し研究内容の更なる充実を期待した
い。
　また，本制度は，展開期の段階になり，更に開
かれた研究開発体制の一環として，大学等との連
携の強化及び充実を図ることとし，今後とも本制
度がますます発展することへの御協力をお願いい
たします。
　最後に，本報告会に御多忙中のところ御参加い
ただいた大学の先生方にお礼を申し上げるととも
に，開催に当たり御協力いただいた関係者の方々
にこの場を借りて感謝いたします。
　なお，本報告会にかかわる研究成果で既に発行
している報告書を以下に示しますので御利用くだ
さい。
①　JNC TN1400 2001‐010　先行基礎工学研究に
関する平成１２年度研究概要報告

②　JNC TN1400 2000‐011　博士研究員による平
成１２年度研究概要報告
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③　表１の№１関係
�）JNC TY9400 2000‐012　ナトリウム漏洩燃焼
形態の予測手法に関する研究　－粒子法を用い
たナトリウム漏洩燃焼解析手法の開発（中間報
告書）－
�）JNC TY9400 2001‐009　粒子法を用いたナト
リウム漏洩燃焼解析手法の開発（最終詳細報告
書）
④　表１の№２関係
�）JNC TY9400 99‐008　ナトリウム燃焼時のエ
アロゾル挙動に関する研究　－化学反応モデル
の　開発とエアロゾル輸送挙動の簡易評価－
�）JNC TY9400 2001‐010　ナトリウム燃焼時の
エアロゾル挙動に関する研究
⑤　表１の№３関係
�）JNC TY9400 2000‐016　FBR冷却系における
流体物性変化を伴う流動現象に関する研究　－
物性変化を伴う流動現象モデル（平成１１年度報
告書）－

�）JNC TY9400 2001‐008　FBR冷却系における
流体物性変化を伴う流動現象に関する研究　－
物性変化を伴う流動現象モデル（平成１２年度報
告書）－

⑥　表１の№４関係
�）JNC TY9400 2001‐006　ナトリウム化合物の
熱力学特性変化に関する基礎的研究（平成１１年
度報告書）

�）JNC TY9400 2001‐005　ナトリウム化合物の
熱力学特性変化に関する基礎的研究（平成１２年
度報告書）

⑦　表１の№５関係
・JNC TN7400 2001‐003　地球化学的調査に基
づいた地下水流動に関する研究－東濃地域を対
象とした溶存希ガスによる地下水調査－
⑧　表１の№６関係
・JNC TY7400 2001‐002　クロスホール試験の
解析法の開発に関する研究

⑨　表１の№７関係
�）JNC TY8400 2000‐001　我が国の岩盤におけ
る亀裂特性とそのモデル化に関する研究（平成
１０年度報告書）
�）JNC TY8400 2000‐006　我が国の岩盤におけ
る亀裂特性とそのモデル化に関する研究－亀裂
モデルの信頼性評価手法の開発（平成１１年度報
告書）－

�）JNC TY８４００ ２００１‐００４　我が国の岩盤におけ
る亀裂特性とそのモデル化に関する研究－亀裂
モデルの信頼性評価手法の開発（最終報告書）
－

⑩　表１の№８関係
�）JNC TN8400 2000‐028　ガンマ線分光法によ
る各データ測定精度の高度化に関する研究

�）JNC TW8418 2001‐002　高分解能高エネル
ギー光子スペクトロメータの開発

⑪　表１の№９関係
�）JNC TY9400 2000‐004　模擬燃焼燃料を用い
た高燃焼度燃料の熱物性及び機械的性質に関す
る基礎的研究（�）（平成１０年度報告書）

�）JNC TY9400 2000‐011　模擬燃焼燃料を用い
た高燃焼度燃料の熱物性及び機械的性質に関す
る基礎的研究（�）（平成１１年度報告書）

�）JNC TY9400 2001‐004　模擬燃焼燃料を用い
た高燃焼度燃料の熱物性及び機械的性質に関す
る基礎的研究（Ⅲ）（平成１２年度報告書）

⑫　表１の№１０関係
・JNC TY8400 2001‐002　内部被ばく線量評価
高度化に係わる共同研究
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技術展開部　技術協力課　亀田

ＴＥＬ　　０２９－２８２－１１２２（内線４１１１１）

ＦＡＸ　　０２９－２８２－７９８０

E‐mail　　daigaku＠jnc.go.jp
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１．高速増殖原型炉「もんじゅ」

　２００１年５月７日から２００１年度設備保全工事を開
始した。保全工事項目としては，取水口部の浚渫，
制御盤内電装品の交換である。
　２００１年５月１９日，遠山文部科学大臣が視察され，
原子力の研究開発に携わることの重要性と同時
に，安全確保について自覚と責任のもとに取り組
んで欲しい旨，もんじゅ従業員へ訓示をされた。
　２００１年５月２１日，「もんじゅ」見学者実績が県内
外含めて５万人を達成した。
　２００１年６月５日に福井県及び敦賀市から，２０００
年１２月８日に福井県及び敦賀市に対し行った安全
協定に基づいた，ナトリウム漏えい対策等に係る
工事計画の事前了解願いについて，原子炉設置変
更許可の申請を行うことが了承された。
　２００１年６月６日に経済産業省へ原子炉設置変更
許可の申請を行った。
　２００１年６月１８日，経済産業省より，２次冷却系温
度計の復旧に係る設計及び工事の方法の変更の認
可申請に当たっての２次冷却系温度計の健全性に
関する指示文書と，もんじゅの安全性総点検に係
る対処及び報告についての指示文書を受けた。
　２００１年６月２９日，２次冷却系温度計の復旧に係
る設計及び工事の方法の変更の認可申請と，安全
総点検指摘事項に対する対応計画及び対応状況に
ついての報告を経済産業省に行った。
　上記を踏まえ，今後も設置変更許可（安全審査）
対応，設工認対応，安全性総点検指摘事項対応等
を実施していく。

２．原型炉技術の総合評価と高度化技術開発

　「もんじゅ」の成果を高速増殖炉の実用化に反映
するため，原型炉技術の総合評価と高度化技術開
発を進めている。
　原型炉技術の総合評価は，「もんじゅ」性能試験

等のデータに基づき，炉心，プラント設備機器等
の性能・機能を総合的に評価し，「もんじゅ」技術
の妥当性を評価するものである。また，運転再開
後のプラントの健全性，信頼性，安全性を確認す
るため，技術体系の整理，設計手法の整理等を継
続実施するとともに，過去１０年来構築してきた運
転情報，設計情報等のデータベースをより汎用化
するため，それらを統合化する検討を継続してい
る。
　被ばく低減化対策を目的とした放射性物質の評
価・抑制法の検討については，トリチウム挙動解
析コードの高速炉線量当量率可視化システムへの
組み込み作業を終了した。また，２次系コールドト
ラップに蓄積したトリチウムの除去法基礎試験
（�）を終了し，単体成分系熱分解率試験のデータ
を取得した。
　ナトリウム関連技術の高度化については，プラ
ント主要系統機器のクリープ疲労損傷評価を行う
構造健全性モニタリングシステムの開発を進めて
おり，２０００年度末よりプロトタイプシステムの試
験運用を開始した。現在，地震荷重評価などの評
価機能向上に向けた検討を行っている。
　運転・保守技術の高度化については，動特性解
析コードS‐COPDを用いて「もんじゅ」の総合機
能試験における１次主冷却流量制御評価を終了し
たが，実機で見られた制御系の振幅や周期より小
さい結果が得られたため，解析モデルの見直しを
行っている。
　「もんじゅ」制御棒の長寿命化については，２００１
年度に実施するダブルポーラスプラグ（多孔質金
属製端）型ピンのナトリウム中特性試験の計画立
案を行った。
　国際的に開かれた共同研究の場として「もん
じゅ」における研究開発を推進するため，欧米よ
り招へいした４名の海外研究者とともに研究開発
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を継続して行っている。

３．外部機関との研究協力

　高速増殖炉で使用されるセラミックス材料の照
射損傷メカニズムの解明に資するデータ取得を目
的とした基礎研究を若狭湾エネルギー研究セン
ターに委託して進めており，B4Cペレット製法の
違いによる（炭酸還元法とマグネシウム還元法）
照射結果の影響を把握した。この結果を受けて，
２００１年度の研究計画の検討を行っている。
　２０００年１１月より福井大学と４件の共同研究（�
蒸気発生器ヘリカルコイル内気液二層流の多次元
解析，�配管の変位・変形・振動モニタリングシ
ステム，�FBRプラントにおけるき裂進展評価手
法の高度化に関する研究，�高出力ミリ波セラミ
ックス焼結法による制御棒材の改良と長寿命化）
を進めており，２０００年度実施分について概要報告
書を作成した。

４．関連施設の設計・建設

４．１　アクアトム

　原子力エネルギーをはじめ，科学技術全般の普
及，啓発に役立ち，かつ地域交流の場となる施設
として，またサイクル機構の業務等に対する一般
の方々からの理解促進，信頼回復のための活動拠
点とすることを目的として，建設を行ってきた。
アクアトムは２００１年６月５日開館した。

４．２　原子力緊急時支援・研修センター福井支所

　サイクル機構では，原子力災害における緊急時
において，オフサイトセンターを技術的に支援す
るための原子力緊急時支援・研修センターを茨城

県ひたちなか市に，福井支所を敦賀市縄間地区に
設置する。
　福井支所については，２００１年秋頃竣工を目途に
３月２７日着工した。現在，２００１年度内運用を開始
すべくシステム関係整備及び調整を継続してい
る。また，専門家の派遣等緊急時の支援体制を整
備するとともに，専門家を対象とした研修を実施
した。

５．教育訓練

　運転員，保守員の教育訓練を目的に，もんじゅ
シミュレータによる教育・訓練，FBRサイクル総
合研修施設を用いたナトリウム取扱研修及び保守
研修を行っている。
　ナトリウム取扱研修については，「ナトリウム
実験専門コース」，「ナトリウム純化系コース」，「ナ
トリウム消火訓練コース」等の教育・訓練を実施
した。シミュレータについては，「系統教育」，「シ
ミュレータ中級運転員コース」，「ファミリー訓
練」，「運転責任者コース」等の研修を実施した。
　２００１年度より，FBR技術者の教育を目的とした
「FBR基礎講座」を新たに開講した。

６．その他敦賀本部共通

　原子力エネルギー安全月間における敦賀本部長
パトロールを２００１年５月１１日に，「ふげん」「もん
じゅ」において実施した。
　２００１年度第１回の保安検査が，新型転換炉ふげ
ん発電所及び高速増殖炉もんじゅ建設所におい
て，５月２８日から６月１５日にかけて実施された。

（敦賀本部）
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１．はじめに

　実用化戦略調査研究は，軽水炉サイクル及びそ
の他の基幹電源と比肩する経済性を達成し得るよ
う，高速増殖炉（FBR）サイクルが本来有する長
所を最大限に活用した実用化像を創出し，あわせ
て，将来社会の多様なニーズに柔軟に対応できる
開発戦略を提示することにより，FBRサイクルを
将来の主要なエネルギー供給源として確立するこ
とを目的としている。
　フェーズ�（１９９９～２０００年度）では，幅広い技
術的選択肢の検討評価を行い，有望な実用化候補
概念を抽出した。フェーズ�（２００１～２００５年度）

では，フェーズ�で抽出された炉，再処理，燃料
製造の個々の概念に対し，要素技術の工学的試験
等を含めた検討評価を行い，FBRサイクル全体と
しての整合性を図りながら，経済性を含めFBRサ
イクルが本来有する長所を最大限発揮できるよう
な実用化候補概念を２～３程度に絞り込むととも
に，２０１５年頃の実用化を目標とした技術体系の整
備を図るべく，フェーズ�以降の開発計画を策定
することとしている。（図１参照）
　フェーズ�の開始となる２００１年度の第１四半期
では，
�　取りまとめたフェーズ�の成果を，原子力委

図１　実用化戦略調査研究フェーズⅡの展開

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

高速増殖炉サイクル実用化戦略調査研究
－高速増殖炉サイクルの研究開発－



１５８

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

概
況
報
告

員会，関係機関等に報告するとともにプレス等
に公表して，広く意見を求め，今後の研究開発
活動に資することとした。（５月１１日プレス公
表）

　　なお，成果については，８件の技術論文とし
て，技報No．１２別冊にまとめて２００１年９月に発
行する予定である。

�　フェーズ�でも，更に革新的技術を創出する
観点から，２回目の革新的技術アイデア公募を
行った。（公募期間：５月１１日～６月２９日）

　　第２四半期に選定評価を行い，５件程度の共
同研究を開始する予定である。

�　研究課題評価委員会によるフェーズ�成果の
事後評価とフェーズ�の実施計画に対する評価
を受けるために準備を進めた。（第１回：７月９
日，第２回：８月２７日）

�　フェーズ�から，要素技術開発試験が本格化
することから，大洗工学センターの研究グルー
プを再編成するとともに，プロジェクト会議を
頂点とする研究推進体制を見直し，より，効率
的にプロジェクトが推進できるようにした（図
２参照）。

２．高速増殖炉システム

　フェーズ�の開始に当たり，フェーズ�で抽出
された有望な概念についての設計要求の見直しと
設計条件の具体化を図るとともに，フェーズ�の
研究基本計画に基づく，主要な技術課題に対する
向こう３年間の研究の進め方を検討した。特に，
本フェーズにおいては，概念の成立性を左右する
と考えられる革新性の高い枢要な技術について，
要素試験を重点的に実施することとしており，こ
れらの設計検討への反映を含めた計画の具体化及
び試験装置の設計等を開始した。また，前期から
検討が進んでいるものについては，予備試験等を
実施した。以下に，主要な炉概念に関する検討の
実施状況を概説する。
�　ナトリウム冷却炉については，経済性の大幅
向上を狙ったコンパクトな２ループプラント概
念の成立の鍵となる炉内上部プレナムの熱流
動，大型配管及び合体機器の振動特性等につい
て，これまで外部の専門家との議論等を反映し
つつ，設計における対策と併せて試験の具体化
検討を行った。この中で，優先度が高い炉内上
部プレナムにおける流動特性の確認について

図２　実用化戦略調査研究フェーズⅡの会議構成
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は，本年度からの試験開始に向け水流動試験装
置の概略仕様を固めた。
�　重金属冷却炉については，システム概念構築
の上で最も重要な課題である鉛ビスマスの材料
腐食特性の明確化のために，内外の研究機関に
おける試験装置の調査に基づき，高温条件で酸
素濃度測定が可能な装置を有する独国FZKと共
同で材料試験研究を実施することとし，年度後
半の試験開始に向けて試験条件を具体化した。

�　ガス冷却炉に関しては，フェーズ�に引き続
き炉心性能の向上のための炉心の設計検討を行
うとともに，自然循環除熱機能等に関するプラ
ント設計検討を進めている。

�　小型炉については，分散電源等の多目的利用
を主目的としたナトリウム及び鉛ビスマス冷却
小型炉を対象に経済性向上方策の検討を行うと
ともに，熱利用，水素製造等の可能性について，
プラント主要設計条件の検討を開始した。

３．燃料サイクルシステム

　フェーズ�報告書の最終取りまとめを行い，実
用化に向けた候補技術として再処理については先
進湿式法，酸化物電解法及び金属電解法を，また
燃料製造については簡素化ペレット法，振動充て
ん法，鋳造法を選定した，今後の開発課題等を明
らかにした。
　選定された技術については，フェーズ�末まで
に比較評価が定量的に実施できるよう，要素技術
開発を確実に進める必要がある。このため，今後
５ヵ年を見通した開発計画について，関係部署の
コメントを得ながら，より詳細化を図っている。
具体的には，東海事業所内高レベル放射性物質研
究施設（CPF）内に乾式再処理技術開発の基盤を
整備すべく，（財）電力中央研究所との共同研究に
基づき金属電解法Pu試験設備設置の準備を進め

ている。これと並行して先進湿式法に関する試験
を行うため，CPF内のセル改造工事を継続して実
施している。振動充てん燃料開発については，燃
料照射挙動評価まで含めた共同研究をスイス・
ポールシェラー研究所（PSI）との間で進めてい
る。
　フェーズ�において，候補技術に関するシステ
ム設計を進める際の基本仕様となる設計要求事項
の検討を開始した。
　フェーズ�での検討体制として，事業所間，部
門間にまたがる課題の調整や成果の評価のため，
本社，大洗工学センター及び東海事業所の専門家
からなる会議体を設置した。これは再処理とそれ
に整合した燃料製造を一連の流れととらえた三つ
のシステムの検討会，及び燃料開発上の課題を共
通的に検討する検討会と，これら四つを束ね，か
つライン業務との整合を図るための責任者クラス
による会議体からなる。

４．統合評価

　フェーズ�開始に当たって，サイクル全体とし
ての開発目標の見直しを行った。また，FBRサイ
クル導入シナリオ構築の一環として水素製造FBR
シナリオの検討を行い，燃料電池自動車向け水素
をFBRを用いて供給した場合の長期的設備規模見
通しを試算した。さらには，フェーズ�設計候補
概念比較の一指標となるべく，社会的受容性，小
型炉などに関する評価指標の検討を継続してい
る。なお，FBR研究開発投資効果の試計算を進め
ており，投資額の数倍に相当する経済効果がある
との結果を得ている（図２参照）。

本社：経営企画本部

　　　　 FBRサイクル開発推進部� �
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１．高速増殖炉固有の技術開発

１．１　安全性の研究

　高燃焼炉心での変形ピンバンドル内の熱流動現
象を予測する手法の開発については，集合体内の
変形に伴うクロスフローが生じる場合の熱流動特
性を評価するために必要となる実験計測手法（可
視化画像を用いた熱流動特性計測）の開発を筑波
大学との先行基礎工学協力研究により実施してい
る。また，集合体内にポーラス状の閉塞が生じた
場合の熱流動現象把握のためのナトリウム試験に
備え，２０００年度実施したナトリウム予備試験結果
の評価を含め，予備解析を実施した。
　全炉心熱流動評価手法の開発については，自然
循環による崩壊熱除去に関し，インターラッパー
フローの炉心部形状に関する依存性，流れの周方
向依存性を明らかにするための水試験準備を行っ
た。
　起因過程解析コードSAS4Aを仏国原子力安全防
護研究所（IPSN），独国カールスルーエ研究セン
ター（FZK）と共同で開発している。SAS4Aコー
ドの信頼性向上のために，IPSN，FZKとともに専
門家会議（SAS4A専門家会議，２００１年６月６～８
日開催）を大洗工学センターで開催し，日欧統合
バージョン作成に向けた準備を進めた。CABRI‐
FAST総合評価から得られた中空燃料のULOF（流
量減少時スクラム失敗）時破損条件の知見を反映
し，PCMI（燃料ペレット／被覆管機械的相互作
用）の不確定性低減に向けたモデル改良方策の検
討を実施した。金属燃料高速炉の炉心安全性評価
については，燃料破損条件の不確定性について検
討し，課題を摘出した。
　炉心崩壊過程解析手法の高度化については，炉
心崩壊過程解析コードSIMMER‐�の検証解析を
進める中での物理モデル及び数値解析アルゴリズ
ムの改良に関し，炉心融体の燃料ピン束への進入

固化挙動についてのモデル検証を行うための解析
を実施した。多成分多相流の熱流動現象の数値シ
ミュレーションに関する研究については，SIM-
MER‐�の蒸発・凝縮モデルの検証実験を実施し
た。高密度比二相流の界面積輸送モデルの研究に
ついては，界面積計測試験装置の設計を進めると
ともに，試験条件を決定するための予備解析を実
施した。燃料冷却材相互作用（FCI）の多相多成
分解析モデルの検証研究については，熱的微粒化
モデルの定式化を行い，プログラミングを開始し
た。
　炉心物質移動挙動試験については，溶融移動挙
動大型模擬試験装置（MELT‐�）を用いた冷却材
逆流型FCI試験を５試験実施し，結果の評価を行
った。また，これらの試験の実施に先立ち，SIM-
MER‐�コードによる予測解析を実施して試験条
件の妥当性を確認した。IPSNとの共同研究として
実施しているCABRI‐RAFT炉内試験については，
溶融燃料放出挙動試験結果の総合評価を実施し
た。さらに，溶融燃料のピン内分散挙動確認試験
の個別評価に着手し，総合評価に向けた考え方を
整理した。
　カザフスタン共和国国立原子力センター
（NNC）の試験炉IGRを用いた，再臨界回避に向
けた試験研究（EAGLEプロジェクト）については，
炉内試験で用いる中性子検出器の機能確認試験を
実施するとともに，ペレットの不純物ガスの効果
を調べるGP試験の模擬試験体を用いた核特性試
験を行った。また，GPに続く炉内試験体の設計に
ついてカザフ側と協議を進めた。炉外試験につい
ては，ナトリウムを用いない要素試験の準備段階
として２種の試験を実施し，試験条件の選定を進
めた。また，試験計画の進捗を審議するために，
第２回運営委員会及び第１４回EAGLEプロジェク
ト技術会議を大洗工学センターで同時開催（２００１

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

高速増殖炉の研究開発
－高速増殖炉サイクルの研究開発－



１６１

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

概
況
報
告

年６月開催）した。
　ソースターム評価手法の開発については，前年
度実施した照射済MOX燃料試験結果のまとめを
完了し，成果報告書を取りまとめた。また，同成
果を日本原子力学会（２００１年９月開催予定）で報
告するための準備を行った。炉内ソースターム総
合解析コードTRACERの開発については，非平衡
蒸発モデルの組み込みを完了し，実用炉相当体系
での適用性解析を行い，モデルや計算機能の確認
を行った。
　ナトリウム燃焼試験については，燃焼残渣の安
定化試験の基礎試験を継続的に実施し，確証試験
条件（炭酸ガス濃度等）を決定するデータを蓄積
した。ナトリウム‐コンクリート反応試験について
は，燃焼ナトリウム中への水素注入試験を実施し，
水素の再結合割合を測定した。
　蒸気発生器に関する安全技術高度化研究に関し
ては，ナトリウム‐水反応試験装置（SWAT‐1R）
を用いた熱伝達率測定試験について，第４回試験
（６００g/sec注水条件）の予備解析並びに試験を実
施した。蒸気発生器水リーク試験装置（SWAT‐3R）
を用いた水リーク試験については，ダンプタンク
へのナトリウム充てんを完了し，引き続き実施す
るナトリウム系の機能確認試験の計画を策定し
た。
　高温ラプチャモデルの開発に関しては，SWAT
‐3R試験計画の詳細化検討のために，反応ジェッ
トモデルLEAP‐JET並びにブローダウンモデル
LEAP‐BLOWを用いた予備解析を実施した。
　確率論的安全評価（PSA）手法については，FBR
のPSAにおいて運転員によるアクシデントマネー
ジメントの手順の有効性をイベントツリー／フ
ォールトツリー解析で評価するために，シーケン
スカットセットの計算において失敗だけでなく成
功シーケンスを適切に取り扱えるよう，統合型レ
ベル－1PSAプログラムを改良した。信頼性データ
ベースの開発・整備については，「常陽」の２０００年
７月～１２月の運転実績を機器信頼性データベース
（CORDS）へ登録した。

１．２　炉心の開発

　高速炉用統合炉定数の整備については，統合炉
定数の検証及び精度評価を実施した。
　「常陽」の炉心管理・照射技術として，MK‐�
炉心特性データベースに，MK‐�移行炉心の運転

特性試験データを追加し，炉心管理データを最新
の炉定数セット（JENDL‐3.2）に更新するための
計算を実施した。また，炉心管理計算法の高度化
については，炉心管理コードシステム（HESTIA）
を用いてMK‐�炉心の運転実績に基づく記録計
算を行い，過剰反応度や中性子束等の核特性計算
の妥当性を確認した。使用済燃料のモニタリング
技術開発については，「常陽」MK‐�燃料（燃焼
度約６．６万MWd/t）の崩壊熱を測定した。
　フェニックスにおけるMA及びFPサンプル照射
試験（PROFIL‐R）計画については，フランス原
子力庁（CEA）においてMA・FPサンプルの調達，
照射用集合体の製作，フェニックス炉への輸送等
に係る共同研究の準備を行った。「常陽」において
行われたMAサンプル照射試験（Np‐237，Am‐241，
Am‐243，Cm‐244）の解析準備を実施した。
　核兵器解体Pu処分協力として，ロシアのBFS‐
２臨界実験装置を用いた臨界実験について，ロシ
ア物理発電工学研究所（IPPE）とBFS‐2臨界実験
に係る技術会議（オブニンスクで２００１年６月１０～
１７日開催）を行い，BFS‐62‐4体系の中央部をMOX
燃料で置換してドップラー反応度，核分裂反応率，
U238捕獲反応率等の測定方法や測定項目を確認
した。また，ロシアのBN‐600を用いた３体の燃
料集合体照射試験についてもベンチマーク計算に
ついての両機関の結果を示し，情報交換を行った。

１．３　高温構造システムの研究

　高サイクル熱疲労の原因となる流体側の温度変
動挙動を把握するための並行３噴流ナトリウム試
験については，水とナトリウムによる温度変動挙
動の違いを把握するためのナトリウム試験運転を
開始した。配管合流部のホット／コールドスポッ
トの発生など長周期の温度変動特性を明らかにす
るための長周期変動水試験では，熱電対ツリーに
よる配管合流部の温度変動測定を実施した。また，
感温液晶による壁面温度測定に関する報告書を作
成している。
　サーマルストライピングについて，日本原子力
学会（２００１年９月開催予定）に４件投稿するとと
もに，機械学会の「熱荷重による構造物損傷に関
する研究会（２００１年５月開催）」に参画し，評価手
法を議論し，解析コードの役割・位置付けなどを
検討した。
　構造物熱過渡試験装置（TTS）に高サイクル疲
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労機能を追加する改造については，工事に伴って
消防申請を行い，高サイクル熱疲労試験装置の機
器搬入と据付工事を開始した。また，高サイクル
熱疲労試験の試験条件検討を実施した。
　高温材料長時間試験については，316FR鋼，
Mod. 9Cr‐1Mo鋼等の長時間域クリープ試験，低
ひずみ域クリープ疲労試験及び長時間ナトリウム
中クリープ疲労試験を継続している。また，
SUS304の高サイクル疲労試験を継続するととも
に，疲労寿命に及ぼす重畳波形効果に関して，追
加の重畳波形疲労試験計画を作成した。
　溶接部損傷評価法については，溶接金属損傷評
価を継続して実施している。
　信頼性評価技術の開発については，これまでに
行った疲労き裂試験体の非破壊検査結果の取りま
とめを実施している。さらに，フェライト鋼への
LBB適用に関する解析計画と試験計画の検討を実
施した。
　ナトリウム化合物溶融体中の高温材料腐食研究
については，ナトリウム漏えい対策設備の合理化
を狙いに，腐食抑制物質の探索試験を開始した。
また，ステンレス鋼の腐食速度評価試験を開始し
た。ナトリウム漏えい挙動腐食試験については，
装置運転マニュアルを改訂し，試運転を開始した。
　Na/Na化合物の熱力学基礎物性に関する研究
については，Na4FeO3の室温～高温ラマン測定及
び蒸気圧測定試験に着手した。また，NaFe複合酸
化物の比熱測定実施に向けた予備試験を開始し
た。さらに，制御雰囲気下での蒸気圧データ取得
に向けた装置改造について，技術仕様を検討した。
　損傷組織定量化技術開発については，損傷定式
化に必要な材料試験計画を検討している。また，
SUS304のクリープ損傷による磁気特性変化につ
いて発表した（ISEM，２００１年５月１３日～１６日及
び構造健全性と非破壊検査に関する日独セミ
ナー，２００１年５月３１日～６月１日）。さらに，SUS
304の磁気特性変化とCr欠乏層などの金属組織変
化との相関性調査に着手した。実機損傷材の材料
試験については，「常陽」のプラギング計の健全性
を材料試験結果で確認した。また，新旧配管溶接
継ぎ手のクリープ試験を実施している。
　構造解析コードの整備については，汎用非線形
解析コードFINASのソルバ更新に伴う周辺環境整
備項目の検討を実施した。データベースの整備に
ついては，材料データベースシステムSMATの

SMAT‐ �（損傷組織画像検索システム）に関する
マニュアルを作成した。また，構造物試験データ
ベースシステムSTARのデータベース整備の準備
を実施した。
　機器上下免震評価法の開発については，免震要
素設計法，免震構造設計法の検討，1Hz減衰要素
付加試験等の実施内容の詳細検討を実施した。
耐震構造健全性評価法の高度化については，エル
ボ配管の振動特性，弾塑性挙動，限界挙動等を把
握するためのエルボ配管耐震試験の予備試験を実
施した。
　伝熱流動数値実験研究については，微視的シミ
ュレーションの熱流動への適用性研究に関し，ナ
トリウムの反応速度に関するデータを取得した。
また，混相流シミュレーション技術の研究に関し
ては，混相流シミュレーションコードへの反応モ
デルの組込みを実施している。
　機構論的ナトリウム燃焼解析手法の開発につい
ては，これまでの成果を取りまとめ，学術誌
（Nuclear Technology及 びJournal of Numerical 
Heat Transfer）に２件投稿した。
　ナトリウム漏えい検出システムの高度化につい
ては，ナトリウム燃焼エアロゾルを用いたレー
ザーブレークダウン法によるナトリウム微少漏え
い検出系の適用性を評価するための試験条件の詳
細化を図り，装置仕様を決定した。これに基づき
装置改造を準備している。また，LBB論理に関す
る漏えい検知側からの評価作業の実施計画を立案
し，上記試験への要求事項をまとめている。
　ナトリウム中流動現象計測手法開発について
は，２０００年度までの試験結果を評価し，課題と対
策を整理した。また，高温用超音波トランスデュー
サの改良仕様をまとめ，試作試験の準備を行った。

１．４　燃料・材料の開発

　酸化物分散強化型（ODS）被覆管の製造コスト
低減化として，海外メーカーを用いた素管製造試
験のための原料粉末製造を開始した。マルテンサ
イト系ODS被覆管の長時間クリープ試験の継続
及び物性データの取得を実施した。また，ODS被
覆管のBOR‐60での照射試験に係る打合せをデミ
トロフグラードで行った（２００１年４月２３～２９日）。
　PNC316鋼被覆管のスエリング挙動式作成のた
めの評価試験として，C4Fラッパ管の密度測定試
料の調整を実施した。｢常陽｣SVIR‐1で照射した
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9Cr‐ODSマルテンサイト鋼のTEM観察を実施し
ている。
　「常陽」における仏製改良オーステナイト鋼被覆
管燃料の日仏交換照射については，集合体の非破
壊照射後試験を終了し，集合体解体を行いラッパ
管の照射後試験を実施している。原研との共同研
究で進めている窒化物燃料の照射後試験について
は，金相試験，SEM観察及びEPMA試験を継続実
施している。「常陽」照射の燃料集合体のMA核種
分析を終了した。またAm添加MOX燃料の熱伝導
率調査検討を継続した。
　照射試験装置AMIR‐6で照射したB4Cペレット
の粒度分布測定により，照射ペレットの破片粒径
評価を行うため，集合体の解体作業に着手した。
また，「もんじゅ」長寿命化制御棒の開発について
は，制御棒被覆管の塑性歪限界検討のための評価
ツールを整備し評価を開始した。

２．高速実験炉「常陽」

　第１３回定期検査を２０００年６月１日より継続実施
している。２次系コントロールセンター盤の点検，
チリングユニット点検等を実施した。安全対策工
事については，常陽変電所更新，電源系遮断器更
新の事前調査を実施した。また，１次系回収ナトリ
ウム処理作業等について文部科学省への設工認申
請，使用前検査申請対応を実施した。
　MK‐�計画については，改造工事を継続中であ
り，新主中間熱交換器２基及び主冷却機４基の据
付け，接続配管等の溶接，原安センターの溶接検
査及び文科省の使用前検査の受検を実施した。

３．関連施設の運用

３．１　大洗わくわく科学館

　原子力エネルギーをはじめ，科学技術全般の普

及啓発に役立ち，かつ地域交流の場となる施設と
して，また，サイクル機構の業務等に対する一般
の方々からの理解促進，信頼確保のための活動拠
点とすることを目的として建設を進めていた「大
洗わくわく科学館」が２００１年３月末に竣工し，７月
１１日開館予定で準備を進めている。
　同館の会館に先立ち，２００１年６月２７日から７月
２日の期間において，地元周辺自治体，機関，企
業，団体等を対象とした内覧会を開催している。

４．FBR国際シンポジウムの開催準備

　国内外の各研究機関及び電力・メーカ等の民間
企業の研究者が集まり，サイクル機構の研究者と
一緒になって高速増殖炉サイクル技術のブレーク
スルーを目指すために，高速増殖炉サイクルの最
適化設計研究及びその要素技術開発を相互に補
完・啓発しながら進める場として，高速増殖炉サ
イクル国際研究開発センターが２００１年３月に竣工
し，同年４月から運用を開始した。この完成を機
に，国内外の研究者や技術者を集め，大洗工学セ
ンターをFBRサイクル研究開発の中核とする意気
込みや国内外との連携の必要性を訴えていくこと
を目的としたシンポジウムを開催する計画で準備
を進めている。
・開催期日：２００１年９月６～７日
・内　　容：報告及びパネルディスカッションを

中心に大洗工学センターの構想，サ
イクル機構の進める研究開発現状に
ついて，報告・討論を実施する。

（大洗：開発調整室）



１６４

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

概
況
報
告

１．燃料の研究開発

　高速増殖炉サイクルのトータルコスト低減を目
指した高燃焼度太径中空燃料及びブランケット燃
料を削除した増殖炉心の概念検討を行った。
　また，プルトニウムとともに，ネプツニウム，
アメリシウム等のマイナーアクチノイドを高速増
殖炉でリサイクルする場合の燃料製造設備概念の
検討を行った。

２．燃料製造技術開発

　中空燃料の製造技術開発として，中空ペレット
製造用モックアップ試験機（成型設備，造粒設備，
焼結設備）での模擬粉（バリウムフェライト，モ
リブデン，タングステン等）を用いたコールド試
験を行った。
　MOX燃料の製造プロセスを大幅に削減し製造
コストを抑える簡素化プロセス開発試験のうち，
MOX粉末の成型・焼結試験の準備及びダイ潤滑成
型機の概念設計の検討をプルトニウム燃料第一開
発室で実施するとともに，粉末気流搬送のコール
ド試験を実規模開発試験室で行った。
　また，２００１年度に実施する開発試験計画の策定
を行った。
　バイパック燃料開発では，ウランを用いた粒子
燃料製造試験を継続するとともに，Pu，U混合硝
酸溶液のゲル化試験に向けた準備を行った。また，
粒子燃料をピンに充てんする試験（模擬試験）を
継続実施した。

　スイスPSI（ポールシェラー研究所）との新型
燃料の研究開発の共同研究については，ペレット，
バイパック，スフェア状の燃料照射挙動を比較す
る契約を締結した。
　振動充てん燃料が原子炉内においてどの程度ま
で厳しい使用条件下で用いることができるかを解
析するための計算コードの開発では，離散要素解
析を適用して策定した粒子充てん体の実効的な弾
性率のコードへの組み込みを行っている。
　核変換技術開発では，テクネチウム（Tc）及び
ストロンチウム（Sr）の中性子断面積高精度化の
ための測定データ解析を完了した。

３．燃料製造

　プルトニウム燃料第三開発室において，「常陽」
燃料集合体用燃料ペレットの製造，燃料要素の加
工及び集合体の組立てを行った。

４．プルトニウム系廃棄物処理技術開発

　プルトニウム廃棄物処理開発施設では，廃棄物
の減容処理技術開発として，可燃物焼却設備での
実証運転を行った。
　プルトニウム廃棄物貯蔵施設等では，プルトニ
ウム燃料製造施設から発生した固体廃棄物を受入
れるとともに，廃棄物の保管・管理を行った。

東海：環境保全・研究開発センター

　　　プルトニウム燃料センター� �
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高速増殖炉燃料の研究開発
－高速増殖炉サイクルの研究開発－
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１．再処理プロセスの開発

１．１　湿式法

　湿式法については，経済性等の実用化の要件に
応えるため，再処理工程の合理化やTRU回収技
術，FP分離技術に関する研究開発を実施してい
る。
（１）簡素化再処理技術開発
　現行の再処理技術を見直し，実用化を念頭に，
優れた再処理プロセスとするため，溶解・抽出や
ウラン晶析技術に関する個々の要素技術開発を進
めている。簡素化溶媒抽出技術の開発では，製品
の精製工程等を削減することにより，経済性及び
核不拡散性等の向上を目指した再処理プロセスの
提案を行うため，炉型，除染係数等をパラメータ
とした製品仕様の検討結果の取りまとめを実施し
た。また，溶解前に使用済燃料を粉化しておく粉
化溶解法について，オフガス発生量の制御に関す
るコールド試験を継続実施した。
（２）マイナーアクチニド等の湿式分離研究
　TRU回収技術開発の一環として，マイナーアク
チニド（MA）のうち，アメリシウム（Am）とキ
ュリウム（Cm）を分離するTRUEX法等の開発を
継続した。

１．２　乾式法

　現行の再処理法と比較し経済性に優ることが期
待されている乾式法について，技術的な成立性を
確認するとともにプロセスデータの取得・蓄積を
行うための技術開発を進めている。
　乾式再処理Pu試験に関する（財）電力中央研究
所との共同研究契約に基づき，金属電解法Pu試験
設備の設置に係る準備作業を進めている。
　また，酸化物電解法ウラン試験設備の設置に係
る許認可手続きを開始した。

２．機器・材料開発

２．１　前処理工程機器開発

　燃料集合体の解体に用いるYAGレーザの伝送
ファイバーについて，照射劣化の限界量把握や遠
隔での交換方法に係る検討を開始した。また，使
用済燃料粉砕化技術開発として，機械式粉砕化の
要素試験機の改良検討や磁気分離を主とする検討
を開始した。

２．２　分離工程機器開発

　乾式再処理機器開発として，酸化物電解槽にお
ける塩加熱特性等の評価及び塩移送技術開発に必
要なコールド試験の準備作業を進めている。また，
形状管理型電解槽の適用検討として，非接触型加
熱方式の電解槽への適用を検討すると共に，臨界
計算結果等を基に，るつぼ形状の検討を開始した。
また，ウラン酸化物及び金属ウランの乾式データ
取得のための乾式試験エリアの整備を開始した。
湿式再処理機器開発として，遠心抽出器システム
試験装置の工事を開始した。また，実機条件を模
擬した機器構成及び流量条件下で遠心抽出器駆動
部の耐久性試験を実施した。

２．３　材料技術開発

　高温環境下での再処理機器用材料基礎データ取
得のため，高温溶融塩及び塩素ガス環境において，
セラミック材や炭素材等の腐食試験に加え，腐食
に大きく影響を及ぼす核分裂生成物元素推定のた
めの熱力学的検討を開始した。

３．関連施設の設計・建設

３．１　高レベル放射性物質研究施設（CPF）の改造

工事

　先進的核燃料リサイクル技術開発をより効率的
に行うためのCPF改造工事を継続している。セル
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内設備の除染・解体を終了し，新型機器の設置作
業を開始した。また，実験室Ａの改造工事を継続
した。

３．２　リサイクル機器試験施設（RETF）の計画

　今後のRETF利用計画についての検討を継続し
た。

（東海：環境保全・研究開発センター）
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　２０００年１１月に改訂された原子力長期計画を踏ま
え，経済産業省を始めとした関係機関との協議に
基づく役割分担の下，「高レベル放射性廃棄物の
地層処分技術に関する研究開発」として，「地層処
分研究開発」とその基盤となる「深地層の科学的
研究」を両者の連携を図りつつ進めることとし，
サイクル機構の中長期事業計画を見直した。また，
課題評価委員会に全体計画の見直しを諮ることと
した。

１．地層処分研究開発

１．１　処分技術の信頼性向上

　人工バリア周辺でのガス移行挙動に関する研究
では，ガスの移行経路を評価するため，Ｘ線CT
を用いた可視化手法に関する事前調査を継続し
た。
　緩衝材の連成挙動に関する研究では，これまで
の熱‐水‐応力の三連成挙動を基として，更に化学
現象を考慮できるように熱‐水‐応力‐化学の四連
成挙動評価モデルの開発を開始した。
　緩衝材の流出に関する研究では，緩衝材流出試
験設備を用い，亀裂幅をパラメータとして，緩衝
材の流出挙動を把握するための試験を継続すると
ともに，流出密度を把握するための予備試験を実
施した。また，コンクリートを処分場に使用する
ことを想定し，高pH溶液によるベントナイトの変
質挙動評価のため，アルカリ溶液中でのモンモリ
ロナイト溶解速度把握試験を継続した。
　オーバーパック材料の腐食評価に関する研究で
は，セメントの使用を想定し，高pH環境での炭
素鋼の腐食試験を開始した。また，チタンの不動
態皮膜の安定性に関して，主に還元性環境での実
験的研究を継続した。
　ナチュラルアナログ研究［地層処分で想定され
る現象（廃棄体からのウラン核種の移行挙動等）

と類似した自然界での現象（天然ウランの移行挙
動等）についての研究］では，オクロ鉱床等の鉱
物分析を継続した。

１．２　安全評価手法の高度化

　水理・物質移行に関する研究では，多孔質媒体
水理試験装置（MACRO�）を用いた二孔間での
トレーサー試験を実施した。また，亀裂ネットワー
ク水理試験設備（NETBLOCK）については，釜石
岩体中交差亀裂を対象とした高粘性流体を用いた
透水試験を実施し，ダルシー則に従った流れの状
態にあることを確認した。
　性能評価研究に関しては，沿岸海域を核種放出
域とする生物圏評価の代替モデルに関する検討結
果を，日本保健物理学会（２００１年５月２５日）で口
頭発表した。また，IAEA主催｢地層処分に関わる
安全基準文書の作成のための専門家会議｣の｢安全
指標｣のセッションにおいて，第２次取りまとめに
おける線量／リスク以外の指標の適用例を論文発
表した（２００１年６月１９日）。
　地層処分放射化学研究施設においては，緩衝材
中のPbの拡散試験，緩衝材中のCsの拡散に及ぼす
イオン強度の影響評価試験，還元条件下での緩衝
材中のNpの拡散試験，Npの溶解度に及ぼすフミ
ン酸及び炭酸の影響評価試験，Npの溶解度積に関
する試験を継続した。
　博士研究員による研究，先行基礎工学研究及び
核燃料サイクル公募型研究では，各々，以下の成
果が得られた。
　博士研究員による研究では，「セグメント構造を
考慮した割れ目系の三次元形態の推定法および水
理モデルの構築手法に関する研究」において，野
外の割れ目調査や室内におけるアナログ試験など
を実施した。一方，「人工・天然バリアにおける核
種拡散過程の定量解析と放射性廃棄物処分安全評
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価への応用」において，イオン強度をパラメータ
としたスメクタイトに対するSr及び�の透過拡散
試験を継続するとともに，これまでに得られた成
果を地球惑星科学関連学会２００１年合同大会（２００１
年６月８日）で発表した。
　先行基礎工学研究で実施している「緩衝材特性
モデルの高度化に関する基礎研究」においては，
緩衝材中の溶質の拡散挙動を分子動力学と均質化
法を組み合わせた手法によりモデル化するため，
スメクタイト‐水系での分子動力学計算及び緩衝
材の間隙構造モデルを仮定した均質化計算を継続
した。
　核燃料サイクル公募型研究で実施している「固
液界面におけるアクチニドイオンの酸化還元反応
メカニズム」においては，アクチニドイオン，特
にNp（�）のFe（�）含有鉱物界面での酸化還
元メカニズムを解明するための予備的実験を継続
するとともに，Npを用いた実験を開始した。また，
「沿岸部帯水層内の古海水の地球化学的分析とそ
の挙動に関する調査研究」においては，原位置で
採取した岩石コア資料分析のための準備を開始す
るとともに，２００１年度の研究実施計画を作成した。

１．３　国際共同研究

　スイスNAGRA（スイス放射性廃棄物管理共同組
合）との共同研究の一環として，グリムゼル原位
置試験場における核種移行挙動等に関する試験研
究及び解析モデルによる評価，超深地層研究所計
画に関する技術的検討を継続するとともに，廃棄
物中のインベントリにかかわる相互評価を開始し
た。Mt. Terriプロジェクトでは，サイクル機構が
参加している原位置試験及び地球化学モデリング
の取りまとめを継続するとともに，技術検討委員
会及び管理委員会へ出席した。また，２００１年度の
研究計画に関するNagraからの提案を検討した。
　スウェーデンSKB（スウェーデン核燃料廃棄物
管理会社）との共同研究では，原位置における工
学技術の実証試験や，HRL（Hard Rock Labora-
tory）でのプロトタイプ処分場プロジェクト
（PRP）における連成挙動に関する予測解析，
TRUE（Tracer Retention Understanding Experi-
ments）ブロックスケールにおける試験結果の解
析を継続して実施している。熱‐水‐応力連成モデ
ルの開発に関する研究（DECOVALEX）では調整
会議に参加し，研究成果に関する議論を行った。

　米国DOE（エネルギー省）とは，本年度からの
研究協力内容について，LBNL（ローレンスバー
クレー国立研究所），LLNL（ローレンスリバモア
国立研究所），PNL（パシフィックノースウェスト
国立研究所）及びSNL（サンディア国立研究所）
の四つの各研究所との間で，研究内容の調整，研
究計画の策定を進めた。この一環として，本年５
月及び６月にLBNL，３月にSNLとの間で研究協
力会議を行い，２００１年度の研究計画に対する提案
の検討等を行った。
　カナダAECL（カナダ原子力公社）との共同研
究については，AECLの地下研究施設（URL）で
のトンネルシーリング性能に関する試験（TSX）
においてフェーズ１試験が終了し，過去５ヵ年の
成果の取りまとめを進めている。また，同公社と
の協力協定の延長を６月に行うとともに，フェー
ズ２試験開始のための研究計画の策定等を行って
いる。
　フランスANDRA（放射性廃棄物管理機関）と
の研究協力については，ビュール地下研究所にお
ける岩盤クリープ及び地球化学にかかわる共同研
究協力について技術協力協定の締結作業を実施中
である。

１．４　研究成果の公的資源化

　地層処分研究開発成果を取りまとめた報告書
「第２次取りまとめ」に関しては，希望者や全国の
図書館のうち要望のあった箇所への報告書の配
布，学会を通じた提供（地盤工学研究発表会，２００１
年６月１２日～１４日），サイクル機構ホームページへ
の掲載（和文・英文）等により，国内外への情報
提供を継続した。報告書の概要を一般向けに解説
したビデオやパンフレット等についても，希望者
や関係機関への提供を継続した。
　また，雑誌「科学」の昨年１１月号と本年３月号
に掲載された，第２次取りまとめへの批判論文に
対して，サイクル機構の見解を公開論文として投
稿する方針とし，ドラフトを作成した。
　ヴァーチャルリアリティ技術を応用した「体感
型」の情報普及システムとして東海事業所の展示
館で運用している地層処分体験システム「ジオフ
ューチャー２１」については，当四半期の入場者数
が１，５００名にのぼり，運用を開始した１９９９年１２月か
らの累計がのべ１万２千名を超えた。この地層処
分体験システムの上映内容をパソコン上で視聴で
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きるよう，映像と音声（日本語，英語）を収録し
たCD‐ROMについては，国内外の関係機関等への
配布を継続した。

２．深地層の科学的研究

２．１　地質環境の長期安定性に関する研究

　天然事象が地質環境へ与える影響の事例研究の
うち，火山活動の熱的影響調査については，火砕
流の熱的影響に関する現地調査を実施した（２００１
年５月２８日～３１日）。断層周辺の岩盤影響に関する
文献調査を実施した。また，今年度業務の起案及
びその準備作業を行った。
　将来予測手法システムの構築のうち，水理モデ
ル･地球化学モデルの統合化については，モデル統
合解析のためのデータベースを作成した。また，
東濃地域におけるナチュラルアナログ研究に関す
る打合せを行った。
　「地質環境の長期安定性研究検討部会」の設置に
関する手続きを実施した。

２．２　地質環境特性に関する調査研究

（１）東濃鉱山における試験研究
　岩盤の力学的安定性に関する研究については，
３次元応力場の同定手法に関する研究及び双設坑
道安定性評価試験の実施計画･仕様の検討を行っ
た。長期クリープ試験の３回目の性能試験を開始
した。岩盤の長期観測については，定期観測を実
施し，データのまとめを行った。試錐孔の劣化調
査として，月１回の定期観察を実施した。
　坑道周辺の地質環境特性に関する研究について
は，坑道周辺の水理学的掘削影響に関する研究と
して，坑道周辺の３本の試錐孔において間隙水圧
のモニタリングを実施した。不飽和領域に関する
研究及び産業技術総合研究所との共同研究（岩盤
の力学特性に関する計測・評価方法の研究）の契
約手続きを実施した。坑道周辺の地球化学的調査
では，４本の試錐孔を掘削して調査用の岩芯を採
取し，前処理及び分析の準備を実施した。
　岩盤中の物質移行に関する研究では，東濃ナチュ
ラルアナログ研究の実施計画・仕様の検討を行っ
た。
　月吉断層に関する研究では，断層部の地球化学
的研究の仕様を検討した。
　任期付研究員による「月吉断層が土岐花崗岩中
の空隙構造へ与える影響に関する研究」では，月

吉断層を貫いて掘削した試錐孔の岩芯試料を利用
して，ヘリウムピクトメーターによる間隙率測定，
蛍光樹脂注入法による空隙構造の可視化，透水試
験を行った。その結果，断層部分は花崗岩健岩部
に比べて間隙率が高いこと，鉱物粒界及び鉱物中
の破断面に空隙が認められることなどが明らかと
なった。
（２）広域地下水流動研究
　地質構造調査として，試錐調査結果（２孔）の
取りまとめを実施するとともに，２００２年度に計画
している弾性波探査の測線設定作業を実施した。
また，リニアメントを対象とした高密度電気探査
の仕様を検討した。
　水理調査では，既存の１，０００ｍ級試錐孔における
水理試験の契約手続きを実施した。表層水理定数
観測システムによる観測を開始した。２００１年度の
表層水理調査の仕様を検討した。ポイントデータ
である気象観測データ等を広域スケールへ拡張す
る方法に関する検討を行った。
　地下水の地球化学調査では，既存の１，０００ｍ級
試錐孔における採水試験の仕様を検討した。
　長期観測では，既存の試錐孔（９本）における
水位観測を開始した。既存の試錐孔（２本）への
MPシステム（多点式間隙水圧測定装置）の設置
に関する手続きを行った。また，既存の試錐孔
（１本）における水圧・水質観測装置の設置の仕様
を検討した。
　地質環境のモデル化･解析については，２０００年
度に行った地下水流動解析結果の取りまとめを実
施し，２００１年度の水理地質構造のモデル化及び地
下水流動解析の詳細計画を検討した。

２．３　調査技術開発

（１）調査技術研究
　アクロス（Accurately Controlled Routinely Oper-
ated Signal System：精密制御定常信号システム）
技術を活用した地表調査法の開発として，電磁ア
クロス最適化信号送信機の仕様を検討した。アク
ロスアレイ観測試験として，主受振器アレイ用受
振器の検定準備を行った。
　弾性波トモグラフィ解析に関する報告書を作成
した。
（２）年代測定技術開発
　ペレトロン年代測定装置により，試料の14Ｃ定常
分析を実施した［１２０試料（社外からの依頼分な



１７０

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

概
況
報
告

し）］。Beの同位体分析技術開発として，装置調整
後の10Beのビームテストを実施し，結果の取りま
とめを行った。
　資料前処理技術開発として，骨・歯試料の前処
理試験を行った。前処理ラインにおける微量グラ
ファイト定量技術の開発では，CO2ガス圧変化に
よる定量試験及び微量試料用反応管による反応試
験を実施した。
　タンデム加速器及びその周辺技術の研究会を開
催した（２００１年６月２８，２９日；詳細は本号の記事
を参照）。

２．４　超深地層研究所計画

（１）超深地層研究所における調査研究
　岐阜県瑞浪市の東濃地科学センター用地内（正
馬様）において，「地表からの調査予測研究段階」の
研究を行っている。
　試錐調査では，１，０００ｍ級試錐孔の掘削パイプの
切断トラブル回収作業を終了し，掘削を再開した。
また，水理試験及び採水試験を実施した。
　地質構造調査として，VSP（Vertical Seismic 
Profiling）探査の調査位置，調査項目等の詳細に
ついて検討した。超深地層研究所計画用地におけ
る反射法地震探査の再解析結果の取りまとめを実
施した。
　水理調査として，モデル流域への電磁流量計の
設置に関する手続きを行うとともに，長期揚水試
験の仕様を検討した。また，表層水理定数観測シ
ステムによる観測を開始した。
　地下水の地球化学調査として，２００１年度の河川
水・雨水の水質モニタリングの仕様を検討した。
　長期観測として，現在掘削中の１，０００ｍ級試錐孔
へのMPシステムの設置に関する手続きを行っ
た。既存の試錐孔における水位（水圧）のモニタ
リングを開始した。
　地質環境のモデル化･解析については，２０００年
度に行った地下水流動解析結果の取りまとめを実
施し，２００１年度の水理地質構造のモデル化及び地
下水流動解析の手続きを行った。また，力学的掘
削影響予測解析及び応力集中に伴う岩盤破壊のモ
デル化の契約手続きを行った。岩芯を用いた室内
試験（DSCA試験，ジョイント剪断試験）の結果
から，岩盤力学モデルを作成した。
（２）研究計画の情報普及化技術
　研究計画の理解促進のためのヴァーチャルリア

リティ技術適用については，２００１年度に実施する
ソフトウェアの整理･改良，視覚以外の感覚を活
用したヴァーチャルリアリティシステムの検討及
びシステム活用方策の検討を実施した。
（３）施設設計及び建設管理
　地下施設設計では，研究坑道における調査研究，
掘削スケジュール，坑道断面の支保設計，通気防
災，坑道の維持管理及び詳細設計に必要となる設
定条件について検討した。地上施設設計では，設
計の基本条件を整理した。また，研究坑道建設工
事に必要となる設備配置を考慮した造成レイアウ
トの検討を行った。
　用地内の整備では，正馬様ため池取水口整備工
事のうち，魚道工，落差工，河川護岸工，取水路
工，付帯設備工及び仮設撤去工を行い，工事を完
了した。また，環境調査，用地内整備作業を実施
した。

２．５　幌延深地層研究計画

　本計画は，北海道幌延町において堆積岩を対象
とし，地下約５００ｍ以深を目途に試験坑道を展開
し，地層科学研究や地層処分研究開発を行うもの
である。２０００年１１月に「幌延町における深地層の
研究に関する協定」を締結し，２００１年４月には，
幌延深地層研究センターを開設した。同センター
は，総務グループ，深地層研究グループの２グルー
プと札幌事務所からなり，約２０名体制を整備した。
　２００１年４月，「幌延町における深地層の研究に
関する協定」の第８条に従い，２００１年度の事業計
画内容を北海道及び幌延町に説明し，本格的な第
１段階の調査研究を開始した。２００１年度は，地質
環境データの取得のため，空中物理探査，地上物
理探査，地質調査，試錐調査を行う計画であり，６
月１３日にヘリコプターによる空中物理探査に着手
し，６月２２日現地調査を終了した。また，地上物理
探査，地質調査，及び環境調査の実施にむけて土
地使用状況調査などを行った。

２．６　陸域地下構造フロンティア研究

　２００１年度より第２フェーズに移行し，研究目標
を「内陸地震の発生メカニズムの解明」に一元化
して下記の研究を実施した。
（１）地震発生に関する研究
　固定型アクロスによる東濃鉱山内での観測を実
施した。電磁アクロスについては，東濃鉱山内の
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送信電極の特性調査及びセンター内での受信実験
を実施した。
（２）地震と地下水挙動に関する深地層総合研究
　第１フェーズで得られた成果を地層科学研究に
移転することとなり，その準備作業と打合せを実
施した。
（３）活断層帯での地殻活動研究
　跡津川断層帯の研究及び地下浅部における岩石

の挙動の研究について，準備作業を実施した。

本社：経営企画本部

　　　　バックエンド推進部

東海：環境保全・研究開発センター

　　　　処分研究部

東濃地科学センター

幌延深地層研究センター
� �
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１．　再処理施設

１．１　再処理主工程

　分離精製工場は，０１‐１キャンペーンを２００１年
３月８日より開始し，６月２６日に抽出工程からの
FP及びPuの押し出しを終了し，これをもって０１‐
１キャンペーンを終了した。０１‐１キャンペーン
実績工程を表１に示す。

１．３　ガラス固化技術開発施設（TVF）開発運転

　ガラス固化処理技術開発施設は，２００１年３月８
日から開始したガラス固化処理運転を４月１９日に
終了した。
　２００１年４月１日から４月１９日までに製造したガ
ラス固化体は１３本であり，２００１年６月末現在のガ
ラス固化体の累積製造本数は１１０本である。
　その後インターキャンペーンにおいて，設備・
機器に関する保守点検，建家及びセル換気系，槽
類換気系，廃液処理系の運転及びデータ整理を実
施した。
　また，溶融炉内に蓄積されていると考えられて
いる白金族元素（ルテニウム，パラジウム，ロジ
ウム等）を抜き出す洗浄作業を２００１年６月２２日か
ら７月１０日頃まで予定している。

注１：燃料せん断開始から終了まで
注２：抽出工程からのFP及びPuの押し出し終了まで

表１　０１‐１キャンペーン

２００１年

６月５月４月３月

２６　１７８
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

注２注１

表２　使用済み燃料の性状

冷却
期間
（年）

平　均
燃焼度

（MWD/T）

集合
体数
（体）

燃料重量（t）
炉装荷
ベース

９．５２６，１００３４５．９
東京電力（株）
福島第一原子力
発電所３号機

１７．７１８，３００６２．４
関西電力（株）
美浜発電所
２号機

８．２～
１３．４

２７，８００１４．４
九州電力（株）
玄海原子力
発電所１号機

９．１～
１３．１

２８，０００１１５．６
九州電力（株）
玄海原子力
発電所２号機

１０．３～
１４．４

２７，８００１４５．６
四国電力（株）
伊方発電所
２号機

－２６，５００７９２３．９合　　計

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

軽水炉燃料再処理技術の研究開発

　２００１年４月１日から６月２６日までの処理量は約
１８tであり，０１‐１キャンペーンにおいて処理した
使用済燃料は，合計約２３．９トンである。０１‐１キャ
ンペーンで処理した使用済燃料の性状を表２に示
す。
　使用済燃料の受入れについては，２００１年４月２４
日及び６月２５日にそれぞれ約５．２トンをふげん発
電所から受入れた。
　なお，２００１年６月末現在における使用済燃料の
累積処理量は，約９６８トンである。

１．２　硝酸プルトニウム転換

　プルトニウム転換技術開発施設では，２００１年５
月２１日から６月２１日にかけて混合転換に関する技
術開発運転（約１００kgMOX）を行った。
　なお，２００１年６月末現在における累積転換量は
約１２．７tMOXである。
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２．　技術開発

２．１　軽水炉燃料の再処理技術開発

（１）低レベル放射性廃棄物処理技術開発
１）　クリプトン除去技術開発
　高圧ガス保安法に基づき年１回行う保安検査の
一環として，安全弁の作動試験・圧力計の比較検
査などを実施した。
　クリプトン固定化ホット試験では，クリプトン
ガスを金属中に閉じ込めた固化体からの離脱量を
調べるため，加熱機能を備えたイオン注入容器へ
の回収クリプトンの連続注入運転を実施し，所定
量のクリプトンガス約０．３ｍ3［Normal］を固定化
することができた。
　また，固化体が取り出せるサンプリングポート
を備えた容器を用いた回収クリプトンの連続注入
運転を実施し，クリプトンガス約８．７ �［Normal］
を固定化することができた。
　コールド試験では，注入速度の向上を目指した
大型容器での電圧特性試験を実施した。

３．関連施設の設計・建設

３．１　低放射性濃縮廃液貯蔵施設（LWSF）

（１）施設の目的
　本施設は，東海事業所再処理施設における低放
射性濃縮廃液等の貯蔵裕度を確保し，廃液の貯蔵
管理を確実に実施することを目的とする。
（２）施設の概要
　本施設の地下２階には第１濃縮廃液貯蔵セル，
第２濃縮廃液貯蔵セル，廃液貯蔵セル等を，地下
１階には保守室等を，地上１階には排気室，制御
室，無停電電源室，更衣室等を，地上２階には給
気室等を配置する。また，第三低放射性廃液蒸発
処理施設と地下の配管トレンチで接続する。
　本施設にて貯蔵された廃液は，将来建設する低
放射性廃棄物処理技術開発施設（LWTF）にて処
理を行う。
１）建家規模
　　構造：鉄筋コンクリート造
　　階数：地下２階，地上２階
　　建築面積：約１，０００ｍ2

　　（延床面積：約３，４００ｍ2）
２）主要機器
�　低放射性濃縮廃液貯槽（３基）
　材質：ステンレス鋼製
　容量：２５０ｍ3/基

�　濃縮液貯槽（１基）
　材質：コンクリート製，ステンレス内張
　容量：７５０ｍ3/基
�　廃液貯槽（１基）
　材質：ステンレス鋼製
　容量：２０ｍ3/基
�　中間貯槽（３基）
　材質：ステンレス鋼製
　容量：１０ｍ3/基
３）その他設備
　　放射線管理設備
　　換気空調設備
　　電気設備
　　計測制御設備
　　ユーティリティー設備
（３）進捗状況
１）許認可
　建設工事工程に合わせ，２００１年４月～６月の間
に経済産業省による使用前検査を１４回受検した。
（着工以来の累計：１５回）
２）工事
　建家本体の地下階躯体工事を継続した。

３．２　低放射性廃棄物処理技術開発施設（LWTF）

（１）施設の目的
　本施設は，東海事業所再処理施設から発生する
低放射性の固体及び液体廃棄物の減容処理の実証
を目的とする。
（２）施設の概要
　本施設の地下２階には受入貯蔵セル，蒸発固化
室，給液調整室等を，地下１階には共沈セル，ス
ラリ貯蔵セル，分析室等を，地上１階にはろ過セ
ル，蒸発固化セル等を，地上２階には吸着セル，
吸着室，焼却室，オフガス処理室等を，地上３階
には焼却炉排気室，第６安全管理室，更衣室等を，
地上４階には制御室，排気室，オフガス処理室等
を，地上５階には給気室等を配置する。
　また，低放射性濃縮廃液貯蔵施設と第三低放射
性廃液蒸発処理施設間の配管トレンチで接続す
る。
１）建家規模
　　構造：鉄筋コンクリート造
　　階数：地下２階，地上５階
　　建築面積：約２，４００ｍ2

　　（延床面積：約１５，０００ｍ2）



１７４

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

概
況
報
告

２）主要設備
�　固体廃棄物処理系
　再処理施設より発生する低放射性固体廃棄物
は，焼却炉にて焼却する。発生した焼却灰は，ド
ラム缶に封入し貯蔵施設で保管する。
　（主要機器の能力）
　焼却炉　　約４００kg/日以上　　１基
�　液体廃棄物処理系
　再処理施設より発生する低放射性液体廃棄物
は，沈殿剤等を添加して沈殿物を生成させ（共沈），
ろ過処理する。ろ過処理後の廃液は，固化助剤を
混ぜて調整後，蒸発缶へ供給し蒸発濃縮を行い，
蒸発終了後，直接ドラム缶へ充てんし自然冷却に
より固化体とする。発生した固化体は，貯蔵施設
で保管する。

　（主要機器の能力）
　蒸発缶　　約３００ � /日以上　　　　　  １基
　　　　　　約３ｍ3/日以上　　　　　  ２基
（３）進捗状況
１）許認可
　安全審査は，「再処理施設の安全性確認結果の申
請書への反映」の案件と併せ，経済産業省に対し
て申請内容の説明を継続した。
　新増設等計画書も，自治体において審査を継続
している。
２）工事
　建設工事は，施工設計を実施している。

東海：建設工務管理部

　　　再処理センター� �
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１．低レベル放射性廃棄物の管理

１．１　低レベル放射性廃棄物管理計画

　サイクル機構が保有するすべての低レベル放射
性廃棄物（以下，廃棄物）を安全かつ合理的に処分
していくことを目標とした，廃棄物の発生，処理，
貯蔵に関する総合的な管理計画を作成している。
現在保管している廃棄物，今後発生する廃棄物に
ついて，処分できる廃棄体とするまでの処理方法
について検討を続け処理処分フロー案を作成し
た。さらに，合理的な処理処分フローの作成並び
にそれを達成するための管理計画の具体化につい
て検討を開始した。

１．２　低レベル放射性廃棄物の処理技術開発

（１）難処理有機廃棄物処理技術開発
　廃フッ素油，廃溶媒等の難処理有機廃棄物の処
理技術として，スチームリフォーミング法による
分解処理技術の開発を実施している。スチームリ
フォーミング法は高温の水蒸気を用いて有機廃棄
物を分解する技術であり，オフガス処理系が小さ
い，NOx，SOx，ダイオキシン類がほとんど発生
しない等の特徴を有している。現在，コールド分
解基礎試験の準備を行っている。

１．３　低レベル放射性廃棄物（TRU廃棄物）の処

分技術の開発

（１）核種移行に係る個別現象モデル／データ整備
　TRU廃棄物処分における特有の事象であるセ
メント系材料の変質並びにセメント系材料からの
浸出液による地下水環境の高pH化の影響，金属廃
棄物及び金属容器材料の腐食や微生物活動によっ
て発生するガスの核種移行への影響等について今
年度の研究計画を立案し，セメント系材料の変質
やベントナイト／岩盤の長期変質への影響，硝酸
塩の変遷や金属腐食，微生物の高アルカリへの順

応性に関する研究に着手した。
（２）処分システムの長期安定性
　低レベル放射性廃棄物処分システムの長期的な
性能の安定性を評価することを目的とし，セメン
ト系材料の変質等の影響によるベントナイト／岩
盤の化学的変遷と力学的変遷／水理場の変遷にか
かわるデータ取得並びにモデル構築に関する研究
に着手した。
（３）システム性能評価
　低レベル放射性廃棄物処分システムの成立条件
を明示することを目的として，処分環境で生起す
る事象を可能な限り網羅的に取り扱い，パラメー
タ特性の把握，重要度分類，成立条件の明確化を
可能とする手法開発並びに条件の抽出に関する検
討に着手した。
（４）処分材料の高度化
　セメント系材料の変質を抑制する有効な手段と
成りうる低アルカリ性コンクリートの長期的変質
特性／実用性を検討するための研究に着手した。

２．廃止措置

２．１　廃止措置計画

　２０００年度作成の「廃止措置全体計画の基本的進
め方」に基づき，２００１年度は「廃止措置全体計画」
を策定する。現在，２００１年度作業方針に従い廃止
措置全体計画策定のために検討作業を開始したと
ころである。また，体系的に廃止措置を進めるた
めに代表施設を選び廃止措置事例研究を行う準備
を進めている。

２．２　「ふげん」の廃止措置

　「新型転換炉の研究開発」の章に記載。

２．３　製錬転換施設の廃止措置

　２０００年７月より湿式設備の解体を継続してお

�����������������������������������������������
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環境保全対策
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り，現在，フッ化沈殿工程に係る設備の解体を行
っている。
　これらの解体に関するエンジニアリング技術の
構築も引続き行っている。

２．４　遠心機処理技術開発

　昨年度の試験で発生した処理廃液等の廃水処理
を終了した後，ウラン濃縮パイロットプラント第
一運転単位（OP‐1）の遠心分離機を用いた分解，化
学分離処理等のホット試験を実施している。

２．５　廃棄物処理建家の廃止措置

　解体技術開発では，旧廃棄物処理建家（JWTF）
に設置されているゴムライニングタンクを解体す
るために行うタンク解体模擬試験に関し，試験片
製作を実施した。また，解体技術評価手法として，
２次元評価システムの妥当性確認のため，固体廃
棄物前処理施設（WDF）焼却設備の物量調査を開
始した。

２．６　その他

　ナトリウム洗浄技術については，溶融ナトリウ
ム状態での洗浄進展速度データを取得するため
に，溶融ナトリウム中洗浄試験についての試験方
法の検討，計器調整，試験治具製作等を実施した。
ナトリウム除染技術については，除染剤選定試験
の内容を検討した。
　ナトリウム処理技術については，高濃度苛性
ソーダによるナトリウム転換方式の基礎的反応特
性を把握するためのナトリウム転換基礎試験の準
備を行った。ナトリウム固体化技術については，
苛性ソーダ溶液を高炉スラグ法でセメント固化す
る場合の最適固化条件の選定に係る試験内容につ
いて検討した。
　米国EBR‐�とのナトリウム取扱い技術の調査
については，２００１年度の米国EBR‐�との共同研究
内容について検討した。

３．鉱山跡措置　
　鉱山保安法及び県協定等に従い，構内及び構外
の鉱山関連施設の維持・管理を継続するとともに，
安全対策として坑水処理施設第２試薬添加室の更
新工事を開始した。鉱山施設の恒久的措置に関し
て，措置計画の具体化に向け外部の専門家からな
る鉱山跡措置技術委員会の第２回目の検討を捨石

たい積場等の施設視察を含め２０００年４月２０日に行
った。
　鉱さいの措置に関連して，坑水処理に係る廃棄
物発生量の低減化に向けた調査を行うとともに，
鉱さいダムに替る一時貯留槽建設に係る検討を行
った。鉱さい等の長期的な安定化方策及び安全性
に係る評価に向けた検討等を継続した。
　また，露天採掘場跡地，鉱さい堆積場周辺の地
下水モニタリング及び測定技術開発等を継続し
た。
　なお，解体物管理施設内の旧製錬施設解体・撤
去作業を開始した。

４．関連施設の設計・建設

４．１　低放射性濃縮廃液貯蔵施設（LWSF）

　「軽水炉燃料再処理技術の研究開発」の章に記
載。

４．２　低放射性廃棄物処理技術開発施設（LWTF）

　「軽水炉燃料再処理技術の研究開発」の章に記
載。

４．３　第２ウラン系廃棄物貯蔵施設（第２UWSF）

（１）施設の目的
　現在，東海事業所（使用施設）のウラン系廃棄
物については既存の第１～第６廃棄物倉庫，ウラ
系廃棄物貯蔵施設（UWSF）等に保管しているが，
第１～第６廃棄物倉庫については，老朽化により
早急な更新が必要となっている。
　また，旧廃棄物屋外貯蔵ピット取出工事及び閉
鎖措置工事で発生した廃棄物については，そのほ
とんどをプルトニウム燃料第三開発室ATR棟及び
ウラン系廃棄物倉庫（旧屋外廃棄物貯蔵ピット作
業建家）へ一時保管しており，移動先の確保が必
要である。そこで，これらの廃棄物に加えて今後
発生するウラン系廃棄物の保管を行うため，新た
に貯蔵施設を建設するものである。
（２）施設の概要
　本施設ではドラム缶，コンテナ等に封入された
ウラン系固体廃棄物を受け入れ，フォークリフト
等で搬送保管する。保管能力は２００リットルドラム
缶換算で約３０，０００本である。また，廃棄物保全の
観点から，点検等により廃棄物保管容器に腐食等
が発見された場合，新しい容器に詰め替えること
ができるようにする。
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１）建家規模
　構造：鉄骨鉄筋コンクリート造
　階数：地上４階
　建築面積：約２，６００ｍ2

　　　　　（延床面積：約１０，４００ｍ2）
２）主要設備
　搬送・点検設備，換気空調設備，電気設備，放
射線管理設備，詰替設備，非破壊検査設備他

（３）進捗状況
　建設工事は建家本体の基礎工事を継続した。内
装工事は放射線管理設備，詰替設備，非破壊検査
設備について設計を継続して実施している。

４．４　固体廃棄物処理技術開発施設（LEDF）

（１）施設の目的
　大洗工学センターの高速実験炉「常陽」や照射
後試験施設等で発生した放射性廃棄物は，固体廃
棄物前処理施設（WDF）等で前処理した後に，日
本原子力研究所大洗研究所の廃棄物管理施設で処
理・保管を行っている。しかし，研究開発の進展
等に伴い，α/βγ大型廃棄物発生量の増大等の

課題が顕在化している。そこで，照射試験等の円
滑な推進を図るため，固体廃棄物処理技術開発施
設（LEDF）を建設するものである。
（２）施設の概要
�　処理能力：約３０トン／年
�　建屋規模
　・構造：鉄筋コンクリート造
　・階数：地上３階，地下２階
（３）進捗状況
　２００１年度実施のLEDFの合理化設計�について
は，処分負担低減化システム，雑固体廃棄物減容
設備の高度化，焼却溶融設備のオフガス系の簡素
化等の設備機器の合理化について，設計内容の具
体化検討を実施した。

本社：経営企画本部

　　　　バックエンド推進部

　　　技術展開部

東海：環境保全・研究開発センター

大洗：開発調整室

人形：環境保全技術開発部
� �
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１．事業整理

　残存する海外のウラン権益の処分に係る業務を
行った。
　旧鉱区の原状修復（残留物撤去等）として，レッ
ドデザート地区の現地作業を完了した。また，マ

ルガロック地区の作業計画の作成を行った。
カナダ法人の清算準備を行った。

（東濃地科学センター）
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ウラン探鉱

ウラン探鉱
ウラン濃縮技術の開発

１．原型プラント

　第一運転単位（DOP‐1）は２００１年２月に，原料
の供給を終了し，窒素ガスを封入し維持している
（第二運転単位（DOP‐2）については，１９９９年１１
月に，窒素ガスを封入）。
　回収ウラン製品の輸送容器への詰め替えについ
ては継続実施している。

２．滞留ウラン回収技術開発

　濃縮機器やプラント内に滞留しているウランを

�����������������������������������������������

回収することを目的とする滞留ウラン回収技術開
発については，フッ化ガス製造設備の設置工事を
２００１年４月から開始した。
　濃縮工学施設においては，滞留ウラン除去試験
を実施した集合型遠心機（DOP‐2型遠心機）の分
解調査を２００１年５月に開始し，遠心機内部の状態
の調査を行っている。

（人形：環境保全技術開発部）

ウラン濃縮技術の開発
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１．新型転換炉「ふげん」

　新型転換炉ふげん発電所は，２００１年１月１９日の
第１６回定期検査合格以降，順調に運転を継続して
きたが，格納容器の外周部（アニュラス部）にあ
るヘリウム循環系配管＊からトリチウムを含んだ
ヘリウムガスの漏えいの疑いが高まったため，
２００１年５月２４日手動にて原子炉を停止した。同配
管を調査した結果，配管にひび割れができている
ことを発見した。現在，当該部分を切出し詳細な
調査を実施中である。２００１年６月１３日からは２００１
年度計画停止を開始し，上記ヘリウム配管の調査
に加え，炉心から使用済燃料を取り出す作業や機
器等の点検作業を実施している。

　２００１年度第１四半期の運転実績は，以下のとお
りである。

２．「ふげん」用燃料

２．１　燃料製造

　プルトニウム燃料第二開発室において，「ふげ
ん」第３２回取替用MOX燃料集合体（２４体）用の
燃料要素加工及び集合体組立を行った。

設備利用率
（％）

時間稼働率
（％）

発電時間
（H：m）

発電電力量
（MWh）

１００１００７２０：００１１８，８００
２００１年
４月

７３．８７４．０５５０：１８９０，５９７
２００１年
５月

００００
２００１年
６月

５８．１５８．２１，２７０：１８２０９，３９７
累　計
４月～
６月末

また，２００１年５月末から第３３回取替用MOX燃料
集合体（２４体）用の燃料ペレットの製造を開始し
た。

２．２　燃料の装荷，搬出，輸送等

　原子炉から４０体の使用済燃料を取り出し，使用
済燃料貯蔵プールに貯蔵した。
　東海事業所の再処理施設へ，使用済燃料を２００１
年４月と６月に各３４体ずつ，合計６８体を搬出した。
また，６月の輸送においては，照射用ガドリニア燃
料集合体（平均燃焼度約４０GWd/t）１体を日本原
子力研究所の燃料試験施設まで輸送した。今後，
同施設にて照射後試験を実施し，水炉におけるプ
ルトニウム利用を念頭にデータを取得していく。
２００１年５月にはMOX新燃料２２体をふげん発電所
に搬入した。

３．技術開発

３．１　プラント管理技術開発

　「ふげん」では，被ばく低減対策として，原子炉
冷却系の系統化学除染と放射性物質の付着を低減
するため原子炉冷却系への亜鉛注入を実施してき
ている。これまでのデータから亜鉛注入による線
量上昇抑制効果が確認されており，それらの評価
結果をとりまとめた。

４．国際貢献

４．１　IAEAを通じた国際協力

　IAEAが進めているRBMK炉の応力腐食割れ
（IGSCC）対策支援を継続し，リトアニア共和国
イグナリナ発電所で開催された作業グループ及び
ウィーンでの運営委員会に参加し２００２年６月に完
成させる報告書の作成作業に参画した。
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新型転換炉の研究開発

＊ヘリウムは重水のカバーガスとして使用
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４．２　文部科学省原子力研究交流制度に基づく協

力

　２００１年７月２６日から８月３日にかけ，中国の核
動力運行研究所，泰山原子力発電所，上海核工程
研究設計院において，「ふげん」の材料損傷事例，原
子炉冷却材の水化学及びプラント監視装置につい
てそれぞれ講演し，中国側技術者と意見交換を行
う予定であり，資料の準備を行っている。
　また２００１年度は９月に中国及びインドネシアか
らの研修生を受け入れる予定であり，現在そのた
めの手続きや研修計画作成等の準備を行ってい
る。これまでの研修生受入れ実績は累計４５名であ
る。

５．廃止措置準備

　物量データベースの整備，廃止措置エンジニア
リング支援システムの構築作業を継続して進めて

おり，廃止措置計画評価システム（COSMARD）
について日本原子力研究所と共同研究を継続して
いる。
　また，ノルウェー国立エネルギー技術研究所
（OECD/NEAハルデン炉プロジェクト）の協力を
得て，最新の仮想現実・可視化技術等を適用した
解体作業シミュレーションシステムの開発を進め
ている。
　そのほか，重水系等の特有機器の解体手順，解
体前除染方法，廃樹脂の減容安定化装置等の検討
も継続して実施している。さらに，OECD/NEA
の廃止措置協力計画に参加して，技術諮問グルー
プ等での活動を継続している。

敦賀本部

東海：プルトニウム燃料センター� �
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１．　核物質管理

１．１　核物質防護

　人事異動に伴う核物質防護管理者の選任・解任
届出を文部科学省及び経済産業省に提出した。
�　東海事業所再処理施設，使用施設
�　人形峠環境技術センター使用施設，加工施設
�　大洗工学センター原子炉施設，使用施設

１．２　核物質の輸送

（１）次の輸送を実施した。
�　照射後試験試料残材の輸送（NFD→大洗）
�　ふげん使用済燃料の輸送（ふげん→東海）
�　ふげん取替用新燃料の輸送（東海→ふげん）
�　ふげん照射後試験用燃料の輸送
　　（ふげん→原研）
（２）その他
　各事業所の２０００年度の輸送関係業務に係る品質
保証計画整備状況について社内委員会に報告し
た。

１．３　核物質利用

　２０００年末のプルトニウム管理状況を文部科学省
に提出した。

１．４　計量管理報告

　核物質の在庫及びその増減の状況について以下
の報告書を文部科学省へ提出した。

２．　核不拡散・保障措置

２．１　核不拡散

（１）米国DOE（エネルギー省）との共同研究の一
環として進めている「遠隔監視技術開発」に関
し，本年度以降の計画について，DOEと意見交
換を実施した。

（２）来年度以降のJNC原子力平和利用国際フォー
ラム開催のあり方について，検討会議を実施し
た。

（３）外部専門家を中心に構成する核不拡散対応研
究会を開催した。

（４）原子力平和利用の透明性に係る「アジア・太
平洋地域安全保障協力協議会（CSCAP）」の開
催する「信頼と安全保障構築のための国際ワー
キンググループと原子力専門家グループの合同
会議」に参加した。

２．２　保障措置研究・技術開発

（１）米国DOEとの共同研究の一環として進めて
いるウラン系廃棄物測定装置に関して，DOE/

　LANL（ローレンスリバモア研究所）との技術
打合せを実施した。

（２）民間事業者と保障措置実施対応に関して，情
報交換会を開催した。

２．３　査察・追加議定書対応等

（１）日・IAEA保障措置協定の追加議定書第４条
に基づき，以下の施設で補完的なアクセスが行
われた。件　　　数報　　告　　書　　名

６８在庫変動報告書（IVR）

２実在庫量明細報告書（PIL）

２物質収支報告書（MBR）

１０５国籍管理報告書（OCR）
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（２）保障措置実施に係る問題点と今後の計画等に
ついて議論するための日・IAEAプレナリー会
合に参加した。

（本社：国際・核物質管理部）

日　付施　　　　設事業所

４月１６日第一個体廃棄物貯蔵庫ふげん

〃第二個体廃棄物貯蔵庫〃

４月１７日環境監視建物もんじゅ

５月１８日リサイクル機器試験施設東海

６月２０日ENTRY東海

６月２７日鉱山施設用資材倉庫人形峠
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１．　個人被ばく線量測定・評価技術の高度化研究

１．１　外部被ばく線量測定・評価技術の高度化研究

　原子力安全委員会が策定した原子力施設等安全
研究年次計画（２００１年度～２００５年度）の一環とし
て，「核燃料施設における中性子線量評価に関する
研究」を実施している。
　今期は，JCO臨界事故時の体内生成24Naに基づ
く中性子線量評価結果について学会誌（Journal of 
Radiation Research）に投稿するとともに，臨界事
故時における中性子個人モニタリング等を目的
に，TLDを内蔵した積算型中性子線量計及び体内
生成24Naの測定に基づく中性子線量の評価手法に
ついて検討を開始した。24Naに基づく手法につい
ては，臨界事故時に想定されるいくつかの異なる
中性子スペクトルに対する24Na比放射能－実効線
量換算係数を計算し，これらの係数が中性子の平
均エネルギーと良い相関があること等を明らかに
した。これらの結果は，日本保健物理学会研究発
表会（２００１年５月；仙台）において報告した。

１．２　内部被ばく線量測定・評価技術の高度化研究

　原子力安全委員会が策定した環境放射能安全研
究年次計画（２００１年度～２００５年度）の一環として，
「緊急時における個人被ばくモニタリング手法に
関する研究」を実施している。
　本年度は，個人の体格差による計数効率の違い
が少なく，かつ放射性物質の体内分布について詳
細データを得ることのできるスキャニング型全身
カウンタの製作を行う予定であり，今期は，その
技術的仕様について検討した。
　また，一昨年度に製作した車載型全身カウンタ
システムの運用実績について，日本保健物理学会
研究発表会（２００１年５月；仙台）において報告し
た。

２．　放射線モニタリング技術の高度化研究

２．１　放射線測定器の校正手法の高度化研究

　中性子サーベイメータ（レムカウンタ）等の校
正精度の向上を目的に，中性子校正場における室
内散乱線の影響の調査・検討を開始した。また，
中性子スペクトロメータを用いてMOX燃料施設
内で測定した中性子スペクトル情報を体系的に整
理し，法令改正に伴う中性子線量の変化について
取りまとめ，日本保健物理学会研究発表会（２００１
年５月；仙台）において報告した。
　また，面線源の更新に伴い核種による表面汚染
計の特性試験を開始した。

２．２　臨界監視技術の高度化に関する研究

　２００１年度から２００５年度にかけて，次世代型臨界
警報装置及び臨界安全監視システムの開発に係る
研究を行う。
　次世代型臨界警報装置の開発の一環として，臨
界警報装置に関する海外の最新の諸規格に関する
文献調査を行った。また，臨界安全監視システム
の開発の一環として，臨界事故時に生成され，排
気系に移行する放射性核種に関し文献調査を行っ
た。

２．３　走行式放射線モニタの高度化に関する研究

　原子力施設での重大事故発生時においては，事
故対応活動を行う上で施設及びその周辺における
放射線状況を把握することが重要であり，JCO事
故対応においても現場状況が不明の中で現場作業
を開始する作業者の被ばく等の問題が挙げられ
た。これら高汚染及び高線量区域における放射線
情報収集活動の課題からも，遠隔による測定監視
が望まれる。そこで，これまで放射線測定の自動
化の一環として技術開発を行ってきた走行式放射
線モニタを，事故時モニタリングを考慮し更なる
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安全管理と安全研究
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高度化を図る。
　今年度は，走行式放射線モニタの走行台車部の
設計，その他周辺機器に対しては既存技術の応用
を考慮し動向調査を行い結果をまとめる。

２．４　放射線モニタのシミュレーション応答解析

に関する研究

　実験的に感度評価が困難な核種，エネルギー等
に対する放射線モニタ類の感度評価を目的とし
て，計算機を用い，放射線検出器内での放射線挙
動をシミュレーションすることで検出器の応答を
解析する研究を行っている。今期は，β/γ弁別
トリプルコインシデンス型検出器の応答評価及び
中性子線測定用レムカウンタの応答評価を行っ
た。

３．　環境安全技術の高度化研究

３．１　海洋環境における放射性物質移行モデルに

関する研究

　東海沖での流向・流速を測定するとともに，流
向・流速計の特性解析手法等について検討した。
また，広域拡散評価に関して，検証用データの収
集・整理を行うとともに，１００地点以上で137Csの
鉛直濃度分布の観測値と計算値を比較した。

３．２　環境試料の分析及び測定技術の高度化に関

する研究

　大気浮遊塵中のPuを化学分析を行わずに定量
するため，検出器に入射したα線の時間間隔分布
を解析する手法について検討した結果，計数効率
の高い液体シンチレーションカウンタを用い
て220Rn→216Po→の連続壊変事象を抽出することが
可能であることが確認できた。

３．３　大気中ラドン濃度の測定

　ウラン鉱山跡地等に対する大気中ラドンの監視
を実施しているが，ラドン測定についてはJISなど
の規格が国内に存在しないため，国内外の動向を
把握しつつ，測定法の開発を進めている。
　今期は，積分型測定器による大気中ラドン濃度
の測定及び地表からのラドン散逸量の測定等の調
査を継続した。また，ラドン標準校正チェンバを
利用した各種測定器の校正を実施した。
　そのほか，長期間の平衡等価ラドン濃度を測定
する積分型ラドン娘核種測定器による，実フィー

ルドでの試験結果について，日本保健物理学会第
３５回研究発表会において発表した。

４．　安全工学研究

４．１　異常事象時における換気系の安全性に関す

る研究

　火災等の異常事象時における換気系の挙動や閉
じ込め等の安全評価に係る研究としてMOX加工
施設等の換気系を対象に最新の設備や新技術の調
査を開始するとともに，試験設備整備のための検
討を進めた。

４．２　核燃料施設への静的安全機器の適用性に関

する研究

　再処理施設の高レベル廃液貯蔵施設等で発生す
る放射線分解水素や崩壊熱の除去において動力を
用いない静的除去システムの適用に関する研究を
行っている。
　静的水素除去システムの研究では，これまでに
実施した白金・テルル／チタニア触媒の特性試験
結果のまとめを行った。
　静的熱除去システムの研究では，これまでに実
施したヒートパイプの除熱特性試験結果のまとめ
を行うとともに，試験設備の調整運転を行った。

４．３　核燃料施設の安全解析手法の開発・整備　

　合理的な遮蔽評価のための中性子・ガンマ線線
量評価コードシステムの高度化整備として，核定
数ライブラリ，法令改正に対応した線量率換算係
数の取り入れ等の改良を実施した。また，法令改
正に伴う東海事業所使用施設に係る線量評価の見
直しとして，放射線安全部所掌施設の再評価を実
施するとともに，プルトニウム燃料センター及び
環境保全・研究開発センター所掌施設の再評価に
係る技術的な支援を行った。
　MOX加工施設等の臨界管理に関する研究とし
て，MOX非均質系ベンチマーク計算を実施した。
また，ISO TC 85/SC 5/WG 5（臨界安全に関連し
た計算・取扱いの規格化，４月）に参加し，MOX
取扱施設の規格作成に関する情報収集を行った。

４．４　核燃料施設の確率論的安全評価の適用研究

　MOX施設へのPSA適用研究として，欧州の
MOX施設の工程，設備等の調査を実施するととも
に，米国のMOX施設に対する規制の動向等の調査
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を実施した。

（本社：安全推進本部）

５．　関連施設の設計・建設

５．１　原子力緊急時支援・研修センター

　原子力緊急時に対応にあたる国，地方自治体，
原子力事業者等へ技術的支援を行うための活動拠
点である原子力緊急時支援・研修センターについ
て，建家竣工を２００１年１１月末，支援のための情報

通信システム，解析システム等を２００１年度末まで
に整備する予定で建設等を進めている。
　これらの整備と運用のための組織として「原子
力緊急時支援・研修センター」を４月１日付けで
サイクル機構本社内に設置した。
　また，センターを共同で整備する日本原子力研
究所と「原子力緊急時等における支援活動に関す
る協力協定」を６月５日に締結した。

（本社：原子力緊急時支援・研修センター）
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国際会議　　　
　　　海外派遣等
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１．国際会議

１．１　国内

会 議 名 及 び 内 容開 催 場 所期 間

「PFPFにおける３者間イニシアティブ・ワークショップ」
米国・ロシア・日本の３者間でイニシアティブ会合を開催した。

東 海
２００１年
４月２３日～４月２７日

「JNC/NAGRA（スイス放射性廃棄物管理協同組合）共同研究打合せ」
JNC/NAGRA共同研究の一環としてイベントリに関する情報交換を行った。

東 海４月２４日～４月２７日

「JNC/AEA（AEA Technology）共同研究打合せ」
JNC/AEAとの共同研究契約に基づき還元雰囲気における核種の吸着現像に関する
研究報告を行った。

東 海５月１６日

「ミニワークショップ小型コンプトン散乱Ｘ線源」
JNC/LANL（ロスアラモス国立研究所）共同研究として行っている加速器利活用に
おける成果普及を図った。

大 洗５月１７日～５月１８日

「JNC/マサチューセッツ工科大学共同研究打合せ」
JNC/マサチューセッツ工科大学共同研究として行っているサーマルストライピン
グ解析コードの貸与契約及び成果把握を図った。

大 洗５月３１日

｢JNC/SNL（サンディア国立研究所）研究協力打合せ｣
JNC/SNL研究協力の一環として行っている性能評価手法・サイト特性評価手法並び
に実験研究等について協議をした。

東 濃
東 海

５月５日～６月１１日

｢JNC/NRG共同研究打合せ｣
JNC/NRG共同研究として行っているスフェアパック充てん燃料に関して情報交換
を行った。

東 海６月１１日～６月１２日

「JNC/CEA（カダラッシュ研究所）共同研究打合せ」
JNC/CEA共同研究として行っているFBR安全解析コードSAS4Aの共同開発に関す
る定期会合を開催した。

大 洗６月６日～６月８日

｢JNC/FZK（カールスルーエ研究所）共同研究打合せ｣
JNC/FZK共同研究として行っている鋼材腐食評価及び腐食抑制技術開発の成果報
告及び詳細試験条件の合意をした。

大 洗６月１１日～６月１３日

｢EAGLEプロジェクト第１４回技術会議｣
JNC/カザフNNC（カザフスタン共和国国立原子力センター）間で締結しているEA-
GLE共同研究の基づき第２回共同EAGLE委員会を開催した。

大 洗６月１８日～６月２２日

１．２　国外

会 議 名 及 び 内 容開 催 場 所期 間

「ODS被覆管のBOR‐60での照射試験打合せ」
日露FBR協力の一項目として、BOR‐60でのODS被覆管の照射に関する共同研究の
打ち合わせを行った。

ロシア　　　　　　
デミトロフグラード

２００１年
４月２３日～４月２９日

「GEN‐IVロードマップジョイントワーキンググループ会議」
第４世代国際フォーラムの下でのワーキンググループが開催され，今後のスケジ
ュール，作業分担についての検討を行った。

米　国
シカゴ

５月８日～５月１０日

「モンペリ計画管理委員会」
９機関が参加して進めているモンペリ計画の今後の研究計画の検討を行った。

セントウーサン５月９日

「JNC‐フランス原子力安全防護研究所（IPSN）実施計画策定会合」
JNC‐IPSN協定に基づく，放射線防護分野での協力にかかわる検討を行った。

フランス　　　　
フォンテネローズ

５月９日～５月１０日
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会 議 名 及 び 内 容開 催 場 所期 間

「IAEA/IWGFR定例会合」
IAEAの高速炉及びADS開発に関する国際ワーキンググループ（IWGFR）に出席し，
IAEA高速炉分野の２０００年における活動報告とレビュー，２００１年以降の活動計画の立
案・審議を行った。

カザフスタン
アルマイト　

５月１４日～５月１７日

｢中国高速実験炉（CEFR）に係るIAEA安全設計レビューへの参加｣
中国の高速実験炉に対するIAEAの安全設計レビューの一環として，事故分類等に関
するワークショップを行った。（サイクル機構から１名参加）

中 国
北 京

６月１０日～６月１６日

「CABRI‐RAFT契約に基づくJCC会合」
CABRI‐RAFT計画の進捗状況のレビューと今後の予定についての検討を行った。

フランス　　
カダラッシュ

６月１５日

｢BFS‐2臨界実験に係る技術会議｣
JNC‐IPPE共同研究に関する第４回打合せに出席し，臨界実験及び臨界実験解析結
果，BN‐600にMOX燃料を装荷した場合の核特性評価結果等について議論を行った。

ロシア　　　
オブニンスク

６月１０日～６月１７日

４．　国際協力協定

（１）２００１年４月２３日，英国核燃料会社（BNFL）との間で｢JNC/BNFL技術協力協定｣の調印を行った。
（有効期限：５年間）

（２）２００１年６月２日に有効期限を迎える｢JNC/AECL（カナダ原子力公社）廃棄物協定｣の更新を行った。
（５年間の延長）

（３）２００１年６月１４日に有効期限を迎える｢JNC/CEA（フランス原子力庁）先進技術協定｣の更新を行った。
（５年間の延長）

５．解体核プルトニウム処分協力

（１）ロシア物理エネルギー研究所（IPPE）との共同研究契約に基づき，BFS‐2（臨界実験装置）を用いた
臨界実験を実施している。

（２）ロシア原子炉科学研究所（RIAR）との共同研究契約に基づき，解体プルトニウムを用いた先行照射試
験に関し，３体の試験体をBN‐600に装荷，照射試験を継続している（２００１年５月末で燃焼度６．３％）。

（３）フェーズ１の実施に関し，実施内容，スケジュール等に関する契約仕様につきほぼ合意し，７月契約の
予定で調整している。

　（本社：国際・核物質管理部）

２．海外派遣・留学

目　的人数期　間派遣・留学先

JNC/CEA先進技術協定に基づく技術情報交換１
２００１年４月１６日～

２００３年４月１５日
フランス
フェニックス

FBRサイクル，ロシア余剰兵器プルトニウム処理処分に係る協力，旧
ソ連邦諸国の原子力関係情報の取得

１
２００１年５月８日～

２００３年５月７日
ロシア
ISTC（国際科学技術センター）

先進湿式再処理用抽出機の適用性評価１
２００１年５月２６日～

２００２年５月２５日
英国
BNFL（英国核燃料会社）

JNC/CEA先進技術協定に基づく技術情報交換１
２００１年６月５日～

２００２年１２月２０日
フランス
カダラッシュ研究所

３．主要外国人の来訪

訪　　問　　者訪問場所訪問日

米Domenichi　議員スタッフ　Lyons氏敦賀・大洗・東海
２００１年４月１６日
　　　４月１８日

BNFL（英国原子燃料会社）Ion取締役東 海４月２３日

OECD/NEA（仏国経済協力開発機構/原子力機関）
Echavarri局長

東 京４月２３日

CEA（フランス原子力庁）　Bouchard局長東 京４月２７日

中国科学院　邱華盛所長東 京５月１７日

IPSN（フランス原子力安全防護研究所）
Queniart副所長

東 京６月１３日
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１．技術情報管理

　１９９８年１０月新法人発足以来，これまで２年半に
わたる現行の技術資料管理要領・マニュアル類の
運用実績を踏まえ，理解のしやすさ，運用面，利
便性，整合性等の観点から明らかにされている改
訂点について，全事業所の技術資料管理担当箇所
で構成される改訂検討会で検討・審議し，２００１年
４月１日付けで要領・マニュアル類の改訂を行っ
た。
　サイクル機構の技術資料としては，サイクル機
構内作成技術報告書，委託研究報告書，共同研究
報告書，受託研究報告書，海外原子力開発機関と
の協定等により入手した報告書を登録・利用・管
理している。また，国内外の技術情報の調査・収
集及び国内外の研究機関との技術情報の交換等を
実施した。
　累積する技術資料を効果的に活用するため，す
べて所定のコーディング基準に従って，登録番号

を付与し，検索しやすいように汎用計算機にデー
タベース化している。
　データベースの利便性の向上を図るため，２００１
年６月より，これまでの汎用計算機に替わるウエ
ブ利用サーバ＆クライアント方式データベースシ
ステムの整備に着手した。本システムでは，技術
資料の他，サイクル機構技報，成果展開事業，大
学との共同研究，技術協力・技術移転，解析コー
ド等に係るデータベースを容易にウエブ検索・閲
覧ができるようにする予定である。
　技術情報の活用を図るため，イントラネットに
より社内周知を行うとともに，社外での利用促進
を図るため，技術資料の目録等をインターネット
に掲載している。また，サイクル機構の研究開発
成果，技術動向及び各研究開発部門の進捗状況等
について広く理解を得るため，サイクル機構技報
を四半期毎に編集，社内外に配布している。

２．外部発表

　２００１年４月から６月において外部発表を行った技術資料は次のとおりである。
発 表 先 及 び 発 表 年 月 日発 表 内 容

高 速 増 殖 炉 関 係

２００１年計算化学検討会 （東京）２００１年６月５日ナトリウム冷却高速炉の蒸気発生器内におけるナトリウム－水反応の理論的研究

第９回（社）日本原子力学会「照射損傷評価」研究専門委
員会 （東京）２００１年６月１１日

３１６SSの照射効果に及ぼす損傷速度効果

第４９回質量分析総合討論会２００１，及びJ. Mass Spectromery
（東京）２００１年６月１８日

ナトリウムを含有する分子の電子衝撃イオン化断面積に対する量子力学的研究
（Quantum Mechanic Study of Electron Impact Ionization Cross Sections of 
Sodium-Containing Molecules）

US-DOE Generation IV/ Technical Working Group
２００１年５月８日

Generation IV Concept Summary (JSFR: JNC Sodium Cooled Fast Reactor)
(M-JSFR: Modular Type JNC Sodium Cooled Fast Reactor)

The 10th International Symposium on Applied Electromag-
netics and Mechanics （東京）２００１年５月１３日

Development of a RIMS-Based FFDL System at the Experimental Fast Reactor 
JOYO

第８回日独セミナ－ （東京）２００１年５月３１日Sensitivity Analysis for High Cycle Fatigue under Thermal Striping

技術情報管理
外部発表
情報システム
社内公募研究

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������



１９０

サイクル機構技報　No.１２　２００１．９

活
動
報
告

３．情報システム

　サイクル機構では，研究開発及びその支援業務
の効率化とエンジニアリング能力の向上のため，
大洗工学センター内の情報センターにおいて，情
報化基盤整備，大型計算機システム（科学技術計
算用及び業務処理用）の運用・整備，全事業所を
結ぶ情報処理ネットワークの運用・整備，情報セ
キュリティ対策等を実施している。
　事業所間通信需要増加に対応するため，ネット

ワークの再構築を行い，通信方式をATM方式（非
同期転送モード）に更新する等，回線容量不足の
解消，回線利用効率の向上を図った。また，不正
アクセス及びコンピュータウィルス対策として，
これらの監視及び検知システムの導入を図る等，
セキュリティ水準の向上に努めている。

（本社：技術展開部）

発 表 先 及 び 発 表 年 月 日発 表 内 容

高 速 増 殖 炉 関 係

Newsletter Power & Energy System ２００１年５月FBRサイクルの実用化戦略調査研究－フェーズＩを終えて

廃 棄 物 処 理 ・ 処 分

テクノ・インフォメーションシステムズ研究講座
（東京）２００１年４月２６日

高レベル放射性廃棄物地層処分の安全評価と課題

材料と環境２００１講演会 （東京）２００１年５月３１日腐食生成物としてのマグネタイトによる炭素鋼オーバーパックの腐食への影響

Specialist Meeting to Resolve Issues Related to the 
Preparation of Safety Standards on the Geologica

（ウィーン）２００１年６月１９日

Application of Non-Dose/Risk Indicators for Confidence-Building in the H12 
Safety Assessment

地 層 科 学 研 究 関 係

ホームページ掲載（http://www.iae.or.jp/） ２００１年４月地層処分コンセプトの背景にかかわる評価の取りまとめ

軽 水 炉 再 処 理 関 係

原子動力研究会　講演会 （東京）２００１年４月１７日ATLANTE会議から見た仏国の原子力事情（バックエンド分野）

（社）日本原子力産業会議原子動力研究会（原子力安全グ
ループ） （東京）２００１年４月２０日

核燃料サイクルを中心とした世界の現状と展開

モンテカルロシミュレーション研究会
（東京）２００１年５月２５日

再処理施設臨界安全解析の現状

環 境 保 全 技 術 開 発 関 係

Bentley Japan-User Conference 2001
（東京）２００１年４月２７日

核燃料施設廃止措置への3DCADの適用事例紹介

新 型 転 換 炉 関 係

Bentley Japan-User Conference 2001
（東京）２００１年４月２７日

原子力施設廃止措置エンジニアリングにおけるMicrostation/Plantspace

OECD/NEA廃止措置協力計画　第３０回TAG会合
（Herigsdorf） ２００１年５月７日

Basic Concept and Technical Schedule Flow of the Fugen  Decommissioning
Project

安 全 管 理 関 係

日本保健物理学会第３５回研究発表会
（仙台）２００１年５月２４日

計算機システムによる放射線管理情報の共有化

日本保健物理学会第３５回研究発表会
（仙台）２００１年５月２４日

放射線監視支援システムの開発

日本保健物理学会第３５回研究発表会
（仙台）２００１年５月２４日

MOX燃料施設における中性子エネルギー分布の測定結果と法令改正に伴う中性
子線量の変化について

日本保健物理学会第３５回研究発表会
（仙台）２００１年５月２４日

静電捕集技術を用いた放射性ダストモニタリング技術の開発
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４．社内公募研究

４．１　はじめに

　サイクル機構では，創造的研究活動を活性化す
るための一つの方策として，２００１年３月，サイク
ル機構の研究者及び技術者から創造的・革新的研
究テーマ募集する「社内公募型研究推進制度」を新
たに制定した。これを受けて同年４月に社内公募
型研究推進室が設置され，制度の運用が始まった。

４．２　社内公募型研究推進制度の概要

　社内公募型研究推進制度は，サイクル機構が取
り組む研究開発の全分野を対象として，サイクル
機構の研究者及び技術者から，新概念の創出，技
術のブレークスルーを目指す研究テーマを募集
し，その中から独創性・新規性に優れた研究テー
マならびに研究者を厳選し，一定期間，予算と環
境を与えて自由に研究を実施させようとする制度
である。募集する研究は，原則として個人レベル
で実施できる規模及び内容とし，提案者自らが実
施することを基本としている。研究期間は原則と
して３年間，予算は１件につき５００～１０００万円／年
としている。採用する研究テーマは，サイクル機
構内に設置する，外部学識者とサイクル機構担当
理事により構成される社内公募型研究評価委員会
の審査に基づき選定される。新規採用件数は毎年
３～５件程度を予定している。研究成果の評価は，

研究期間の中間時点及び最終時点において，社内
公募型研究評価委員会により行う予定である。
　選ばれた研究者は，社内公募型研究推進室の所
属となるが，研究内容に応じて，最も相応しい研
究環境の整った事業所に駐在して研究を進めるこ
とができる。また，外部専門家との交流や，研究
に必要な出張，学会への参加などは，ある程度自
由にできる。勤務形態は，研究者自らが始業時間・
終業時間を柔軟に決定することができるフレック
スタイム制としている。

４．３　２００１年度研究テーマ募集状況

　第１回の研究テーマ募集は２００１年４月２０日から
５月２２日までの間行われ，４事業所から合計９件
の応募があった。これらの応募研究テーマについ
て，６月２２日，社内公募型研究評価委員会（委員
長：相澤東大教授，ほか委員５名）において審査
が行われ，４件が選考された。現在，この４件に
ついて，関係する事業所において実施の可能性を
検討中であるが，その結果を踏まえて７月上旬に
は２００１度実施テーマが確定する。研究開始は８月
１日からの予定である。なお，２００２年度（第２回）
の研究テーマの募集は，２００１年９月に開始する予
定である。

（本社：社内公募型研究推進室）
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１．技術協力・技術移転

　サイクル機構は，再処理，ウラン濃縮，MOX燃
料加工，高速増殖炉等の技術開発成果を事業主体
に円滑に技術移転するため，技術協力協定を締結
し，技術情報の提供，技術者の派遣，受託業務等
を実施している。
①　再処理技術については，日本原燃（株）に対
して技術協力を行っており，六ヶ所再処理工場
のウラン脱硝施設，ウラン・プルトニウム混合
脱硝施設，ガラス固化施設及び放射線管理への
試運転技術支援について協議を行い，２００１年度
の受託契約手続きを行っている。

　　また，２００１年３月に日本原燃（株）からせん断
処理・溶解・分離・精製等主工程施設の試運転
技術協力等の追加要請を受け，目下，具体的な協
力内容についての協議を行っている。

②　ウラン濃縮技術については，日本原燃（株）と
２０００年１１月１日に締結した「ウラン濃縮施設の
建設，運転及び技術開発に関する技術協力協定」
に基づき，人形峠の濃縮施設において「滞留ウ
ランの除去及び回収技術に係る試験研究」の共
同研究を継続実施するとともに「遠心機長期化
技術に関する試験」の受託業務の試験内容等に
ついて協議を行っている。

③　MOX燃料加工技術については，日本原燃（株）
と２０００年１２月２７日に締結した「MOX燃料加工施
設の建設・運転等に関する技術協力協定」に基
づき，具体的な協力体制について協議を行い，
２００１年４月５日に「MOX燃料加工施設に係る技
術協力に関する確認書」を取り交わした。目下，
プロジェクト検討会において六ヶ所のMOX燃
料加工工場の基本設計等を行っている。
④　FBRの技術協力については，日本原子力発電
（株）と１９９９年６月２８日に締結した「高速増殖
炉システムの実用化戦略調査研究に関する協力

協定」に基づき，日本原子力発電（株）と「高
温構造設計手法高度化及び免震技術開発」（２００１
年４月１６日付）及び「自己作動型炉停止機構炉
内試験研究」（２００１年６月５日付）に関する共
同研究契約を締結し実施している。

⑤　高レベル廃棄物の地層処分技術については，
２０００年１０月１８日に地層処分事業の実施主体とし
て発足した原子力発電環境整備機構と協議を行
い，２００１年６月１５日に「特定放射性廃棄物の地
層処分技術に関する協力協定」を締結した。

２．研究協力

　サイクル機構は開かれた研究開発機関を目指し
て，大学等の研究機関との研究協力制度を設け，
研究協力の推進を行っている。

２．１　先行基礎工学研究

　サイクル機構は，１９９５年度より，研究開発プロ
ジェクトに先行した基礎工学研究について，サイ
クル機構から研究協力テーマを提示し，大学等の
研究者から研究目的を達成する上で必要な研究協
力課題の募集を行い，サイクル機構の研究者との
共同研究等の形態で研究開発を行っている。２００１
年度は，４５件の研究協力課題について実施してい
る。２００２年度の先行基礎工学研究に係る研究協力
課題の募集を行うため，準備作業を進めている。

２．２　核燃料サイクル公募型研究

　サイクル機構は，１９９９年度より，大学及び公的
研究機関の研究者から，サイクル機構が取り組む
核燃料サイクル分野の研究開発において，原則と
してサイクル機構の施設・設備を利用し，広く，
先見的，独創的な研究テーマを公募し，応募者が
主体的に研究に取り組む公募型の研究協力を行っ
ている。２００１年度は，２８件の研究テーマについて

技術協力・技術移転
研究協力
開発技術の利用・展開
施設設備の供用
国内技術協力研修
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実施している。２００２年度の核燃料サイクル公募型
研究に係る研究テーマの募集を行うため，準備作
業を進めている。

２．３　博士研究員制度

　サイクル機構は，１９９７年度より，博士の学位を
有する若手研究者を３年間の任期付で採用し，サ
イクル機構の先導的，基礎・基盤的な研究業務に
関連して，サイクル機構が承認した研究テーマを
自主的に遂行し，研究者としての業績を得ていく
とともに人材育成を図っている。
　２００１年度は，１７名の博士研究員により研究を実
施している。２００２年度の博士研究員の募集を６月
末まで行った。

３．開発技術の利用・展開

３．１　先端原子力関連成果展開事業

　開発成果の展開・活用を図るため，サイクル機
構の保有する特許等を企業に提供して，企業の製
品開発を支援する「先端原子力関連成果展開事業」
を１９９８年度から行っている。２００１年度新規実施分
の募集に対して７件の応募があり，審査の結果，
この７件の採択が決定した。
　２００１年度はこの７件と前年度からの継続分５件
の，合計１２件の実用化共同研究開発を実施してい
る。１０月にこれらの中間報告会を行う。

３．２　特許・コンピュータコードの利用

（１）特許の利用
　サイクル機構の研究開発の過程で発明・考案さ
れた技術成果については，特許出願を行い技術を
公開し，権利化を図るとともに，特許の使用を希
望するものと実施許諾契約を締結し，利用に供し
ている。これまでの特許（実用新案を含む。以下
同様）出願件数は，国内で約２，６００件，外国で約

９５０件（このうち，現在，開発成果として保有し
ている特許権は，国内約１，０９０件，外国約５２０件）
である。２００１年度の第１四半期までの出願件数は
国内６件，外国７件であった。特許の実施状況は，
外部利用については，使用者と実施許諾契約を締
結し，実績はこれまで３０件である。
（２）コンピュータコードの利用
　研究開発の過程で開発されたコンピュータ・プ
ログラム（計算コード）については，外部利用が
考えられるものについて，ソフトウェア会社と計
算コードの販売に係る業務代行契約を締結し，利
用者への使用許諾を行っている。これまで，ソフ
トウェア会社と１５件の計算コードの使用許諾契約
をしている。このうち，FINAS（汎用非線型弾性
構造解析システム）の利用実績が多い。

４．施設設備の供用

　技術協力の一環として，サイクル機構の施設・
設備を利用した施設等の供用を行っており，２００１
年４月より東海事業所のウラン濃縮施設の供用を
開始し，東濃地科学センターの第２立坑及びペレ
トロン装置による年代測定などを実施している。

５．国内技術協力研修

　２００１年４月より，日本原燃（株）の再処理技術者
の研修として，プルトニウム脱硝技術研修の目的
で３名，分析技術研修の目的で１名，ウラン脱硝
技術研修の目的で３名，総勢７名が東海・再処理
センターにおける研修に参加し，現在継続中であ
る。
　また，２００１年４月より，環境安全関係の技術者
研修員を１名受け入れ，東海事業所の安全管理部
門で研修を継続中である。

（本社：技術展開部）
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　構造体変形挙動シミュレータ

出願番号：特願平１０－３１９５０８
出 願 日：平成１０年１１月１０日
登録番号：特許第３０４９２３４号
登 録 日：平成１２年３月２４日
特許権者：核燃料サイクル開発機構

　本発明は，形状記憶合金を利用して，実現が難
しい急峻な温度勾配による構造体の変形挙動を，
温度制御が容易な一様温度での加熱によって模擬
する構造体変形挙動シミュレータに関するもので
ある。

１．目的・効果

　従来，原子炉の炉心構造体の変形挙動を直接炉
内で詳細計測することは困難であるため，炉外で
炉心の変形挙動模擬試験を行う必要があったが，
実際と同様の急峻な温度勾配を加熱によって実現
しようとすると，炉心を構成する集合体一体一体
を急峻な温度勾配がつくように加熱制御する必要
があり，技術上非常に難しいこと，また急峻な温
度勾配がつくため，ひずみゲージ等について個々
に温度補正を行う必要があり，更に温度分布を捉
えるため多くの熱電対を設置する必要があり，計
測の難しさや高コストとなってしまうという問題
点があった。
　本発明は，あらかじめ高温下における変形が記
憶された形状記憶合金からなる集合体を用い，温
度制御が容易な一様温度での加熱によって構造体
の変形挙動を実現し，前述の問題点を解決するも
のである。

２．技術の概要

　図１は高速炉における炉心変形現象を説明する

図で，炉心は総数１００本を越える集合体１から構成
され，その下部は支持板２との取り合いから，下
部が細い円管状になっており，また上端付近と中
間部に，隣接する集合体の間隔を保つためにパッ
ドと呼ばれる突起構造３を有し，集合体１の下部
は支持板２に植え込まれるように支持されてい
る。また炉心の大きな変形を拘束するために周囲
拘束構造４が配置されている。炉運転時の発熱に
より各集合体に温度分布が生じて湾曲し，隣接す
る集合体どうしがパッド部を介して接触，干渉し，
複雑な変形を呈することとなり，このような変形
挙動を試験によって再現しようとすると，個々の

図１　高速炉炉心変形現象概念図

（ａ）
断面図

（ｂ）
側面図

特許・実用新案紹介
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集合体に個別の温度分布をつけ，これを制御する
必要があり，技術上でもコストの面でも困難な問
題を生じる。
　図２（ａ）は集合体断面に温度勾配５が生じた
場合の熱湾曲を概念的に示したもので，図２（ｂ）
は本発明の形状記憶合金で集合体を構成した場合
の熱湾曲を示している。すなわち，実際に生じる
と考えられる温度勾配を試験で実現することは難
しいことから，形状記憶合金を使ってあらかじめ
図２（ａ）で示される湾曲形状を形状記憶合金に
記憶させておき，一様温度分布６となるように加
熱して記憶形状を回復させることで図２（ａ）の
湾曲を再現し，加熱設備を簡素化し，計測も容易
とするものである。
　形状記憶合金の材料は回復温度幅が広い 
Fe‐Mn‐Si系の合金が適切である。すなわち，回
復温度が１２５℃ ～３００℃ と広い範囲に渡るため，当
該温度領域で徐々に変形することとなり，挙動の
追跡，観察が容易である。また，価格的にも安く

加工性も良い。さらに，３００℃ 程度であると，高温
ひずみゲージ等センサの許容温度域にほぼ入り，
ナトリウムを使って温度勾配をつける試験等が
４００℃～６００℃ であることに比べ有利である。

（本社：技術展開部）

図２　集合体熱湾曲概念図

（ａ）
従来の集合体

（ｂ）
本発明の集合体
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　品質保証推進部は，ISOの認証取得活動支援と
して，２００１年５月１７～１８日人形峠環境技術セン
ターにおけるISO１４００１／１８００１内部監査員養成研
修，６月２５日東海事業所におけるISO９０００‐２０００年
版概論研修を実施するとともに，ISO取得・維持
等に係るコンサルティング活動を月１回のペース
（４月２３日，５月２８日，６月１２日）で実施した。
　以下に２００１年度第１四半期の各事業所，部門に
おける認証取得活動等の状況を示す。

１．ふげん発電所（ISO１４００１取得）

　今期は，環境方針の見直し，環境目的・目標の
策定，著しい環境側面の見直し策定等を行い，環
境マネジメントプログラムを策定した。また，内
部環境監査を実施した。その他，福井県ISO交流
会に参加した。

２．人形峠環境技術センター（ISO１４００１取得）

　今期は，２０００年度環境目的・目標の実績確認，
環境方針の見直し，環境側面の見直し，２００１年度
環境目的・目標の決定，環境マネジメントプログ
ラムの策定，第１年次サーベイランス審査観察事
項の処置等を行った。PRTR法等施行に伴う化学
物質管理要領及び施設品質保証活動と一体化した
不適合管理要領を制定した。また，芸予地震，落
雷による停電等に関して最高経営層による見直し
を実施し，品質保証推進部主催の内部環境監査員
養成研修を開催した。

３．東海事業所（ISO１４００１，OHSAS１８００１取得予定）

　今期は，「基本方針，基本規則，要領書」を作
成し，「目的・目標，マネジメントプログラム」作
成に係る各部・センターへの説明会を開催した。
「法的及びその他の要求事項」の仮運用を開始した。

３．１　再処理センター（ISO９００２取得予定）

　今期は，予備審査結果，運用結果を踏まえた規
則類の改訂を進め，「品質マニュアル」を含む製
品品質保証規則類の改訂をほぼ完了し，０１－１
キャンペーンにおいて運用を開始した。また，同
キャンペーン末において内部品質監査を実施した。

３．２　プルトニウム燃料センター（ISO９００１取得）

　今期は，品質マニュアル及び関連要領書類の改
訂並びに改訂に伴うQA教育，内部品質監査年間計
画及び受注者品質監査年間計画の立案等を実施し
た。また，ISO９００１‐２０００年改訂セミナーに参加し
た。なお，プルトニウム燃料センターでは，２００１年度
の品質方針・目標は２０００年度末に決定している。

３．３　建設工務管理部（ISO９００１‐２０００取得予定）

　今期は，認証取得に向けた審査準備の詳細年度
計画の策定，品質方針の見直しを含む品質マニュ
アルの改訂，規則改善提案の募集を行った。また，
内部監査員による部内システムチェック，第１回
内部監査，「規則改善提案，システムチェック，
コンサルタント指導，内部監査等」の結果を反映
した規則の改訂などを実施した。

４．大洗工学センター（ISO１４００１取得）

　今期は，２００１年度の環境側面調査と環境影響評
価を実施し，著しい環境側面を特定するとともに，
環境方針，環境目的・目標及びその他のシステム
に関する所長見直しを実施し，環境マネジメント
プログラムを策定した。本審査及びその後の環境
管理システムの本格的運用を通して，システムの
改善を図り，環境管理規則及び要領書に反映した。
６月２８日～２９日に（株）日本環境認証機構（JACO）
による第１回目のサーベイランス審査を受け，「向
上」の綜合評価を得た。

国際規格ISOの認証取得活動に
ついて
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５．東濃地科学センター（ISO１４００１取得予定）

　今期は，５月７日に所長による認証取得宣言を
実施し，認証取得企業調査，内部環境監査員養成
研修等の教育・研修，大洗工学センターのサーベ

イランス審査の立会い等を実施した。

（本社：品質保証推進部）
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2001年度　先端原子力関連技術成果展開事業

における開発テーマの採択結果について

１．概　要

　サイクル機構では，これまでに研究開発した成果を広く一般社会に還元していくことを，方針にし
ています。この一環として，サイクル機構が取得している特許・実用新案を企業に提供し，企業と
「実用化共同研究開発」を実施することにより，企業の新製品開発を支援しています。
　この制度は，「先端原子力関連技術成果展開事業」として，１９９８年度から開始され，これまでに１５
社の開発を支援してきました。

２．２００１年度の開発テーマの採択結果

　２００１年度の募集に対して，企業から応募のあったテーマを審査の結果，下記の７件が採択されました。
�　グローブボックス関連機器の改良に関するもの（兵庫県の企業）
�　騒音を低減する電子システムに関するもの（大阪府の企業）
�　発泡ポリウレタン樹脂容器のリサイクルに関するもの（福井県の企業）
�　魚類の塩漬け・発酵による食品製造の改良に関するもの（福井県の企業）
�　建設業務のＯＡ化に伴うシステム開発に関するもの（福井県の企業）
�　フロン代替冷媒の封入機の開発に関するもの（東京都の企業）
�　有害物質に汚染されたコンクリートのリサイクルに関するもの（茨城県の企業）

３．開発の成果

　上記７テーマの開発が行われていますが，その成果は，次のように取り扱われます。
�　成果は，年度ごとに技術委員会で評価されます。
�　開発の過程で新しい特許が生まれた場合は，企業とサイクル機構の共有となります。
�　開発に成功して製品が売れた場合は，サイクル機構は，売上高の一部を受け取ります。

問 合 せ 先

核燃料サイクル開発機構
技術展開部　松本（内線４１１０３）

 電話 ０２９�２８２�１１２２（代表）
 FAX ０２９�２８２�７９８０
 E‐mail seio@hg.jnc.go.jp
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平成14年度

「核燃料サイクル公募型研究」についての御案内

　核燃料サイクル分野の研究開発に当たり，技術のブレークスルーや革新的な技術展開を図るため，
広く先見的，独創的な基礎・基盤的研究テーマを公募します。

１．概　　　要　　サイクル機構は大学等の研究者から広く先見的，独創的で，原則としてサイクル
機構の施設等を利用する基礎・基盤的研究テーマを公募します。

   ６件程度

３． 研 究 分 野 　高速増殖炉開発及びそれに関連する核燃料サイクル技術開発，高レベル放射性廃
棄物処分研究開発分野等でサイクル機構の業務として実施可能な研究

４． 研 究 予 算 　１研究テーマ当たり，年間８００万円以下

５． 応 募 資 格 　研究実施の代表者は，国内の大学等に所属する教官又は同等の研究経歴を持つ者
（ただし，既にサイクル機構の研究協力制度に研究実施の代表者として応募し，採用
されているものを除く）

６． 研 究 開 始 　２００２年４月１日（予定：ただし，契約締結以降）

７． 研 究 機 関 　原則として３事業年度以内とし，毎年度に所要の評価を行い，契約を更新します。

８． 審 査 方 法 　書類審査及び口頭審査を行います。

９． 応 募 締 切 　２００１年１１月１５日（木）必着

問 合 せ 先

核燃料サイクル開発機構
技術展開部　技術協力課　亀田，江沼
 電話 ０２９�２８２�１１２２（内線４１１１１，４１１２７）
 FAX ０２９�２８２�７９８０
 E-Mail daigaku@jnc.go.jp
　なお，詳細については，サイクル機構インター
ネットホームページを参照してください。
（アドレスhttp://www.jnc.go.jp/）

２． 公 募 研 究
テーマ件数
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お
知
ら
せ

平成14年度

「先行基礎工学研究」についての御案内

　サイクル機構が取り組む研究開発プロジェクトに先行する基礎工学研究について，研究協力課題を
募集します。

１． 概 要 　サイクル機構が取り組む研究開発プロジェクトに先行する基礎工学研究に関する
研究協力テーマをサイクル機構が設定し，大学等の研究者から研究目的を達成する
上で必要な研究協力課題を募集します。

   　１５件程度

３． 研 究 分 野 　高速増殖炉開発及びそれに関連する核燃料サイクル技術開発，高レベル放射性廃
棄物処分研究開発分野等でサイクル機構が取り組む研究開発プロジェクトに先行す
る基礎工学研究

４． 協 力 形 態 　共同研究，客員研究員等

５． 研 究 予 算 　１研究協力課題当たり，年間３００万円以下

６． 応 募 資 格 　研究実施の代表者は，国内の大学等に所属する教官又は同等の研究経歴を持つ者
（ただし，既にサイクル機構の研究協力制度に研究実施の代表者として応募し，採用
されているものを除く）

７． 研 究 開 始 　２００２年４月１日（予定：ただし，契約締結以降）

８． 研 究 機 関 　原則として３事業年度以内とし，毎年度に所要の評価を行い，契約を更新します。

９． 審 査 方 法 　書類審査及び口頭審査を行います。

１０．  応 募 締 切 　２００１年１１月１５日（木）必着 問 合 せ 先

核燃料サイクル開発機構
技術展開部　技術協力課　亀田，江沼
 電話 ０２９�２８２�１１２２（内線４１１１１，４１１２７）
 FAX ０２９�２８２�７９８０
 E-Mail daigaku@jnc.go.jp 
　なお，詳細については，サイクル機構インター
ネットホームページを参照してください。
（アドレス　http://www.jnc.go.jp/）

２． 公 募 研 究
テーマ件数
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お
知
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せ

第３回　サイクル機構シンポジウム

 日 時 ：２００１年１０月１７日（水）　１３：３０～１７：３０

 場 所 ：有楽町朝日ホール
（東京都千代田区有楽町２�５�１　有楽町マリオン１２階）

 テ ー マ ：「２１世紀の長期展望にたったサイクル機構の新たな取り組み」

プログラム：
�　理事長挨拶
�　特別講演

　講演者：国立極地研究所長　渡邊　興亞氏
�　総括報告

　副理事長　中神　靖雄
�　業務報告
①　FBRサイクル実用化戦略調査研究の状況について　　

　理事　相澤　清人
②　事業化段階における地層処分研究開発への取り組み　

理事　大和　愛司
�　パネルディスカッション
�　質疑応答

問 合 せ 先

〒３１９�１１８４
茨城県那珂郡東海村村松４番地４９
核燃料サイクル開発機構　広報部

 電話 ０２９�２８２�１１２２（代表）
 FAX ０２９�２８２�４９３４
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