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関連する研究報告タイトル： 
海洋環境放射能による長期的地球規模リスク評価モデル（LAMER）－広域拡散モデルの開発と検証－ 

　この図はLAMERによるシミュレーションで得られた大気圏核実験に起因する海底土中
プルトニウム-239,240（以下Puと記す。）インベントリ（単位：Bq/m2）です。 
　大気圏核実験が始まった1945年から現在までの海洋へのPu降下量を入力し，海流によ
る移流拡散過程と，主に生物化学的な作用によるスキャベンジング過程による鉛直下方へ
の輸送をシミュレーションします。シミュレーションで得られた結果は，他の研究者が実
際の海水・海底土中Puを測定した結果と合致している（本文参照）ことから，これまで測
定データがなく知りえなかった過去における海水・海底土中Pu分布を推定することができ
ます。例として1955年，1980年，2000年の世界におけるPuインベントリ分布図を掲
載します。 

〔アドレス〕 
　　または 

http://jserv-internet.jnc.go.jp/ 
http://www.jnc.go.jp/siryou/gihou/main.html

■ 表紙の画像 
「海洋環境放射能による長期的地球規模リスク評価モデル（LAMER）によって算出した
海底土中239,240Pu インベントリの経年変化」 

　サイクル機構技報No.21に掲載しました記事に以下の誤りがありましたのでお知らせ致します。 
（1）研究報告「技術情報統合システム（JGIS）開発への取り組み」p.79右下の内田雅大の紹介文のうち「システム性能研究チーム所属」

は誤りでした。 
（2）同上のp.88右の参考文献のうち，「5）原子力安全委員会（2000）：安全規制の基本的な考え方」は3）の参考文献と同じ文献でした。 
（3）会議報告「2003年度地層科学研究情報・意見交換会」p.107左下11行目及びp.108左上１～２行目の「地質環境特性（地質刧水

理刧地球化学）」は「地質環境特性（地質－水理－地球化学）」の誤りでした。 
（4）概況報告「軽水炉燃料再処理技術の研究開発」p.136の表２のうち「九州電力（株）福島第一原子力発電所１号機」は，「九州電力（株）

玄海第一原子力発電所１号機」の誤りでした。 
以上，関係者各位にご迷惑をおかけ致しましたことを深くお詫びし訂正申し上げます。 
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1. Introduction

　Japanese FBR MONJU initial criticality was 
achieved in April 1994. The major reactor core 
characteristics were determined and analyzed by 

criticality experiments and physics analysis 1, 2) by 
JUPITER analysis system 3).  Recently the ad-
vanced core analysis system MEISTER has been 
developed 4) and utilized for FBR MONJU core 
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告「もんじゅ」初臨界炉心臨界性の輸送計算解析

－３次元ノード法Sn輸送計算コードNSHEX及びモンテカルロ輸送計算コードGMVPによる－

ガリーナ・トドロヴァ　　西　　裕士　　石橋　淳一

敦賀本部　国際技術センター

　FBR MONJU Initial Critical Core (ICC) criticality problem has been solved by deterministic and Monte Carlo trans-
port methods by the codes NSHEX and GMVP. The analysis has been carried out in different energy‐groups approxima-
tions. As a result the effect of cross‐section (XS) condensation from 70 into few energy‐group structures by different 
collapsing methods has been evaluated. The 3D discrete‐ordinate code NSHEX has been applied for wide range of core 
simulations‐from whole core, considering the fissile, fertile and shielding regions to simplified models that simulate an 
increased neutron leakage. It has been found that there is room for improvement in the assessment of the neutron leak-
age in the few energy‐group approximations. The good agreement between NSHEX and GMVP results, especially with-
out XS collapsing, is pointed out as a conformation for the applicability of the code NSHEX in FBR 3D whole core 
calculations. Some practical conclusions have been extracted that are important for the implementation of the code 
NSHEX in the standard criticality analysis.  

　「もんじゅ」初臨界炉心の臨界性を，拡散近似でなく本来の輸送計算手法で解析した。決定論的手法として３次元

ノード法Sn輸送計算コードNSHEX，また確率論的手法としてモンテカルロ輸送計算コードGMVPを用いた。中

性子エネルギー離散化近似としては，70群を基本に18群，７群の少数群近似についてもサーベイした。その結果，

通常の拡散計算とは異なり，輸送計算では無視し得ないエネルギー群依存性のあることを明らかにした。特に

NSHEXコードによる少数群の解析では，群定数縮約方法に検討の余地のあることを明確化した。また，このエネ

ルギー群依存性は，炉心モデルを簡素化した中性子漏えいの大きなケースで増加傾向となることも明らかにした。

したがって，少数群による解析では，この点に十分な配慮が必要である。ただし，群縮約近似をしない70群の計算

では，NSHEXの結果はGMVPと良く一致し，同コードの「もんじゅ」炉心への適用性を確認した。

キーワード
FBR,  Transport Calculations,  Transport Effect,  NSHEX,  GMVP, Energy‐group Collapsing,  MONJU

FBR，輸送計算，輸送効果補正，NSHEX，GMVP，エネルギー群縮約，「もんじゅ」
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physics test analysis. But the MEISTER system 
has been established based on the conventional 
diffusion approximation calculation. The transport 
corrections for core characteristics are required to 
be determined by the application of exact three‐di-
mensional (3D) hexagonal transport code for accu-
rate physics analysis. The transport code NSHEX5) 
has been developed especially for FBR core phys-
ics calculations. NSHEX is a hexagonal geometry 
3D transport code that solves the neutron trans-
port problem by a discrete‐ordinate nodal 
method. The anisotropic scattering effect is simu-
lated by the extended P1 approximation. The neu-
tron transport equation is solved using a nodal 
scheme with one mesh cell (node) per hexagonal 
assembly in plane. The node‐internal spatial neu-
tron flux distribution and transverse leakage distri-
bution are simulated by second order polynomial‐
series approximation. Advanced methods for accu-
rate description of radial and axial neutron leak-
age are incorporated into the code 6, 7). These 
methods have been verified by NEA/CRP 3D Neu-
tron Transport Benchmark Model and by the 
large assembly‐size KNK‐II Model 8). 
　It is well known that the transport methods in 
core‐physics analysis demand huge 
computational time and computer processing 
memory. The application of these methods is 
therefore limited and they are applied mainly to 
the evaluation of the transport effect corrections 
for the diffusion results. Such kind of analysis is 
sometimes performed for problems of smaller 
size, assuming inter‐independency of the trans-
port effect correction from the energy‐group ap-
proximation or from the core modeling. This 
independency assumption however, should be pre-
cisely verified by transport analysis.  As the pro-
gress in the computer technology reduces some 
of the limits in the application of the transport 
analysis, wider‐ranging core problems became 
possible to be solved in reasonable time and mem-
ory size limit. As the size of the problem depends 
on the core model, energy‐group approximation 
and the method‐associated approximation, the 3D 
transport code NSHEX has been utilized mainly 

by low‐order discrete‐ordinate approximation (S4) 
and up to 18 energy‐group approximation in par-
tial‐core models for MONJU criticality analysis. 
This work presents the results from discrete‐ordi-
nate analysis by the code NSHEX for wider range 
of 3D core models‐from very simplified models to 
the whole core models, that allows evaluation of 
the transport effect, associated with the core mod-
eling. The extension of the energy‐group approxi-
mations from 7‐ and 18‐ to 70‐group allows the 
estimation of the energy‐group approximation ef-
fect from different core models. As a result, the in-
fluence of the cross‐section (XS) collapsing 
method has been found to be significantly larger 
than that based on the diffusion theory. For exam-
ple, the effect of energy‐group collapsing from 70 
to 18 groups had been evaluated by the diffusion 
code system MEISTER to be at the order of 
0.01%9). The transport results however show the ef-
fect to be more than several times larger, hence 
one of the major issue discussed in the work is the 
influence of the different XS preparation methods 
on the energy‐group approximation effect in the 
transport analysis.   
　The transport deterministic analysis has been 
carried out by the code NSHEX and has been veri-
fied by the Monte Carlo probabilistic analysis 
code GMVP 10). The good agreement between 
NSHEX and GMVP results has been pointed out 
as a confirmation for the applicability of the code 
NSHEX to the MONJU whole core analysis, de-
spite of some difficulties, mainly associated with 
the convergency of the neutron flux in the outer 
iterations. 

2. Methods

2.1 MONJU Initial Critical Core (ICC) numerical 

models

　MONJU ICC (Fig. 1A and B) consists of two plu-
tonium enrichment zones (inner and outer core) 
of different Pu/(Pu+U) weight ratio: about 20% in 
the inner core and 28 % in the outer core. The core 
is surrounded by radial and axial (upper and 
lower) blankets, which contain depleted UO2 of 
low enrichment. The fissile and fertile fuel zones 
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are surrounded by axial and radial shields for re-
duction of the neutron fluence on the reactor ves-
sel and the core internal structures. The major 
feature of MONJU ICC is that 30 sub‐assemblies 
at the edge of the outer core are replaced by 
dummy‐fuels. The core consists of 168 fuel sub‐
assemblies (108 in the inner core, 60 in the outer 
core), 30 dummy sub‐assemblies in the outer 
core, 172 radial blanket sub‐assemblies, 19 con-
trol rod sub‐assemblies, 2 neutron sources and 
324 shielding sub‐assemblies. The hexagonal sub‐
assemblies are arranged in a grid of 11.56 cm inter
‐assembly pitch. 
　MONJU ICC criticality problem has been 
solved assuming control rods completely with-
drawn and 200 ℃  isothermal conditions. The 
whole core numerical models (considering the 
core, blankets and shields) are based on 18 mate-
rial compositions.
(1) The 3D ICC whole core model ICCB (Basic) 
is shown in Fig. 1A, B. It consists of 19 basic ax-
ial regions, subdivided into 56 axial layers 
(40,040 nodes). The model has been used for 
the GMVP calculations as well as for evaluation 

of the repreventativity of the other core models 
that have been simulated by the code NSHEX. 

(2) The 3D ICC whole core model ICCR (Re-
duced), is based on the model ICCB, where the 
gas plenum region between the upper axial blan-
ket and the upper shield has been removed 
(Fig. 2B). Additionally the radial shield is simpli-
fied by removing three of the four radial shield 
layers (Fig. 2A). Despite the reduction of 17 ax-
ial layers and 34.4% of the sub‐assemblies, the 
model ICCR provides accurate 3D description 
of MONJU ICC. The effect of the reduction of 
the gas plenum on keff has been evaluated by 7 
and 18 energy‐group analysis by up to S6 order 
approximation and it has been estimated to be 
less than 0.014%Δk. The influence of the partial 
reduction of the radial shield has been evalu-
ated by 7 energy‐group calculations by up to 
S10 approximation and it has been found out to 
be so small that it was negligible‐less then 
0.004%Δk. The total number of the nodes in the 
model ICCR is 54% less than in the model ICCB, 
which allows calculations to be performed in 
practically acceptable time‐approximately 20 
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Fig. 1　Layout of FBR “MONJU” Initial Critical Core
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hours for S4 calculations in 70 energy‐group ap-
proximation or S8 calculations in 18 energy‐
group approximation on a UNIX engineering 
work station (Sun Blade 2000: 64 bit architec-
ture Ultra SPARC III Cu 900 MHz.). 

(3) Three MONJU high‐leakage models have 
been introduced for simulation of extremely in-
creased neutron leakage‐models ICCS, ICCS1 
and ICCS2. The model ICCS (Simplified) consid-
ers only inner and outer core in plane with all ax-
ial blankets and shields in axial direction (Fig. 

3A), so far this numerical model represents the 
case of increased radial leakage. The model 
ICCS1 and ICCS2 are the same as ICCS in 
plane, but in axial direction the ICCS1 considers 
the case with removed axial shielding (Fig. 3B), 
while in the ICCS2 the axial blankets are also re-
moved (Fig. 3C) and the model considers only 
the core region. 

2.2. Calculation flow

　In cross‐section (XS) preparation, both codes 
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Fig. 2　Layout of FBR “MONJU” ICCR model

Fig. 3　FBR “MONJU” ICCS model
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NSHEX and GMVP follow one and the same calcu-
lation flow‐Fig. 4. Transport calculations by the 
code NSHEX have been conducted in S4 discrete‐
ordinate approximation for different MONJU ICC 
models under convergence criteria of 5*10 ‐5 for 
keff and 5*10 ‐4 for neutron fluxes in fissionable ma-
terial regions. Monte Carlo calculations by the 
code GMVP have been conducted for the basic 
model ICCB by 30 million‐history particle simula-
tions with the statistical error of ±8*10 ‐5 for keff 
(1σ). The used 70‐, 18‐ and 7‐group energy 
structure is shown in Fig. 5.
(1) Deduction of 70 energy‐group macroscopic 
effective XS 

　The cell calculation code SLAROM 11) has been 
used to deduce macroscopic effective XS by homo-
geneous cell model in a 70 energy‐group struc-
ture from the JFS‐3‐J3.2R nuclear data library 12)‐a 
set of multi‐group infinite diluted cross‐sections, 
fission spectrum and a table of self‐shielding fac-
tors, produced by the processing code system 
NJOY‐TIMS 13). Flux‐weighted effective micro-
scopic total and elastic scattering cross‐sections
� and � are obtained based on infi-
nitely diluted cross‐sections �and flux‐
weighted self‐shielding factors
� as:
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Fig. 4　Calculation flow in transport analyses Fig. 5　Description of energy‐group structures

and (1)
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where � is the background cross‐section.
　Current‐weighted total and elastic scattering mi-
croscopic cross‐sections are calculated respec-
tively by:

(2)

The scattering anisotropy is considered by ex-
tended P1 transport correction:

(3)

and

(4)

where μ is the average cosine of the scattering an-
gle.
　Finally, the cell averaged macroscopic 70 energy
‐group XS of the kind i for each material composi-
tion are calculated based on the corresponding mi-
croscopic cross‐sections and the given atomic 
number densities :Nj :

(5)

(6)

　In this study two sets of 70 energy‐group XS 
have been used: S1 (flux‐weighted) and S2 (cur-
rent‐weighted). The S1 XS have been applied for 
some tentative analyses. The current‐weighted S2 
XS have been deduced and applied in the trans-
port analysis for evaluation of the group‐collaps-
ing effect by different XS collapsing methods. 
(2) XS collapsing
　The collapsing of the macroscopic effective XS 
into few energy groups (18 or 7) has been per-
formed by the code JOINT 14):

(7)

where the 70 energy‐group collapsing fluxes Φ g 
(integrated over the energy in the group g) have 
been calculated by the 2D RZ option of the diffu-

sion code CITATION 15). An additional collapsing 
procedure has been incorporated into the code 
JOINT for the transport XS:

(8)

where current‐weighted diffusion coefficients
� are used. The collapsing method (8), 
known as current‐weighted method, aims at pre-
serving the neutron mean free path �and conse-
quently at preserving the leakage term in the 
neutron balance equation in the collapsed energy‐
group structure 16):

　Both flux‐weighted and current‐weighted col-
lapsing methods have been used in the transport 
calculations. For simplicity they are noted as J1 
(flux‐weighted) and J2 (current‐weighted) 
method hereafter. The collapsing method J1 has 
been used for both S1 and S2 XS, while the collaps-
ing method J2 has been applied for condensation 
of the S2 70 energy‐group XS. 

3. Results

3.1 Energy‐group approximation effect 
　The energy‐group approximation effect has 
been studied in different core models for both J1 
and J2 collapsing methods. The results are pre-
sented as relative percentage differences %Δ
k/k70, i.e. 

　It has been realized that the collapsing method 
J1 causes significant overestimation of keff, propor-
tional to the degree of the collapsing as shown in 
Table 1. The group collapsing effect estimated by 
GMVP is independent of the SLAROM conditions 
S1 or S2. For the S1 XS the deterministic results 
are in a good agreement with the Monte‐Carlo re-
sults, while for the S2 XS the group‐collapsing ef-
fect is slightly smaller. The group‐collapsing 
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effect is more significant in the model ICCS, 
where an increased neutron leakage takes place.  
It can be supposed that the transport XS in 18‐ 
and 7‐group structures are overestimated in some 
of the energy groups, which causes an underesti-
mation of the neutron leakage in these groups and 
results in an overestimation of keff. The results lead 
to the conclusion that the collapsing method J1 is 
not appropriate in transport analysis, as it cannot 
provide proper condensation of the transport XS.  
　Then the current‐weighted method J2 has been 
applied to the transport XS collapsing by the code 
JOINT. The 70 energy‐group macroscopic XS 
have been deduced by SLAROM S2 method. One 
item that should be pointed out is the reformula-
tion of the self‐scattering XS based on the current‐
weighted transport XS. This reformulation is ap-
plied to NSHEX analysis in XS processing by the 
code JOINT. An analogical algorithm for the self‐
scattering XS reformulation has been additionally 
applied to GMVP data processing, otherwise the 
scattering XS exceeds the transport XS and the cal-
culations would fail.  
　Figure 6 shows the Monte Carlo and the deter-
ministic results by the collapsing method J2. The 
GMVP analysis produces results that include 
smaller collapsing effect‐below ‐0.05%. By 
NSHEX whole core model ICCR, the effect has 
been estimated to be ‐0.12% for 18 and ‐0.19% for 
7 energy groups. The results for keff of the 
MONJU ICC increased‐leakage models are more 
significantly underestimated in 18 and 7 energy‐
group analysis as shown in Table 2. In all cases, 
the energy‐group collapsing effect by the NSHEX 
analysis is proportional to the degree of the col-

lapsing and obviously follows different energy‐
group dependency than the GMVP results. 

3.2  Application of the NSHEX to MONJU criti-

cality analysis

　The criticality analysis by the code NSHEX for 
MONJU ICC produces results that are in good 
agreement with the Monte Carlo results, taking 
into account the complexity of the solved problem‐
MONJU initial critical core in whole core simula-
tion, where the dummy fuel sub‐assemblies intro-
duce a significant heterogeneity. The calculations 
have been conducted from 7 to 70 energy‐group 
approximations and from simplified partial‐core 
models to the whole core simulation. The wide 
range of solved problems allows some practical 
conclusions to be extracted that are important for 
the implementation of the code in the standard 
criticality analysis of a large fast breeder reactor 
core like FBR MONJU. 
　The deterministic analysis by the 3D code 
NSHEX has been successfully applied for evalua-
tion of effects and dependencies like the energy‐
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Table 1.　The energy‐group collapsing effect for 
flux‐weighted transport XS

%Δk/k 70
ModelSLAROMCode

70→770→18

0.350.19ICCBS1GMVP*

0.350.19ICCBS2GMVP*

0.340.18ICCRS1NSHEX
0.270.13ICCRS2NSHEX
0.460.25ICCSS1NSHEX
0.370.19ICCSS2NSHEX

*) 1σ = ±8pcm

Fig.6　Energy‐group collapsing effect by current
‐weighted transport XS

Table 2.　The energy‐group collapsing effect for 
current‐weighted transport XS

%Δk/k 70
ModelSLAROMCode

70→770→18

‐0.05‐0.05ICCBS2GMVP*

‐0.19‐0.12ICCRS2NSHEX
‐0.33‐0.20ICCSS2NSHEX
‐0.31‐0.20ICCS1S2NSHEX
‐0.32‐0.19ICCS2S2NSHEX

*) 1σ = ±8pcm
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group approximation dependency of keff. In such 
an analysis the relative change of keff is more im-
portant than the absolute value. However, if the ex-
act value of keff is to be determined, for example 
for the estimation of the transport effect correc-
tion or for the comparisons between NSHEX and 
the Monte‐Carlo results, some numerical difficul-
ties appear. The common origin of these difficul-
ties is associated with the convergency of the 
NSHEX nodal‐equivalent method in whole core 
simulation. To attain fluxes to be converged in 18 
and 70 energy‐group analyses, the calculations 
have to be conducted with additional modifica-
tions on the convergency criteria. Then the influ-
ence of these additional conditions in the final 
results has to be evaluated. For example, in case 
of simulating the whole core problem by the 
model ICCR, the neutron fluxes converge in all re-
gions only in 7 energy‐group approximation. In 18 
and 70 energy‐group analysis the fluxes converge 
under restricted convergency criteria that have 
been applied only for the inner core (IC) and the 
outer core (OC). Then the difference between keff 
found at the different convergency criteria has 
been estimated from the 7 energy‐group results. 
Figure 7 shows the convergence rates in 7 energy‐
group analyses. In case C1 the convergency crite-
ria are applied to fluxes in IC and OC, while in 
case C2 the convergence judgment takes the 
fluxes in all regions into account. It can be noticed 
that the fluxes in the IC and OC converge faster 
than in the other regions, so the value of keff found 

under the convergency criteria C1 is somewhat un-
derestimated. By model ICCR this underestima-
tion has been evaluated to be 100 pcm for 7 energy
‐group results. The same correction has been 
then applied to the 18 and 70 energy‐group re-
sults, assuming that the influence of the conver-
gency criteria modification correction is the same 
in these energy‐group approximations. 
　The relative percentage differences between 
NSHEX and GMVP results are sown in Fig. 8 
where two types of corrections have been sepa-
rately applied to the deterministic results: correc-
tion for model ICCR against the model ICCB 
(used by GMVP) and correction for the restricted 
application of the convergency criteria.   Depend-
ing on the applied corrections, the relative differ-
ences between the NSHEX and the GMVP results 
vary from ‐0.11 to 0.03%Δk (70 energy‐group) 
and from ‐0.25 to ‐0.11 %Δk (7 energy‐group). 
The differences are comparable with these found 
by the verification tests, where the disagreements 
between NSHEX and GMVP results are in the 
range of 0.02 to 0.10%Δk for KNK‐II benchmark 
and of 0.19 to 0.32 %Δk for the large assembly‐
size KNK‐II model. 
　The most important difference between GMVP 
and NSHEX results is that they show a different 
energy‐group approximation dependency of keff. 
While in the Monte Carlo analysis the XS collaps-
ing effect (for current‐weighted transport XS) has 
been found to be relatively small; below 0.05%Δk 

as shown in Fig.6, the effect is still significant; al-
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Fig.7　Convergence rate under different judg-
ment criteria

Fig.8　Comparison between GMVP and NSHEX 
results for MONJU ICC
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most 0.2%Δk for the few‐group deterministic 
analysis. However, the few‐group calculations are 
of prime practical importance due to their better 
numerical efficiency, hence this energy‐group de-
pendency should be investigated carefully. It has 
been clarified that the effect is proportional to the 
neutron leakage by the different models. For 
NSHEX some implication has been found that the 
neutron leakage is not satisfactorily simulated by 
the 7‐ and 18‐group analysis especially in the in-
creased‐leakage MONJU ICC 3D core models. 
The application of such a models therefore de-
mands an improvement in the description of the 
neutron leakage by introduction of more precise 
boundary conditions or by another XS collapsing 
algorithm that can provide independency from the 
energy‐group approximation for whole core mod-
els and also for the simplified core models as well. 

4. Conclusions

　MONJU ICC criticality problem has been 
solved by deterministic and Monte Carlo transport 
methods. The 3D hexagonal transport code 
NSHEX has been applied for wide range of 3D 
core models. The analysis of up to 70 energy‐
groups under various appropriate conditions has 
been carried out. The results and the dependen-
cies have been investigated, and a new finding was 
obtained. The NSHEX results have been com-
pared with the corresponding GMVP results. 
　The energy‐group approximation effect in the 
few‐group analysis has been estimated to be ‐
(0.05±0.01)%Δk/k70 by the Monte‐Carlo calcula-
tions. Although the amount is not so large, it is sev-
eral times larger than that of the diffusion 
calculations. And these results are based on the 
current‐weighted method for the transport XS. 
Much larger energy‐group dependency was identi-
fied by the flux‐weighted collapsing method. The 
energy‐group approximation effect of keff has been 
found by NSHEX calculations to be several times 
larger than that of the Monte Carlo analysis and 
proportional to the degree of the XS collapsing. 
Moreover it has been confirmed that the influence 
is more significant for the simplified core models 

with an increased neutron leakage. This implies 
that the neutron leakage is not satisfactorily simu-
lated by the 7‐ and 18‐group analysis and there is 
room for improvement in the present collapsing al-
gorithm and/or in the boundary conditions that 
are incorporated in the code NSHEX.
　The NSHEX results are in good agreement with 
the GMVP results, especially without collapsing, 
for MONJU initial critical core criticality analysis. 
Hence the applicability of the code NSHEX to the 
MONJU whole core analysis has been confirmed. 
However, some difficulties associated with the con-
vergence of the nodal method and with the estima-
tion of the neutron leakage still remain and have 
to be resolved for full implementation of the code 
in FBR core analysis.
　The wide range of solved problems by the code 
NSHEX allows some practical conclusions to be 
extracted that are important for the implementa-
tion of the code in the standard criticality analysis. 
First of all, if the analysis is carried out in a few‐
group approximation, the results have to be cor-
rected with the corresponding energy‐group ap-
proximation effect correction. Second, the energy‐
group approximation effect correction is not uni-
versal‐it depends on the core model, especially 
the leakage term. The simplified core models have 
to be used with an increased attention in few‐
group approximations. It can be even recom-
mended such a simplified simulations to be solved 
in 70 energy‐group approximation. Otherwise an 
energy‐group collapsing effect correction that cor-
responds to the increased‐leakage model has to 
be applied. 
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IHX in Which Primary Sodium Mechanical Pump is installed

Naoyuki KISOHARA　　Yoshindo SOMAN　　Yohei NISHIGUCHI　　Mamoru KONOMURA

System Engineering and Technology Division , O‐arai Engineering Center

　実用化戦略調査研究で概念設計を進めているナトリウム冷却型FBRでは，建設コスト削減の観点から，中間熱

交換器（IHX）の内部に１次系主循環ポンプを挿入し，一つの容器内に収容する方式を採用している。しかし，

ポンプの回転振動が内在するナトリウムや内部構造物を通じてIHX側に伝達し，伝熱管がその支持板と接触しフ

レッティング摩耗が発生する可能性がある。そこで，このポンプ組込み型IHXの振動解析モデルと伝熱管摩耗解

析モデルを作成して伝熱管の摩耗量の予備的な評価を行い，摩耗量はその許容量を越えないことを示した。しか

し本機器の内部構造は複雑で解析的な手法のみでは振動の発生や振動伝達経路を明らかにすることはできない。

そこで，解析モデルの検証を目的として，750MWeナトリウム冷却型FBRのポンプ組込み型IHXを１/４縮尺

で模擬して，ナトリウムの代わりに水を用いた振動試験体を製作した。今後は，本振動試験装置を用いて振動伝

達メカニズムを明らかにし解析モデルの検証を行うこととしている。

　The conceptual design study of sodium‐cooled FBRs is in progress as a “Feasibility Study on Commercialized Fast 
Reactor Cycle Systems (F/S)”. In this plant system design, a primary sodium mechanical circulating pump is placed in 
an intermediate heat exchanger (IHX) to reduce plant construction cost by adopting the concept of two components in 
one vessel. In this concept, the vibration caused by pump rotation may induce the vibration of heat transfer tubes via so-
dium or other internals. And this leads to fretting wear in the tubes due to their support plates. Therefore, tube fretting 
wear was evaluated using both a simple beam model and a detailed shell model. The analysis result indicates that the 
range of tube fretting wear is not beyond the allowance of the tube thickness. However, since the pump‐IHX equipment 
has so many different parts such as shrouds and tube bundle, analysis tools may not reveal the vibration phenomena 
precisely. Therefore, a 1/4‐scale vibration test model of the entire pump‐IHX equipment was constructed to confirm the 
vibration occurrence and transmission.

キーワード

機械式ポンプ，中間熱交換器，フレッティング摩耗，ワークレート，振動解析，Archardの式，Fritzの式，梁

振動，シェル振動

Mechanical Pump, Intermediate Heat Exchanger, Fretting Wear, Work rate, Vibration Analysis, Archard's Equation, 
Fritz's Equation, Beam Vibration, Shell Vibration
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１．はじめに

　実用化ナトリウム冷却型FBR（アドバンスト・
ループ型炉）において冷却系をコンパクト化する
ために，中間熱交換器に１次系機械式ナトリウム
ポンプを挿入し一つの容器内に収容する方式を採
用している1）。図１に中型炉（７５０MWe）の冷却
系鳥瞰図を，図２に主循環ポンプ組込み型IHX（組
込み機器）の構造図を示す。本機器は図２に示す
ように中心軸にポンプ，その周囲にIHX伝熱管が
配置され，ポンプとIHXの隔壁や１次ナトリウム，
２次ナトリウムの流路形成のための多数のシュラ
ウドから構成される多重円筒構造になっている。
このため図３に示すようにポンプの回転振動が内
在するナトリウムや内部構造物を通じてIHX側へ
伝達し，その結果IHX伝熱管が支持板と接触しフ
レッティング摩耗が発生する可能性がある。
　このため，組込み機器の振動伝達解析モデルや
伝熱管の摩耗解析モデルを作成し，実機伝熱管の
プラント寿命中の摩耗量の予備評価を行った。さ

らに，振動の発生とその伝達現象を明らかにし，
解析モデルの整備・検証を行うために，縮小サイ
ズのポンプ組込型IHXの振動試験体を製作した。
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図１　FBRプラント冷却系鳥瞰図（７５０MWe中型Na
炉）

図２　１次系主循環ポンプ組込み型IHXの構造

図３　伝熱管フレッティング摩耗
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　本報告は解析モデルとそれを用いた予備解析結
果，及び振動試験装置の製作について記載したも
のである。

２．ポンプ組込み型IHXの構造と振動伝達経路

　図２に示すように組込み機器は，IHX部が支持
スカートにより，ポンプ部が上部デッキによりそ
れぞれ別の床で重量を支えられている。また，ナ
トリウムプレナムシュラウドとIHX／ポンプ隔壁
の熱膨脹差吸収のため両者はカバーガス中ベロー
ズにより接続され，気封されている。
　機器内部のナトリウム液面は２カ所存在し，一
つはポンプ軸周りの液面で，もう一つはフローシ
ュラウド－管束部シュラウド間にあるポンプ吸い
込み側液面である。
　ナトリウムの流動については，１次ナトリウムが
上部側面（一カ所）から流入し上部ナトリウムプ
レナム内の堰及び整流板で整流された後，伝熱管
内側を上部から下部に流れる。伝熱管から流出し
た１次ナトリウムはポンプにより加圧され，IHX
／ポンプ隔壁－フローシュラウド間を上方へ圧送
され，最上部側面（二カ所）より１次系コールド
レグ配管へ流出する。２次ナトリウムは底部より
流入し，底部２枚鏡構造の間を上方へ流れ，伝熱
管束部下部側面から流入し伝熱管外側をジグザグ
流で上方へ流れる。上部管板に達した後，本体胴
側面から２次系ホットレグ配管へ流出する。
　次に組込み機器の構造から考えられる（�）ポ
ンプ内部，（�）ポンプからIHX及び（�）IHX内
部の振動伝達経路を図４に示す。ポンプからIHX
への振動伝達経路は，（１）ナトリウムによる流体
連成及び（２）カバーガスベローズを介する経路の
２カ所であるが，ポンプ内部，IHX内部ではベロー
ズやポンプのシールリングなど構造物や流体連成
が複合した振動伝達経路が存在している。
　この様な複雑な振動伝達経路の評価には，各部
の振動伝達要素をすべてモデル化した解析コード
による計算が不可欠となるため，伝熱管摩耗量の
評価手法を検討するとともに振動解析モデルを作
成した。評価手法を３章で，また解析モデルを４
章で説明する。

３．伝熱管フレッティング摩耗量評価手法

　図５に伝熱管のフレッティング摩耗評価のフ
ロー図を示す。伝熱管摩耗量は機器全体の振動解

析と１本の伝熱管に着目した伝熱管摩耗解析の２
つのステップから求められる。
　振動解析では，ポンプ回転振動を励振源として
図４に示す振動伝達経路をすべてモデル化して振
動伝達解析を行い，IHXの上下管板までの振動挙
動を求める。
　次の伝熱管の摩耗解析では，前述の全体系振動
解析から得られた上下管板に作用する力を伝熱管
１本モデルの上下端部に入力し，その伝熱管と支
持板の接触・摩耗解析により伝熱管の定量的な摩
耗深さを求める。摩耗深さは，図６に示すように
ワークレート，材料の摩耗定数（比摩耗量）及び
摩耗時間（プラント寿命）の３者の積から求めら
れる。この式はArchardの式5）と呼ばれる一般的な
摩耗式である。ここでワークレートとは，伝熱管
と支持板の接触荷重と単位時間あたりの摩耗距離
の積として算出される値であり，伝熱管と支持板
の振動方向や支持状態に依存し，摩耗評価上，重
要なパラメータとなる。また，比摩耗量は材料の
摩耗され易さを示す材料定数である。この値が大
きいほど摩耗されやすく，実験によってのみ得ら
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図４　振動伝達経路
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れる値である。
　
４．解析モデル

　ポンプ組込み型IHX機器の振動解析モデルは，
隔壁・シュラウドなどの円筒構造物や伝熱管群を
すべてビームでモデル化した１次元モデル（ビー
ムモデル）と，円筒構造物に発生することが考え
られるシェル振動の影響を評価し１次元モデルの
妥当性を把握するための３次元解析モデル（シェ
ルモデル）の２つを作成した。

４．１　振動解析モデル

（１）１次元モデル（ビームモデル）
　ビームモデルは図７に示すように，シュラウド
や隔壁などの円筒形構造物と等価な剛性を有する
ビーム要素に置換した振動解析モデルである。　
　IHX伝熱管群のモデル化については，伝熱管一
本当たりの断面性状（断面積，せん断断面積，断
面２次モーメント）を求め，その本数倍を管束部
の断面性状とすることにより管束部全体を代表す
る１本のビーム要素と仮定した。ポンプの静圧軸
受けやベローズについては，それぞれの設計式か
ら算出されるバネ定数に基づいて水平バネ及び垂
直バネでモデル化している。また，各円筒構造物
の断面変形や結合部での局部変形による剛性の変
化については部分的な３次元シェルモデルによる
解析により剛性を評価し，これと等価な剛性を与
える回転バネ，垂直バネ及び水平バネを局所に設
置している。
　ポンプのシールリング部の振動伝達特性につい
ては明らかになっておらず試験により評価すべき
箇所であるが，ここでは保守的な観点から振動伝
達が最大で摩耗にとって最も厳しくなるように剛
結合としている。
　さらに，内在するナトリウムについてはFritzの
式4）によって示された流体付加質量をナトリウム
液面以下の節点に与え流体による連成効果を考慮
している。
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図５　伝熱管フレッティング摩耗評価フロー

図６　摩耗評価モデル
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（２）３次元モデル（シェルモデル）
　Z，r，θ方向の全てを考慮したシェルモデルの
外観及び内部構造図を図８に示す。ポンプ組込み
型IHXの構造系は基本的にはシュラウドや隔壁に
よる多重円筒構造系であるため，ほとんどの部分
はシェル要素でモデル化した。ただし，ベローズ
はシェル振動の発生しない剛な円筒構造のシェル
要素でモデル化し，ポンプ軸は中空体であるが径
が小さいため等価な剛性を有するビーム要素とし
た。またポンプインペラは同一の流路面積を有す
る二重円筒モデルにより簡略化した。
　IHX伝熱管束部については数千本すべての伝熱
管は模擬できないため，伝熱管，支持板及びタイ
ロッドの剛性を省略しこれらの質量のみを上下管
板に均等に付加した。ただし，管束部をどの程度
評価すべきかについては今後さらに検討を行って
いく必要があり，現時点では暫定的なモデルであ
る。
（３）解析モデルの取り扱い
　円筒型構造物の振動解析においてビームモデル
ではシェル変形に伴う梁剛性の変化を考慮できず

十分な解析精度を得ることができない可能性があ
る。一方，３次元モデルではシェル変形や配管ノ
ズル部の影響を考慮するため精度の高い計算が可
能ではあるが，計算に非常に時間を要するため，
設計作業におけるパラメータサーベイなどには適
していない。
　したがって，両解析モデルの組込み機器の振動
試験による検証を行い，計算精度を把握した上で，
解析の目的や設計の進捗に応じて１次元（ビーム
モデル）と３次元モデル（シェルモデル）を使い
分けることになる。なおここでは１次元モデルを
用いて解析を行った結果を報告する。

４．２　摩耗解析モデル

　図５の右側（摩耗解析）に示すように，組込み
機器全体系の励振力応答解析から得られた上下管
板の変位を摩耗解析モデル（伝熱管１本管モデル）
の上下管板に代入し振動解析を行う。この１本伝
熱管モデルに支持板を所定の荷重で接触させ，接
触部の摩擦係数と伝熱管の接触荷重から摩耗振幅
を計算しワークレートを求める。次にArchardの

技
術
報
告

図７　１次元振動解析モデル（ビームモデル）
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式に基づいて伝熱管材料の比摩耗量と摩耗時間を
用いて伝熱管の摩耗量を得ることができる。

５．解析結果

５．１　伝熱管と支持板の接触条件

　伝熱管の支持板は複数枚設置されており，伝熱
管と支持板の間は微小な隙間があるため，個々の
支持部に着目すればピン支持か非支持（フリー）の
いずれかと考えられる。このため接触条件によっ
て伝熱管の振動モードや振幅は変わってくるが，
ここでは保守的な仮定として伝熱管は支持板より
ピン支持されておらず，伝熱管の最大振幅のとこ
ろで支持板と伝熱管の間に摩耗が生じるものとす
る。なお，実際には伝熱管は何枚かの支持板と接
触しているため，この影響については今後パラ
メータ解析により評価する予定である。
　伝熱管と支持板の接触により発生する力は，伝
熱管の反りによる支持板への接触荷重と伝熱管フ
レッティング振動による摩擦力の２つである。こ
こではワークレートが最も大きくなる保守的な評
価を行うため，図５（右図）に示すように接触荷重
は接触接線に対して垂直方向に作用する条件で計
算する。伝熱管の摩耗箇所はプラント寿命中変わ

らないものとし，また摩耗時間はプラント寿命に
稼働率を乗じた値を用いる。一方，支持板への接
触荷重は，伝熱管の反りの許容値を最大値とした
パラメータとする。

５．２　解析結果

　以上の解析条件に基づいて接触荷重と伝熱管の
振動振幅及びワークレートの関係を示したグラフ
が図９である。このグラフは接触荷重が増加する
と共に摩擦力により伝熱管の振動振幅が減少し，
ある値より大きくなると伝熱管は振動しないこと
を示している。一方，ワークレートに着目すると，
接触荷重の増加と共にワークレートは大きくな
り，接触荷重が０．１２Nで最大値０．３８（Nmm/sec）を
示した後降下していく。これはワークレートは接
触荷重と振動振幅の積であるため，接触荷重が大
きくても必ずしもワークレートは大きな値とはな
らず振動振幅との兼ね合いにより，ある荷重の時
に最大値となるためである。
　次にArchardの式に基づいてワークレートと伝
熱管摩耗深さの関係を示したグラフが図１０であ
る。このグラフ中に伝熱管肉厚の内訳を示すが，
全肉厚１．１mmに対して余裕代が０．２５５mmである
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図８　３次元振動解析モデル（シェルモデル）



１７

サイクル機構技報　No.２２　２００４．３

ため，摩耗深さがこの余裕代を越えないようにし
なければならない。図９から示される最大ワーク
レートは０．３８（Nmm/sec）であり，この値を図１０
のグラフに代入すると，伝熱管摩耗深さは
０．０５mmとなり摩耗量は伝熱管肉厚の余裕代を超
えないことを解析的に示した。

６．組込み機器の振動試験装置

　組込み機器の内部は伝熱管群及び多数のシュラ
ウド・隔壁等から構成される複数の円筒構造物に
ナトリウムが充填された状態であり，このような
多重円筒構造体におけるナトリウムの流体連成解

析モデルは確立されていない。またポンプのシー
ルリング部のようなガタ構造については解析的な
手法では評価できない。さらに，既知の個々の振
動伝達要素については解析的に評価が可能であっ
ても，図４に示したようにその伝達経路は非常に
複雑であるため，これらすべてを解析モデル化す
るのは現実的でなく，振動伝達の観点から主要な
要素に絞る必要がある。そのためには実機構造全
体を模擬した振動試験装置を製作し，解析モデル
の検証が必要になる。
　そこで，７５０MWeナトリウム冷却型FBRのポン
プ組込み型IHXを１/４縮尺で模擬した振動試験
体を製作し，組込み機器のポンプによりナトリウ
ムの代わりに水を駆動させて試験データを取得す
ることを計画した。
　図１１に振動試験体の構造図を，図１２に同試験体
の外観を示す。この試験体は管束部などを除いて，
機器全体をできるだけ忠実に縮小化したものであ
る。試験体内部のシュラウドや隔壁など各部に設
置された加速度センサにより，ビーム振動やシェ
ル振動を測定し，振動モードやポンプ振動に対す
る応答挙動を評価できるようにした。流体連成の
評価については，ナトリウム液位やナトリウムの
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図９　ワークレート解析結果

図１１　主循環ポンプ組込型IHXの１/４スケール水流
動振動試験体

図１０　伝熱管フレッティング摩耗量解析結果
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存在する箇所の間隙幅を可変とすることでその影
響を把握できる。またシールリングについては通
常のガタ条件のほか，拘束条件やフリー条件を設
定することが可能とするなど重要な評価項目につ
いては試験パラメータとして設定できるようにし
た。さらに，　励振源として解析しやすい理想的な
波動波形を与えるよう，ポンプの代わりに電磁加
振器を試験体内部に設置し，周波数や加振方向を
可変とした試験も可能である。
　この様に，試験パラメータの設定と試験体各部
の加速度センサからの信号により，図４で示され
たすべての箇所の振動伝達特性を評価できるよう

にした。今後，この振動試験体を用いて組込み機
器の振動挙動を把握することを計画している。

７．おわりに

　主循環ポンプ組込み型IHXにおける振動解析モ
デル及び伝熱管の摩耗解析モデルを作成し，伝熱
管と支持板の接触状態については保守的と考えら
れる仮定に基づいて予備解析した。この結果，伝
熱管の摩耗量はプラント寿命中において許容値以
下である結果を得た。
　ただし，本振動解析は機器構造図から振動伝達
経路を仮定して実施したものであり，解析モデル
の検証は不可欠である。このため，検証試験を計
画し，実機の１/４スケールの振動試験体を製作
し試験を計画した。今後はこの試験結果を解析モ
デルに反映しモデルの検証や精度の向上を行う。
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図１２　１/４スケール水流動振動試験体（外観写真）
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　FBRサイクル実用化戦略調査研究フェーズⅡの小型炉設計研究では，電源以外の多目的利用を幅広く想定し

て，経済性，安全性などの要求条件を満たすナトリウム冷却小型炉の検討を進めており，多目的利用に関する調

査の結果，水素分離改質器を用いた水素製造が有望であることが示された。本研究では熱出力375MWt（電気

出力150MWe相当）の25%の熱により70,000Nm3/hの水素製造を行う水素製造・発電併用プラントの概念具

体化を実施し，安全性・経済性・保守性の概略評価を行った。水素製造コストは二酸化炭素固定費を含め約21円

/Nm3と評価され，目標値の17円/Nm3を現状では上回っている。パラジウムを使用した水素分離膜性能の限界か

ら必要表面積が増大し水素分離改質器が大型化していることが主因であり，今後，水素分離膜の高性能化により

上記の目標値を達成可能な見通しと考えられる。

　In Phase II of the feasibility study on commercialized FBR cycle systems of Japan Nuclear Cycle Development Insti-
tute （JNC）, one of promising concepts is a multi‐purpose small reactor with various requirements, such as safety and 
improved economical competitiveness.  In the previous study, hydrogen production using a hydrogen separation re-
former was studied as one of the promising concepts.This study investigated the conceptual design study of a hydrogen 
and electric co‐production plant. The thermal output of a fast reactor is 375MW and 25% of the thermal output is used 
for hydrogen production （70,000 Nm3/h）.The hydrogen production cost is estimated at 21yen/Nm3 that is higher than 
the economical goal of 17yen/Nm3.  The major reason for the high cost is the large membrane reformer required because 
the palladium membrane is limited in its hydrogen separation efficiency. A new highly efficient hydrogen separation 
membrane is required to reduce the cost of hydrogen using a membrane reformer.

キーワード

水素製造，水素分離改質器，パラジウム水素分離膜，ナトリウム冷却炉，多目的炉，水蒸気改質法，小型炉，実

用化戦略調査研究

Hydrogen Production, Membrane Reformer, Palladium Membrane, Multi‐purpose Reactor, Steam Reforming, Small 
Reactor, Feasibility Study on Commercialized Fast Reactor Cycle System
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１．はじめに

　FBRサイクル実用化戦略調査研究では，経済性，
安全性などの開発目標達成の見通しを有する高速
増殖炉概念の構築に向けて，冷却材種類（ナトリ
ウム，重金属，ガス，水など）や，出力規模をパ
ラメータに，各炉型の特徴を最大限活用すること
を目指した検討を行っている。
　その中で，比較的出力規模の小さい小型高速増
殖炉では，電源以外の多目的利用を幅広く想定し
て，経済性，安全性などの要求条件を満たす小型
高速増殖炉をフェーズⅡ（２００１年度～２００５年度）
の間に提示することを目標としている。検討の進
んでいる基幹電源用高速増殖炉の結果から，当面
ナトリウム冷却炉を主体として考えており，これ
と水素製造を組み合わせた概念について，２００１年
度から検討作業を開始した1）。
　水素利用は現在注目されている分野であり，国
により燃料電池自動車及び定置型燃料電池の導入
目標が設定されている2）。燃料電池自動車及び定置
型燃料電池の導入目標を図１，図２に示す。この
計画では２０２０年までに原子炉の熱を利用するなど
大規模な水素製造プラントを設置する必要がある。
　水素製造による熱利用温度と原子炉の炉型によ
り供給可能な温度の関係を図３に示す。ナトリウ
ム冷却炉で供給可能な温度範囲では，低温水蒸気

改質法及び低温熱化学法の適用が考えられる1，3）。
本研究では，水素分離改質器を利用することによ
り低温化したメタンガスの水蒸気による改質法を
対象とする。水蒸気改質法の熱化学方程式は以下
のとおりである。

�

　この反応は本来は８００℃ 以上の高温で触媒によ
り，メタンガスの約０．８が転化される平衡反応であ
る。触媒層の水素分圧を強制的に低下させた場合
は，平衡反応が右辺に傾くため，通常，低効率の
低温領域でも水素製造が可能となる。この原理を
応用した水素分離膜を設置した水素分離改質器を
用いると，５００℃ の温度領域でも約０．５の転化率を
得られることが報告されている3）。
　本検討では，ナトリウム冷却炉の２次系に水素
分離改質器を設置した水素製造プラントの概念設
計を実施して，経済性，安全性などの成立性見通
しを評価した。

２．水素製造プラント概要

２．１　基本方針

　本検討では以下の点を考慮して，原子炉冷却系
及び水素製造系の系統構成を設定した。
・２次系に水素分離改質器を設置して，原子炉の
熱により水素製造を行う。

・原子炉出入口温度５５０/３９５℃ とするなど，実用
化戦略調査研究（レファレンス）で成立可能と
判断されている技術を適用する。

・原子炉の熱を利用して可能な限り多くの水素製
造を行う構成とするが，低温領域での熱が余剰
する場合は，発電に利用して水素製造・発電併

kJ/mol185CO4HO2HCH
2224
−+=+ （１）
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図１　国による燃料電池自動車導入目標

図２　国による定置型燃料電池導入目標

図３　原子力による水素製造方法
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用プラントとする。
・水素分離改質器の水素分離膜は高価なパラジウ
ムを使用するため，予備改質器を設置して水素
分離膜面積を低減し，必要なパラジウム量を極
力削減する構成とする。

２．２　基本構成

　プラント基本仕様を表１に，原子炉冷却系の系
統概念を図４に示す。水素分離膜は低温で性能が
著しく低下するため，５００℃ 以上の温度に維持する
必要がある。このため，中間熱交換器の伝熱面積
増加が過大とならない範囲で，２次系の中間熱交
換器出口温度を５４０℃ と高温化した。また，改質器
出口温度の５１４℃ から３３５℃ までのナトリウムの熱
は蒸気発生器における水・蒸気の加熱に利用し，
一部を水素製造，他を発電に利用する構成とした。

　原子炉の熱利用の割合を模式的に図５に示す。
原子炉熱出力３７５MWのうち水素製造には水素分
離改質器で３４MW，予備改質器で１４MW，蒸気発
生器で４６MW，合計で原子炉出力の２５％の熱が利
用され，７０，０００Nm3/hの水素を製造する。また，
残りの７５％の熱で水素製造と平行して１１３MWe
の発電を行う。
　また，蒸気発生器での加熱蒸気は発電に利用す
ることを考慮して主蒸気温度５００℃， 圧力１６．７MPa
としているが，この蒸気の一部を水素製造に使う
ために２MPaまで減圧する。これは，水素分離膜
の圧力制限が２MPaであるためである。減圧後の
蒸気はメタンと混合する。その後，減圧膨張と低
温のメタン混合により低下した温度を上昇させる
ため，予備改質器で５００℃ まで加熱し，５００℃ の平
衡状態で触媒の作用によって水素分圧を高めた
後，水素分離改質器に導くことにより，水素分離
膜面積を可能な限り低減している。

２．３　水素製造系

　水素製造系の系統概念図を図６に示す。水素分
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表１　プラント基本仕様

仕　　様項　　　　目

ナトリウム冷却炉原 子 炉 型 式

水蒸気改質法水 素 製 造 方 法

水素製造・発電併
用プラント

プ ラ ン ト 種 類

３７５熱 出 力 （MWt）

１１３電 気 出 力 （MWe）

７０，０００水 素 製 造 量 （Nm3/h）

１ル ー プ 数

５５０１次ナトリウム系温度（原子炉出口）（℃）

３９５（原子炉入口）（℃）

５４０２次ナトリウム系温度 （IHX出口）（℃）

３３５ （IHX入口）（℃）

５００主 蒸 気 温 度 （℃）

１６．７主 蒸 気 圧 力 （MPa）

２改 質 圧 力 （MPa）

５００改 質 温 度 （℃）

０．５転 化 率 （‐）

図４　原子炉冷却系系統概念図 図６　水素製造系系統概念図

図５　原子炉の熱利用割合
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離改質器からのオフガスはメタン，水蒸気，二酸
化炭素の混合ガスである。オフガスは５０℃ まで冷
却され，気水分離器により水からメタン及び二酸
化炭素を取り出した後，一般工業の化学プロセス
により，二酸化炭素とメタンを分離し，二酸化炭
素は固定化，メタンは再利用する。回収メタンは，
新規に供給されるメタンと混合した後，製造水素
の廃熱により再生熱交換器で加熱する。
　水素分離改質器の構造概念を図７に，基本仕様
を表２に示す。１基の水素分離改質器は３，６５３本

の直管伝熱管を有しており，交換熱量は１７MWで
ある。伝熱管の概念図を図８に示す。伝熱管は２
重構造で，内側はパラジウム水素分離膜を利用し
た水素分離管，外側はナトリウムバウンダリのナ
トリウム管の構成となっている。水素分離管とナ
トリウム管の間には触媒が充てんされており，改
質反応で生じた水素は水素分離管を透過すること
により回収される。
　予備改質器は，パラジウム水素分離膜を使用せ
ず，内部に触媒を充てんさせた単管直管の伝熱管
から構成される。これは水素分離改質器の前段に
設置し，触媒のみの作用により，可能な範囲で水
素を生成することにより，分離前の水素濃度を高
めることで水素分離改質器の水素分離膜面積を低
減している。

２．４　全体配置

　水素製造プラントの全体配置を検討した。本検
討では原子炉設備と水素製造設備を近接して配置
することとし，原子炉建屋壁強化等の設備対応に
より，水素製造系における水素漏えいに起因した
水素爆発が生じた場合でも原子炉の安全性を確保
する方針とした。原子炉側の配置はタンク型ナト
リウム冷却小型炉の配置1）を参考にした。プラント
鳥瞰図を図９に示す。水素分離改質器の大型化及
び上部に伝熱管保守作業用の空間を確保したた
め，原子炉建屋容積５４，８００m3のうち改質器室容積
は２２，４００m3と約４０％を占めている。
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表２　水素分離改質器　基本仕様

仕　　様項　　　　目

２基　　　　　　　　　　　数 （基）

１７交 換 熱 量 （MW）

５４０入 口 ナ ト リ ウ ム 温 度 （℃）

５１３．４出 口 ナ ト リ ウ ム 温 度 （℃）

１，８２２ナ ト リ ウ ム 流 量 （t/h）

５００改 質 ガ ス 温 度 （℃）

２改 質 ガ ス 圧 力 （MPa）

４６改 質 ガ ス 流 量 （t/h）

３５，０００水 素 製 造 量 （Nm3/h）

２０水 素 分 離 管 外 径 （mm）

６０．３ナ ト リ ウ ム 管 外 径 （mm）

２．９ナ ト リ ウ ム 管 肉 厚 （mm）

８０ナ ト リ ウ ム 管 ピ ッ チ （mm）

６．６管　　　　　　　　　　　長 （m）

３，６５３管 本 数 （本）

５．３容 器 径 （m）

１５．５容 器 高 さ （m）

図７　水素分離改質器構造概念図

図８　水素分離改質器伝熱管概念図
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３．評価

３．１　安全性

　本概念に特有の安全課題の抽出が行なわれた1）。
その中で以下が主な課題と考えられる。
・水素及び原料ガスの漏えい対策
・水素分離改質器伝熱管破損時の影響

　従来，原子力プラントは原子炉等規制法，水素
製造側は高圧ガス保安法等で規制されるため，原
子力を利用した水素製造プラントは，新たな規制
及び安全基準を設ける必要がある。日本原子力研
究所等で高温ガス炉と水素製造系設備の離隔距離
の検討5）等が実施されているが，原子力水素製造プ
ラントの安全基準の議論は結論に達していない。
（１）水素及び原料ガスの漏えい対策
　原子力水素製造プラントでは，水素製造系設備
において水素及び原料ガスが漏えいして引火によ
り爆発した場合に，原子炉建屋に安全上の影響が
ないようにする必要がある。現状では対策として
以下が考えられる。
・離隔距離設置
・原子炉の地下設置
・原子炉建屋の強化

　原子力プラントと化学プラントの近接設置など
法規制上の課題を有するが，敷地面積コンパクト
化の観点より，原子炉建屋の強化方策を採用して，
図９の建屋配置を計画した。
（２）水素分離改質器伝熱管破損時の影響
　水素分離改質器伝熱管が破損した場合はナトリ
ウムと改質ガス（水蒸気，メタン，二酸化炭素）
の反応を生じる。本項では，ナトリウム－水反応

とナトリム－改質ガス反応を比較することによ
り，安全性への影響を評価した。
　水素分離改質器伝熱管破損時には原子炉格納バ
ウンダリ（中間熱交換器伝熱管など）の健全性確
保する必要がある。水素分離改質器の伝熱管破損
が生じた場合に起こり得る化学反応を表３に示
す。このうちガスを発生して，２次系の圧力上昇
の原因となる反応（ナトリウム－水反応について
は主な反応）は以下の２式である。

�

　ナトリウムと水蒸気，メタン，二酸化炭素の混
合ガスの反応のデータはないが，単体同士の反応
速度から推定して，ナトリウム－水反応速度の方
が大きく，式（３）の反応が支配的になり，ナトリ
ウム－改質ガスとナトリウム－水反応で安全性の
面からは大きな差異はないと考えられる。水素分
離改質器の伝熱管破損時の安全性確保の対策は，
蒸気発生器における従来の考え方がほぼ適用でき
ると考えられる。

３．２　製造水素へのトリチウム移行

　原子炉の熱出力で水素製造を行う場合，高温ガ
ス炉でも指摘されているように，原子炉で生成す
るトリチウムが製造水素設備に移行することが懸
念される6）。
　高速炉トリチウム挙動解析コード7）を参考に，本
概念におけるトリチウム移行量を検討し，製造水
素に混入するトリチウム濃度を約３×１０－4Bq/g
と評価した8）。この値は環境の放射化を考慮したト
リチウム濃度限度１１．８Bq/g，及び高温工学試験研
究炉（HTTR）でのトリチウム濃度１０．９Bq/g6）と
比較して十分小さい。ヘリウムガス冷却炉ではト
リチウムソースとして燃料FP，黒鉛減速材中の
Li，10B及びHe冷却材中の3Heがあるが，ナトリウ
ム冷却炉では燃料FPと制御棒中の10Bしか存在し
ないため，製造水素中のトリチウム濃度はヘリウ
ムガス冷却炉と比較して低くなったものと考えら
れる。

３．３　保守補修性

　水素分離改質器で使用する成形触媒及び水素分
離管は性能低下が予想されるため，定期的な交換
を予定している。ここでは水素分離改質器の保守

2Na+CO  =Na  O+CO −131.1kJ/mol
2 2

Na+H  O=NaOH+1/2H   −183.8kJ/mol
2 2

（２）

（３）
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図９　プラント鳥瞰図
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方法の検討を行った。
　水素分離改質器の保守工程の概念を図１０に示
す。プラント停止後，上部管板，水素分離管，成
形触媒を一体引き抜きする。水素分離改質器本体
に残されたナトリウム管はリークテスト後，ECT
（渦電流検査）又はUT（超音波検査）により検査
し，必要があれば新しいナトリウム管に交換する。
引き抜いた水素分離管群は成形触媒除去及び水素
分離管の交換を行い，PT（浸透探傷試験）及びリー
クテスト後，新しい触媒を充てんする。最後に，
テンプレートを利用し管群を改質器本体に挿入
し，水素分離管のリークテストを実施する。

３．４　経済性

　水素製造コストについて１０～２０円/Nm3の目標
値が報告されているが９-１１），本研究では燃料電池自
動車への適用を想定して，税込みのガソリン価格
と競争可能な１７円/Nm3を目標値とした。本概念の

水素製造コストを評価した結果を表４に示す。水
素製造コストは二酸化炭素固定費込みで２１円
/Nm3と（二酸化炭素固定費なし１６．４円/Nm3）と評
価され上記の目標値を上回る結果となった1）。
　コスト低減の観点からは，水素製造系資本費
（８．３円/Nm3）の削減が重要である。水素製造系
資本費の約７割を水素分離改質器コストが占めて
いる。この水素分離改質器の小型化のために水素
分離膜面積を低減可能な高性能水素分離膜の材料
開発が必要である。

４．おわりに

　水素分離改質器を用いたナトリウム冷却小型炉
による水素製造プラントの概念設計を実施した。
水素製造コストは二酸化炭素固定費込みで２１円
/Nm3と評価され，目標値１７円/Nm3を上回った。
現状では水素分離膜の水素透過性能の限界から水
素分離改質器の物量が増加しており，今後，改質
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表３　ナトリウム－改質ガス接触時に予測される化学反応

ま　　と　　め生　　成　　物反応熱推 定 反 応 式反応ガス反応組成

運転温度では酸化ナトリウム
とカーボンの生成に留まる
が，反応熱しだいで高温にな
り得るのでカーバイドの生成
の可能性がある。

カーボンの生成－３０３．５kJ２Na+CO→Na2O+C
一酸化炭素
CO

ナトリウム
Na ６２５℃ ～７８０℃ でカーバイ

ド生成
－７８２．２kJ

４Na+３CO
→Na2C2+Na2CO3

炭酸ナトリウムの生成が推定
される。（カーボンの生成もあ
り得る）

酸化ナトリウムの生成を経
て炭酸ナトリウムが生成

（－１３１．１kJ）２Na+CO2→Na2O+CO

二酸化炭素
CO2

ナトリウム
Na

－４５４．３kJNa2O+CO2→Na2CO3

水酸化ナトリウムの生成を
経て炭酸ナトリウムが生成

－４５１．４kJ

２Na+２H2O
→２NaOH+H2

２NaOH+CO2
→Na2CO3+H2O

炭酸ナトリウムとカーボン
の生成

－１０８０．９kJ
４Na+３CO2

→２Na2CO3+C

炭酸ナトリウム，酸化ナト
リウムとカーボンの生成

－７５７．７kJ
４Na+２CO2

→Na2CO3+Na2O+C

運転状態ではナトリウムは液
体であるため，水酸化ナトリ
ウムと水素ガスが生成される
と推定される。

水酸化ナトリウムの生成と
水素ガスの発生

－２７９．６kJ
２Na（L）+２H2O（L）

→２NaOH+H2

水（水蒸気）
H2O

ナトリウム
Na

水酸化ナトリウムの生成と
水素ガスの発生

－３６７．６kJ
２Na（L）+２H2O（G）

→２NaOH+H2

酸化ナトリウムの生成と水
素ガスの発生

－１２８．２kJ
２Na（S）+H2O（L）

→Na2O(S)+H2

酸化ナトリウムの生成と水
素ガスの発生

－１７２．２kJ
２Na（L）+H2O（G）

→Na2O(S)+H2

水素ガスリッチ条件水素（分
圧が高い）では水素化ナトリ
ウムが生成されるが，他のガ
スの影響で，生成しない場合
もあり得る。（例；酸化ナト
リウム，水酸化ナトリウム，
またそれらに関連して，炭酸
ナトリウムが生成）

水素化ナトリウムの生成－５６．５kJ２Na+H2→２NaH水素ガスH2
ナトリウム
Na

水素化ナトリウムとカーボン
の生成が推定される。

水素化ナトリウムとカーボ
ンの生成

－１５１．３kJ４Na+CH4→４NaH+C
メタンガス
CH4

ナトリウム
Na
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器物量削減のための高性能水素分離膜の開発が重
要になると考えられる。

技
術
報
告

図１０　水素分離改質器の保守工程概念図

表４　水素製造単価内訳

単価（円/ Nm3）項　　　　目

２．３５核 熱 費

８．２９資 本 費

０．２９運 転 費

０．００外 部 電 源 費

５．２５燃 料 ガ ス 費

０．０１給 水 費

４．５９CO2 固 定 費

２０．７８水 素 製 造 原 価

３）中桐俊男：“水素製造技術に関する調査”，JNC 
TN9420 2002‐002,（2002）

４）黒田健之助，他：“都市ガスを原料としたメンブレン
リアクタ型水素発生装置”，三菱重工技報，Vol. 33, 
No. 5,（1996）

５）西原哲夫，他：“高温ガス炉水素製造システムの可燃
性蒸気雲爆発に対する離隔距離の検討”，日本原子力
学会「２００１年秋の大会」，K37,（２００１）

６）西原哲夫，他：“高温ガス炉水素製造システムの製品
水素へのトリチウム移行量評価”，日本原子力学会
誌，Vol. 41, No. 5,（1999）

７）飯沢克幸，鳥居建男：“高速炉トリチウム挙動解析
コードの開発”，サイクル機構技報，No. 10 ,（2001）

８）近澤佳隆，他：“原子力水素プラントのシステム設計
研究－平成１４年度の研究成果のまとめ－”，JNC 
TN9400 2003‐048,（2003）

９）“水素利用技術に関する調査”NEDO WE‐NET報告
書サブタスク７，（１９９７，１９９８）

１０）“水素製造技術の開発”NEDO WE‐NET報告書サブ
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参考文献
１）近澤佳隆，他：“Na小型炉のシステム設計研究－平

成１３年度の研究成果のまとめ－”，JNC TN9400 2002
‐055，（2002）

２）古屋圭司，他：“燃料電池プロジェクトチーム報告
書”，経済産業省副大臣会議燃料電池プロジェクト，
（２００２）



２７

サイクル機構技報　No.２２　２００４．３

１．はじめに

　超ウラン核種を含む放射性廃棄物のうち，含ま
れるα核種の放射能濃度が比較的高い放射性廃棄
物（以下，「TRU廃棄物」という）の処分につい

ては地層処分が想定され，その概念が提示されて
いる1）。このTRU廃棄物の処分概念においては，
処分施設の充てん材や構造材料などに土木・建築
の分野で幅広く使用されているセメント系材料を
用いることが検討されている1）。処分概念の一例を
図１に示す。処分施設閉鎖後，地下水が処分施設
を飽和すると処分施設に用いられているセメント
系材料は長期にわたり徐々に溶解していき，処分
施設の化学環境が変遷していく。TRU廃棄物処分
概念検討書1）においては，セメント系材料の長期変
遷を考慮して，その変遷の過程で安全側と考えら
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告Development of TIGER Code for Radionuclide Transport in a Geochemically Evolving Region

Morihiro MIHARA　　Takao OOI

Waste Isolation Research Division, Waste Management and Fuel Cycle Research Center, Tokai Works

　TRU廃棄物の地層処分においては，セメント系材料を使用することが検討されている。セメント系材料は長期

にわたり徐々に溶解し，処分施設の化学環境が変遷していく。既存の処分施設の安全性の評価においては，この

変遷の仮定で最も安全側と考えられる核種移行パラメータを設定し評価を実施している。そこで，TRU廃棄物処

分施設の安全性をより現実的に評価するために，核種移行パラメータを時間的に変化させることが可能な核種移

行解析コード（TIGER）を開発した。本解析コードは，人工バリアや天然バリアの核種移行を対象としている。

本報では，TIGERコードの数学モデルについて紹介するとともに，解析解や他の解析コードとの比較により実

施した検証計算の結果について示す。本コードを開発することにより，TRU廃棄物処分施設のより現実的な核種

移行解析が可能となった。

 In a transuranic (TRU) waste geological disposal facility, using cementitious materials is being considered. Cementi-
tious materials will gradually dissolve in groundwater over the long‐term. In the performance assessment report of a 
TRU waste repository in Japan already published, the most conservative radionuclide migration parameter set was se-
lected considering the evolving cementitious material. Therefore, a tool to perform the calculation of radionuclide trans-
port considering long-term geochemically evolving cementitious materials, named the TIGER code, Transport In 
Geochemically Evolving Region was developed to calculate a more realistic performance assessment. It can calculate ra-
dionuclide transport in engineered and natural barrier systems. In this report, mathematical equations of this code are 
described and validated with analytical solutions and results of other codes for radionuclide transport. The more real-
istic calculation of radionuclide transport for a TRU waste geological disposal system using the TIGER code could be 
performed.

キーワード

TRU廃棄物，地層処分，セメント系材料，変遷，核種移行解析コード，人工バリア，天然バリア，数学モデル，

検証計算

TRU Waste, Geological Disposal, Cementitious Material, Geochemically Evolving, Radionuclide Transport Code, Engi-
neered Barrier, Natural Barrier, Mathematical Equations, Validation
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パラメータの時間的変化を考慮した
核種移行解析コード（TIGER）の開発
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れる核種移行評価のパラメータを設定し評価を行
なっている。例えば，セメント系材料は長期的に
変遷していくことから，それらに核種の拡散移行
遅延や止水機能を期待していない（砂と同様な透
水係数を設定している）。今後，TRU廃棄物処分
施設の安全性をより現実的に評価するためには，
核種移行パラメータの時間的変化を考慮した核種
移行解析を行う必要がある。
　既にWakasugi,et al.により，高レベル放射性廃

棄物（ガラス固化体）の地層処分を対象にした一
次元円筒座標系での人工バリア中の核種移行解析
コード（MESHNOTE）が開発されている2）。
　サイクル機構では，MESHNOTEコードの機能
を考慮にいれつつ，TRU廃棄物の処分の評価が行
なえるようにセメント系材料等の化学的な長期的
変遷を考慮してパラメータを時間的に変化させる
ことが可能な核種移行解析コード（TIGER : Trans-
port In a Geochemically Evolving Region）の開発
を実施してきた。本報ではその開発成果について
報告する。

２．TIGERコードの概念モデル

　TIGERコードの概念モデルを図２に示す。
MESHNOTEコードでは，ガラス固化体（廃棄体），
人工バリア（圧縮成型ベントナイト）及び掘削影
響領域の核種移行を考慮しているが，TIGERコー
ドでは，上述した領域の核種移行のみならず天然
バリア及び断層などの核種移行も考慮できる。ま
た，TRU廃棄物の中で放射能濃度の低い廃棄物
は，低透水性の人工バリアを設置する必要がない
可能性もあることから，人工バリア中での核種の
移行として，核種の濃度勾配による移行（分子拡
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（左図：処分場レイアウト概念，右図：人工バ
リア概念）

図２　TIGERコードにおける核種移行モデルの概念
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散）のほかに地下水の流れによる移行（移流・分
散）も考慮できるようにした。天然バリア及び断
層については，亀裂性媒体も対象にすることを考
慮して，亀裂中の分子拡散及び移流・分散に加え
て亀裂表面から岩体内部（マトリックス）への分
子拡散を考慮した。これらの核種移行を表現する
方程式を直交一次元座標系における有限差分法を
用いて数値解析し，生物圏への核種の移行率を算
出可能とした。さらに，生物圏の評価で得られる
線量換算係数を別途入力することにより，線量の
出力も可能である。
　また，MESHNOTEコードと共通する主要な機
能は以下のとおりである。
・複数の崩壊連鎖（崩壊連鎖内での分岐／合流含
む）

・沈澱生成／再溶解（同位体間での溶解度の分割
を含む）

・収着（線形収着，ラングミュアー（Langmuir）
型の収着等温式に基づく非線形収着）

・内側境界条件（溶解度制限，廃棄体との調和溶
解）

・人工バリア及び天然バリアの境界条件（ミキシ
ングセル）

　MESHNOTEコードと同様にタイムステップの
自動設定により計算時間の低減が実現されてい
る。なお，TIGERコードの機能の一部である天然
バリア領域については，既に地層処分研究開発第
２次取りまとめの変動ケースの解析に用いられて
いる3）。TIGERコードの概念モデルを基に廃棄体領
域，人工バリア領域，ミキシングセル及び天然バ
リア領域の各々の領域について核種移行を扱う数
学モデルについて記述する。

３．核種移行の数学モデル

３．１　廃棄体領域

　図２に示したように廃棄体中の核種は固化マト
リックスの溶解にともなってセメント系充てん材
に浸出する。マトリックスの溶解期間（Tn［y］）を
設定することにより核種の浸出率を設定すること
ができる。廃棄体の固化マトリックス中の核種n
の量をAn［mol］とするとAn［mol］の時間依存性を
以下の式で表すことができる。

（１）

tは廃棄物処分後の期間［y］，λnは核種nの崩壊
定数［1/y］（＝ln（2）/T1/2_n；T1/2_nは核種nの半減期
［y］），λp及びApは親核種の崩壊定数及び核種量で
ある。廃棄体が強頑な容器に封入された場合を想
定すると容器が破損するまでの期間Tcont［y］を用
いてセメント系充てん材への核種の浸出率（Wn）は
以下のように与えられる。

（２）

　廃棄体領域で考慮されている核種移行プロセス
は，分子拡散，移流・分散，沈澱生成／再溶解，
収着及び核種の崩壊連鎖である。ここで，N個の
放射性核種及びE個の元素が対象とする空間に存
在すると仮定する。核種nの濃度は，液相に溶解
している（dissolved）核種の濃度����［mol/m3－liquid］，
固相に収着している（sorbed）核種の濃度����
［mol/m3－solid］，沈澱している（precipitated）核種
の濃度����［mol/m3］として表すことができる。核
種nの全濃度����［mol/m3］は以下の式で表すこと
ができる。

（３）

　ここで，θは廃棄体領域の間隙率［‐］である。
廃棄体領域の体積V［m3］に含まれる全体の核種量
��［mol］は���となる。元素に着目すると元素eの
元素量K�［mol/m3］は次式となる。

（４）

　核種の濃度を元素濃度として考え液相に溶解し
ている元素濃度［mol/m3－liquid］，固相に収着してい
る元素濃度［mol/m3－solid］，沈澱元素濃度［mol/m3］
をそれぞれC��，C��，C��とする核種濃度と元素濃度
の関係は以下の式で表される。

（５）

（６）

（７）

　ここでγ �は，同じ元素の核種の総量に対する核
種nの割合［－］である。領域の体積Ｖを用いる
と元素の総量K�は，以下のようになる。
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（８）

　固相に収着した元素の濃度����は，ラングミュ
アー型の収着等温式を仮定することにより液相の
元素濃度����によって以下のように表現することが
できる。

（９）

　ここで，ρは廃棄体領域媒体の真密度［kg/m3］
であり，α �とβ �は対象としている元素の廃棄体領
域媒体に対するラングミュアー定数である。線形
収着を仮定するとβ �は，0［m3/mol］となり，α�

は収着分配係数［m3/kg］に相当する。ここで有
効遅延係数Reff［－］を以下の式で定義する。

（１０）

　元素の沈澱濃度����は，元素の溶解度����＊［mol/m3］
に関連付けられる。ここで沈澱容量（沈澱が発生
する時の液相，固相の元素量の最大値）����＊［mol］
を以下の式で定義する。

（１１）

　廃棄体領域における元素の沈澱量は，以下の式
で表すことができる。

（１２）

　ここで，����＞０であるならば，液相中の核種n
の濃度���［mol/m3］は次式となる。

（１３）

　����≦０，すなわち沈澱が存在しない場合には，
液相中の核種nの濃度���［mol/m3－liquid］は次式とな
る。

（１４）

　廃棄体領域の任意の位置x［m］での核種nの総
量��［mol］の時間変化は次式で与えることができ
る（廃棄体領域は，１つのセルとして表現している
ため，廃棄体領域の核種濃度は均一である）。
 

（１５）
　右辺の第一項は距離�［m］における拡散・分散
による核種ｎの流入・流出項を，第二項は移流に
よる流入・流出項を表している。第三項は，親核
種からの生成項を，第四項は崩壊による消失項を
示している。
　ここで，��：間隙水中の元素eの拡散・分散係

数［m2/y］

���：間隙水中の元素eの拡散・分散係数
［m2/y］（拡散支配の場合は，��＝���
となる）

��：分散長［m］
�：ダルシー流速［m/y］

である。

３．２　人工バリア領域

　人工バリア領域で考慮されている核種移行プロ
セスは，分子拡散，移流・分散，沈澱生成／再溶
解，収着及び核種の崩壊連鎖とともに廃棄体領域
で考慮されているものと同じであり，その数学モ
デルも同じである。
　廃棄体領域と人工バリア領域の境界条件は，以
下の式で与えられる。

（１６）
　人工バリア領域とミキシングセルの境界条件
は，ミキシングセル内の地下水の流量を�［m3/y］
とすると以下の式で与えられる。

　
（１７）

３．３　ミキシングセル

　人工バリア領域及び天然バリア領域の境界にお
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いて，掘削影響領域を想定したミキシングセルを
設定することができる。ミキシングセルは，一つ
のセルで表現される。ミキシングセル内での核種
の総量を以下の式で表すことができる。なお，ミ
キシングセルでは，核種の収着及び沈澱は考慮し
ていない。

（１８）

　さらに，TIGERコードでは，人工バリア外側境
界条件を０濃度境界（ミキシングセル流量を大き
くすることと等価）として設定できる。また，ミ
キシングセルを考慮せずに人工バリア領域と天然
バリア領域との濃度が連続した解析も行なうこと
ができる。

３．４　天然バリア及び断層領域

　天然バリア及び断層領域についても人工バリア
領域と同様な核種移行プロセスが考慮されている
が，２章で述べたように亀裂性の媒体を考慮して
いるため，核種の亀裂表面からのマトリックスへ
の分子拡散を考慮している。そのため核種移行の
数学モデルは，次式で与えられる。

（１９）
　ここで，δは亀裂単位体積あたりのマトリック
スへの分子拡散に関する寄与面積［m2/m3］（亀裂
の体積と対象とするマトリックスへの分子拡散の
面積比）である。亀裂からマトリックスへの核種
ｎの消出項���［mol/y］は次式となる。

（２０）

　ここで，
�：マトリックスへの分子拡散深さ［m］
���：核種nのマトリックス中の総量［mol］
����：元素eのマトリックス間隙水中の拡散

係数［m2/y］
θ�：マトリックスの間隙率［‐］

（２１）

　断層から生物圏への核種の移行率を求めること
ができるため，線量への換算係数を乗ずることに
より線量としての出力も可能である。

３．５　時間依存を考慮できるパラメータ

　TIGERコードの数学モデルについて述べたが，
数学モデルにおける時間依存性が考慮できるパラ
メータについて以下にまとめる。

・ダルシー流速
・間隙水中の拡散係数
・間隙率
・分散長
・溶解度
・ラングミュアー定数（α，β）

　ミキシングセルを除いてすべての領域でこれら
のパラメータの時間的変化を考慮できる。ミキシ
ングセルについては，流量のみ時間的変化が考慮
できる。

３．６　数学モデルの離散化

　上述した数学モデルは，非線形かつ非定常であ
り解析解を得る条件は限られている。したがって
様々な条件にて解を得るためには数値的解法に頼
らざるを得ない。TIGERコードでは，解析対象と
する領域をセルに分割し有限差分法を用いて解を
得る。マトリックス拡散が考慮されている天然バ
リア領域を例にとると，亀裂部分の各々のセルに
対して以下の式が成り立つ。

（２２）

　ここで，FU，FD及びFMは，それぞれ当該セルの
上流側セルからの核種のフラックス，下流側への
核種のフラックス及びマトリックス領域への核種
のフラックスを示す。これらのフラックスは，以
下のように定義される。

（２３）

（２４）

（２５）
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　ここで，δ �は当該セルの長さを示している。分
割したセル数の連立方程式を解くことによって各
セルにおける核種の存在量knを求めることができ
る。

４．検証計算

　３章で述べた数学モデルが解析コードにおいて
正しく解かれているかを確認しておく必要があ
る。ここでは，解析解や上述した数学モデルが用
いられている数値解析コードとの比較を行なうこ
とによりTIGERコードの基本的な機能について
確認を行なう。人工バリア領域については
MESHNOTEコードを，天然バリア領域について
はMATRICSコードを用いることとする。これらの
コードは，既に検証作業が実施されている2）4）。

４．１　解析解との比較

　核種移行の数学モデルは，限られた条件におい
て解析解が与えられる。ここでは，解析解を用い
ることにより，TIGERコードの基本的な核種移行
モデルについて検証を行なう。
（１）拡散支配の場合（検証問題１）
　核種の崩壊，収着及び沈澱を考慮しなければ，
拡散支配における人工バリア領域の液相中の核種
濃度��［mol/m3－liquid］は以下の解析解で与えられ
る5）。

（２６）

　この解析解は，半無限遠の人工バリア領域を仮
定し，境界条件として廃棄体領域と人工バリア領
域との境界の核種濃度���｜  �＝0を���，半無限遠の核種
濃度���｜ �＝∞を０としたものである。この解析解で
得られた人工バリア領域での核種濃度のプロファ
イルとTIGERコードで得られた核種濃度プロフ
ァイルを比較する。���＝1［mol/m3］，��＝0.03
［m2/y］として解析を行なった。なお，TIGERコー
ドでは，有限な領域を解析対象としているため，
人工バリア領域の長さを１００［m］と仮定し，人工
バリア領域１０［m］までの核種濃度プロファイルを
比較した。分割数は，２００とした。人工バリア領域
１０［m］における核種濃度プロファイルを図３に示
す。経過年，１００年，１，０００年，１０，０００年において，
解析解とTIGERコードとの解析結果は一致して
おり，１０，０００年の濃度プロファイルの解析解との

相対誤差（解析解との差の絶対値と解析解との比）
は７％以内であった。
（２）移流支配の問題（検証問題２）
　移流を考慮した場合には，人工バリア領域の液
相中の核種濃度��［mol/m3－liquid］は以下の解析解で
与えられる6）。

（２７）

　この解析解も，半無限遠の人工バリア領域を仮
定し，境界条件として廃棄体領域と人工バリア領
域との境界の核種濃度���｜ �＝0を���，半無限遠の核種
濃度���｜ �＝∞を０としたものである。（１）の条件と
境界条件及び分子拡散係数を同じ条件に設定し，
ダルシー流速�＝0.3［m/y］，間隙率θ＝１．０とし
た。人工バリア領域１０［m］における核種濃度プロ
ファイルを図４に示す。経過年，１年，１０年，１００
年において，移流を考慮した解析解もTIGERコー
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図４　TIGERコードの解析結果と解析解との比較
（移流支配，検証問題２）
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ドの解析結果とよく一致しており，１００年の濃度プ
ロファイルの解析解との相対誤差は０．０８％以内で
あった。

４．２　MESHNOTEコードとの比較

　４．１においては，基本的な核種移行モデルにつ
いて解析解との比較を行なった。ここでは，核 
種の崩壊を考慮した解析を同じ数値計算コード 
のMESHNOTEコードの計算結果と比較し，TI-
GERコードのモデルについて検証を行なう。
MESHNOTEコードは円筒一次元の人工バリア領
域を対象としており，人工バリア領域の内側境界
条件と外側境界条件の面積が異なる。TIGERコー
ドにおいて，内側と外側の面積をそれぞれ
MESHNOTEコードでの設定値と等しくなるよう
に直交座標系で設定し解析を実施した。なお，計
算対象とする体系は，Wakasugi, et al.の報告2）に基
づくものとした。
（１）単一崩壊系列核種を対象とした拡散支配問題
（検証問題３）
　解析体系及び解析対象崩壊系列核種（4n+1系
列）とその移行パラメータをそれぞれ表１，２及
び３にまとめる。人工バリア領域外側は，ミキシ

ングセルとして設定し，解析対象期間は１０7年とし
た。
　両解析コードによるミキシングセルからの核種
の移行率の計算結果を図５に示す。両結果はよく
一致している。さらに，今回想定した解析体系に
おいて，円筒系座標を一次元直交座標系で近似で
きている。
　なお，TIGERコードの移行率（全核種合計）の
最大値は１７．７×１０2［Bq/y］，MESHNOTEコードで
は１８．２×１０2［Bq/y］であった。
（２）複数の崩壊系列核種を対象とした拡散支配問
題（検証問題４）

　（１）の4n+1系列に他の３つの崩壊系列を追加す
ることにより，核種の溶解度が分割される系の計
算を実施した。追加した３つの系列の核種に特有
なパラメータ設定以外の解析条件は４．２（１）（検証
問題３）と同じである。追加した３つの系列の核
種のパラメータ設定を表４及び表５に示す。
　本解析では，４つの崩壊系列を同時に計算して
いる。4n+1系列の両解析コードによるミキシング
セルからの核種の移行率の計算結果を図６に示
す。両結果はよく一致している。図５との比較に
おいて，U‐２３３の移行率は低下しており，Ｕの沈
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表１　検証問題３で設定した解析条件

TIGERコードMESHNOTEコード

Cm‐245→Pu‐241→Am‐241→Np‐237→U‐233→Th‐299対 象 崩 壊 系 列

―０．４１人工バリア領域の内側の半径 (m)

―１．１１人工バリア領域の外側の半径 (m)

―２．１４人 工 バ リ ア 領 域 の 高 さ (m)

５．５１―人工バリア領域の内側面積(m2)

１４．９３―人工バリア領域の外側面積(m2)

０．７０―人 工 バ リ ア 厚 さ (m)

４０分 割 数 ( - )

０．４１間 隙 率 ( - )

２，７００人 工 バ リ ア の 真 密 度(kg/m3)

０．００１ミ キ シ ン グ セ ル 流 量（m3/y）

表３　検証問題３で設定した核種の移行パラメータ

間隙水中の拡散係数
(m2/y)

収着分配係数
(m3/kg)

溶 解 度
(mol/m3)

元素

０．０３

１０２×１０-4Cm

１０３×１０-5Pu

１０２×１０-4Am

１２×１０-5Np

１８×１０-6U

１５×１０-3Th

表２　検証問題３で設定した核種の半減期及びイン
ベントリー

インベントリー (mol)半減期(y)核　　種

4n+1系列

７．２９×１０-3８．５０×１０3Cm-245

１．２３×１０-3１．４４×１０1Pu-241

１．８８×１０-1４．３２×１０2Am-241

３．７４２．１４×１０6Np-237

１．１７×１０-3１．５９×１０5U-233

２．５１×１０-6７．３４×１０3Th-229
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澱生成／再溶解の分配による影響が現れている。
今回の解析で対象としている崩壊系列において，
Npは4n+1系列のみで考慮されているため，図５と
図６の移行率は同じ値を示している。
　なお，TIGERコードの移行率（全核種合計）の
最大値は１２．７×１０2［Bq/y］，MESHNOTEコードで

は１２．１×１０2［Bq/y］であった。

４．３　MATRICSコードとの比較

　MATRICSコードの解析結果との比較により，天
然バリア領域の核種移行解析の検証を行なう。
MATRICSコードでは，単一の崩壊系列核種を対象
に，亀裂中の核種の移流・分散と線形収着を考慮
したマトリックスへの拡散が考慮されている。こ
れらの数学モデルをもとに数値逆Laplace変換法
を利用して天然バリア領域からの核種の移行率が
求められる7）。ここでは，MATRICSコードと天然
バリア領域からの核種の移行率の計算結果との比
較により，TIGERコードの崩壊系列，亀裂中の核
種の移流・分散，線形収着を考慮したマトリック
スへの拡散のモデル（検証問題５）について検証
を行なう。解析の対象をTRU廃棄物処分概念検討
書における天然バリア領域1）とする。
（１）解析対象とした体系
　亀裂長さを１００［m］，亀裂開口幅を４．５×１０－5

［m］，岩体マトリックスへの分子拡散深さを０．１
［m］とした体系を解析対象とした。
（２）対象核種と核種移行パラメータ
　対象核種は検証問題３と同じ4n+1系列である。
核種のパラメータ設定を表６にまとめる。解析対
象とした核種をTRU廃棄物処分概念の設定条件
で解析すると，その核種の移行率のピークが最大
でも１０－6［Bq/y］以下と小さな値となり，その値
自体の意味が薄れてくる。そのため亀裂内流速を
５０［m/y］と設定して解析を行なった。TIGERコー
ドでは，亀裂内やマトリックス内の核種の沈澱を
考慮することができるため，MATRICSコードとの
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表４　検証問題４で設定した核種の半減期及びイン
ベントリー

インベントリー［mol］半減期［ｙ］

4n+2系列

８．２９×１０-4４．７３×１０3Cm-246

１．１２×１０-2３．８７×１０5Pu-242

１．３１×１０1４．４７×１０9U-238

１．５０×１０-2２．４５×１０5U-234

５．３７×１０-5７．７０×１０4Th-230

２．６２×１０-7１．６０×１０3Ra-226

３．４８×１０-9２．２３×１０1Pb-210

4n+3系列

４．０１×１０-1７．３８×１０3Am-243

１．６０×１０-1２．４１×１０4Pu-239

１．４６×１０-1７．０４×１０8U-235

２．２３×１０-6３．２８×１０4Pa-231

１．４８×１０-9２．１８×１０1Ac-227

4n系列

１．７８×１０-1６．５４×１０3Pu-240

１．０５×１０-1２．３４×１０7U-236

６．５０×１０-6１．４１×１０10Th-232

表５　検証問題４で設定した核種の移行パラメータ

間隙水中の拡散
係数[m2/y]

収着分配係数
[m3/kg]

溶 解 度
[mol/m3]

０．０３

０．０１１×１０-9Ra

０．１２×１０-3Pb

1２×１０-5Pa

1２×１０-4Ac

図６　TIGERコードとMESHNOTEコードとの解
析結果との比較
（複数崩壊系列核種，検証問題４）
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比較のため，元素の溶解度を１０10［mol/m3］と非
常に大きな値に設定した。
（３）境界条件
　亀裂入り口において，核種の移行率を与えるも
のとする。検証問題３でTIGERコードで得られた
ミキシングセルからの核種の移行率を亀裂入り口
の境界条件として設定した。また，亀裂の出口に
ついては，核種の濃度が０［mol/m3］となるよう
に解析した。
（４）解析結果
　両解析コードによる天然バリアからの核種の移
行率の計算結果を図７に示す。１０5年以降の移行率
の立ち上がりにおいてTIGERコードの移行率が
若干高めになっているが，それ以降は非常によく
一致している。
　なお，TIGERコードの移行率（全核種合計）の
最大値は，２４．４［Bq/y］，MATRICSコードでは２３．８
［Bq/y］であった。

４．４　パラメータの時間的変化を考慮した解析

　核種の移行が拡散支配に限定されているが，
MESHNOTEコードも核種の移行パラメータ（溶

解度，ラングミュアー定数，間隙水中の拡散係数
及びミキシングセル流量）の時間変化を考慮する
ことができる。MESHNOTEコードとの比較によ
りパラメータの時間変化の機能について検証する
（検証問題６）。
（１）解析条件
　検証問題３を基本にして，核種移行パラメータ
の溶解度，収着分配係数（線形収着を想定するた
めラングミュアー定数のαを設定，βは０とする）
及び境界条件のミキシングセル流量が変化した場
合を想定する。4n系列において初期のインベント
リーが大きく，半減期の最も長いNp‐２３７について
は，１０5年以降に溶解度を１桁低下，収着分配係数
を１桁上昇及び間隙水中の拡散係数を１桁低下さ
せた解析を行った。間隙水中の拡散係数について
は，全核種を対象とした。解析対象期間は１０7年で
ある。
（２）解析結果
　溶解度，収着分配係数及び間隙水中の拡散係数
を時間変化させた解析結果を図８～１０に示す。
　核種移行パラメータを時間変化させたケースに
おいても図８～１０に示すようにTIGERコードと
MESHNOTEコードの結果は一致している。本解
析コードの特徴であるパラメータの時間変化の機
能も正しく解析している。
　以上のようにTIGERコードの数学モデルが解
析解や同等の機能を持つ数値解析コードによって
正しく解かれていることが検証された。

 

技
術
報
告

表６　検証問題５で設定した核種の移行パラメータ

マトリックス間隙
水中の係数［m2/y］

亀裂内間隙水中の
拡散係数［m2/y］

収着分配係数
[m3/kg]

元素

０．００５０．００５

５Cm

１Pu

５Am

１Np

１U

１Th

図７　TIGERコードとMATRICSコードとの解析
結果との比較
（単一崩壊系列核種，マトリックス拡散，検
証問題５）

図８　TIGERコードとMESHNOTEコードとの解
析結果との比較
（溶解度の時間変化，検証問題６）
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５．セメント系材料の時間的変遷を考慮したTRU

廃棄物の地層処分の解析

　TRU廃棄物の地層処分において，セメント系材
料の変遷を考慮して，核種移行パラメータを時間
変化させた解析結果を例示する。

５．１　解析方法

　TRU廃棄物処分概念検討書1）で検討された結晶
質岩での処分概念を想定し，核種のインベント
リーが最も大きな廃棄体グループ２（使用済み核
燃料を再処理する際に発生したせん断被覆管を圧
縮処理した廃棄物）を評価の対象とし，セメント
系材料の長期変遷にともなうセメント系充てん材
中での核種の溶解度，収着分配係数及び間隙水中
の拡散係数の時間的変化を考慮する。セメント系
材料の変遷は，Bradbury and Sarrot7）が定義したよ
うにRegion I～IIIに分けることができる。TRU廃

棄物処分概念検討書で示されている核種の溶解度
及び収着分配係数を用いる。間隙水中の拡散係数
については，TRU廃棄物処分概念検討書では，セ
メント系充てん材に核種の拡散移行遅延機能を想
定していないため，設定されていない。土木学会
のコンクリート標準示方書8）において，塩化物イオ
ンのみかけの拡散係数がコンクリートの水・セメ
ント比の関係で示されているため，これを参考に
設定する。その他に間隙率の時間変化も考慮した。
各々のRegionで設定されたセメント系充てん材
の間隙率，核種の溶解度，収着分配係数及び間隙
水中の拡散係数を表７にまとめる。
　また，各々のRegionの期間をTRU廃棄物処分概
念で検討されたように以下のように設定する。

Region I　　　Region II　　　Region III
～６，０００年　　　～４０，０００年　　４０，０００年以降

　TRU廃棄物処分概念検討書1）では，基本的な
ケース（ケース０）に廃棄体からのガス発生の影
響が考慮されている。しかしながら，ガスの発生
は核種の移行に影響しておらず1），ここでは評価を
簡略化するために考慮しないこととし，その他の
基本条件は，TRU廃棄物処分概念検討書で示され
たケース０と同じ設定とした。

５．２　解析結果

　パラメータの時間的変化を考慮しない場合と，
した場合の全線量の経時変化を図１１に示す。ミキ
シングセル外側及び天然バリア外側で得られた核
種の移行率に線量換算係数を乗ずることにより線
量に換算した。天然バリアの長さは１００［m］であ
る。
　パラメータの時間的変化を考慮しない場合の
ケースの結果は，TRU廃棄物処分概念検討書1）と
同じ結果となっていることを確認した。パラメー
タの時間的変化を考慮した，より現実的な評価で
は，ミキシングセル外側の線量がRegion I及びII
で大きく低減されている。ミキシングセル外側で
線量を支配している核種を調べるとSr‐90であっ
た。セメント系材料のSrに対する溶解度及び収着
分配係数は，時間依存がないものとしているので，
セメント系材料中の拡散による移行遅延が大きく
寄与している。セメント系材料がRegion IIIとなる
と，ほとんどの核種の収着分配係数は低下する。
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図１０　TIGERコードとMESHNOTEコードとの解
析結果との比較
（間隙水中の拡散係数の時間変化，検証問題
６）

図９　TIGERコードとMESHNOTEコードとの解
析結果との比較
（収着分配係数の時間変化，検証問題６）
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このためRegion IIが維持される４万年において，
線量の極大値が見られる。天然バリア外側になる
と，パラメータの時間的変化を考慮した場合とし
ない場合との最大線量値の差は縮まってくるが，
時間的変化を考慮した方が時間的変化を考慮しな
い場合に比べ３分の１程度の値となった。より現
実的にパラメータの時間的変化を考慮することに
より，ミキシングセル外側における線量は低減さ
れ，天然バリアに核種の移行の遅延を過度に期待
する必要が無くなるものと考えられる。
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表７　TRU廃棄物の地層処分の解析で設定したセメント系材料に対する核種の移行パラメータ

パラメータの時間的変化を考慮した場合
パラメータの時間的変化
を考慮しない場合ケース

Region ⅢRegion ⅡRegion Ⅰ保守的設定

２，５００［kg/m3］真密度

０．３５［－］０．１５［－］０．３５［－］間隙率

１．３×１０-1［m2/y］
（４．０×１０-9［m2/s］）

３．１×１０-4［m2/y］
（９．８×１０-12［m2/s］）＊

１．３×１０-1［m2/y］
（４．０×１０-9［m2/s］）

間隙水中の
拡散係数

収着分配係数
［m3/kg］

溶解度
［mol/m3］

収着分配係数
［m3/kg］

溶解度
［mol/m3］

収着分配係数
［m3/kg］

溶解度
［mol/m3］

収着分配係数
［m3/kg］

溶解度
［mol/m3］

５１×１０-2１７×１０-2０．００５７×１０-5０．００５１×１０-2C

０．０００１易溶性０．００１易溶性０．００１易溶性０．０００１易溶性Cl

０．０１２×１０-3０．１３×１０-2０．１２×１０-1０．０１２×１０-1Co

０．０１２×１０-3０．１３×１０-2０．１２×１０-1０．０１２×１０-1Ni

０．０００１２×１０-3０．００１２×１０-3０．００１２×１０-3０．０００１２×１０-3Se

０．００１１×１０-1０．００１１×１０-1０．００１１×１０-1０．００１１×１０-1Sr

０．１２×１０-4１４×１０-3１２×１０-2０．１２×１０-2Zr

０．１易溶性１易溶性１易溶性０．１易溶性Nb

０．０００１１×１０0０．００１１×１０0０．００１１×１０0０．０００１１×１０0Mo

０．１４×１０-5１４×１０-5１４×１０-5０．１４×１０-5Tc

０．０１７×１０-6０．１３×１０-5０．１３×１０-4０．０１３×１０-4Pd

０．１３×１００１４×１０2１５×１０2０．１５×１０2Sn

０．０００１易溶性０．００１易溶性０．００１易溶性０．０００１易溶性I

０．０１易溶性０．０１易溶性０．００１易溶性０．００１易溶性Cs

０．０５３×１０-1０．５易溶性０．５易溶性０．０５易溶性Pb

０．０５１×１０-3０．０５１×１０-3０．０５１×１０-3０．０５１×１０-3Ra

１４×１０-6１４×１０-6１３×１０-6１４×１０-6Ac

１８×１０-7５７×１０-7５６×１０-7１８×１０-7Th

１２×１０-5５２×１０-5５２×１０-5１２×１０-5Pa

１１×１０-5５１×１０-5５１×１０-5１１×１０-5U

１６×１０-6５５×１０-6５５×１０-6１６×１０-6Np

１１×１０-7５１×１０-7５１×１０-7１１×１０-7Pu

１９×１０-6１３×１０-6１２×１０-6１９×１０-6Am

１９×１０-6１３×１０-6１２×１０-6１９×１０-6Cm

＊：コンクリートの水・セメント比を０．３と仮定し，塩化物イオンのみかけの拡散係数（Da）を算出，間隙水中の拡散係数
（Dp）は，みかけの拡散係数と収着分配係数（α），間隙率（θ），真密度（ρ）で次式で表される。
Dp＝（θ＋α（１－θ）ρ）Da/θ

図１１　パラメータの時間変化を考慮したTRU廃
棄物（グループ２）の地層処分の解析例
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６．おわりに

　TIGERコードを開発したことにより，TRU廃棄
物処分の人工バリア材料の時間的変遷を考慮した
解析を行なうことが可能となった。これにより，
過度に保守的な仮定を排除しより現実的な評価を
行なうことができ，処分施設の設計の合理化への
寄与が期待される。
　なお，本解析コードは，C＋＋で開発されており，
フリーのGNU C Compiler9）によってコンパイルさ
れている。現バージョンはWindows用であるが，
GNU C Compilerは様々なプラットフォームの計
算機でも用意されており，他の計算機への移植も
容易に行なえることが期待される。本報の計算は，
Windows XP Pentium4 2GHzの計算機で実施し，
例えば，５章のTRU廃棄物グループ２の解析は，
約１５分で実施することができた。

７．謝辞

　本解析コード（TIGER）は，核燃料サイクル開
発機構から日揮株式会社への委託研究によって開
発され，その後，コードの機能が拡張されたもの
である。開発に携わった英国のQuantiSic社及び
Quintessa社の関係各位に感謝を申し上げる次第
である。
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１．はじめに

　核燃料サイクル開発機構東海事業所（以下「サ
イクル機構東海」という）では，ウラン資源を有

効利用するため，使用済み燃料の再処理とその技
術開発，プルトニウム燃料の開発や製造技術開発，
放射性廃棄物の処理・処分技術の開発などの研究
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告Development of Monitoring Method of the Secular Change Trends in the Buildings of

Nuclear Fuel Facilities in JNC Tokai Works.

Hiroyuki SATOKO　　Mitsuru URYU　　Nobuharu ISHIGURO　　Miyuki OTAKI

Construction and Maintenance Division, Tokai Works

　　サイクル機構東海事業所の再処理工場，プルトニウム燃料工場等の核燃料施設は，竣工後30年以上運用され

ている。これらの施設の建物は海岸の近傍に建設されており，塩害等の経年変化が懸念される。このため，これ

ら建物の経年変化傾向を評価する必要性がある。一方，この経年変化診断手法については，近年整備されつつある。

　本稿では，開発したコンクリート構造物の強度及び鉄筋腐食度の測定方法，評価方法の概要を報告するととも

に，モニタリング測定部とその効果を示す。また，東海事業所内建物の経年変化調査結果の概要についても，コ

ンクリート構造物の寿命評価の実例を含めて報告する。

　なお，経年変化調査の結果，調査した建物の力学性能に影響を与えるような劣化は認められなかった。

　Some of Japan Nuclear Cycle Development Institute （JNC） Tokai Works' nuclear facilities, such as the Tokai Reproc-
essing Plant and the Tokai Plutonium Fuel Plant, have been operating for more than 30 years since their construction. 
These facilities are situated near the coast and there is concern that secular changes caused by the briny air etc. might 
affect the buildings.
　Therefore, it is necessary to estimate tendencies of secular changes in these buildings.Therefore, methods were devel-
oped for monitoring the tendencies of secular changes in buildings.
　This report describes the development of the monitoring methods, the estimation of the concrete structure strength 
and the ferro concrete corrosion of Tokai Works' buildings. Particularly, this report is illustrated by drawings of the 
measurement station and effective merit.
　This report outlines the monitoring results of the secular changes, including the example of the life evolution on the 
concrete structure, in some of Tokai Works' buildings.
　Results show that there is no degradation on the monitored buildings to affect dynamics strength.

キーワード

核燃料施設，コンクリート構造物，経年変化，耐久性，鉄筋腐食度，塩害，測定と評価方法，診断手法

Nuclear Fuel Facility, Concrete Structure, Secular Change, Durability, Ferro Concrete,Damage by Briny Air, Function 
of the Estimating and the Monitoring Method,Monitoring Method of the Tendency
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価手法とモニタリング手法の開発
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開発業務を進めている。１９５７年６月，原子燃料公
社東海製錬所設置以来，プルトニウム燃料施設，
再処理工場等の各種施設が建設され現在も稼動し
ている。
　これらの施設建物（プルトニウム燃料施設約５０
棟，再処理工場約４０棟，その他RI・使用施設約３０
棟）は，海岸近傍に隣接するため塩害等による経
年変化が懸念される。
　このため，これらの施設建物（�体）の経年変
化調査から，その傾向を評価するとともに，診断
技術の整備と対策を講じることにより，建物の機
能維持と施設の安定な運転を図ることとしている。
　ここでは，東海事業所構内に建設された核燃料
施設建物の経年変化調査結果の概要，経年変化評
価手法及び建物モニタリング手法について報告す
る。

１．１　一般環境

　サイクル機構東海の敷地は，敷地境界から約１０
メートル北側には新川が流れ，東側は石炭火力発
電所と一部海岸に接し，南側に水戸射爆場跡地と
接している。また，西側一帯は田畑が広がってい
る。敷地面積は約１１０万平方メートル（２００２年現在）

で再処理施設は平坦地に，プルトニウム燃料施設
及びウラン濃縮施設は再処理施設より丘陵地（標
高３０メートル）に位置している。図１に施設建物
経年変化データベースで構築し登録した東海事業
所の施設配置図（Web画面）を示す。図中には，
調査対象施設建物の実施の有無が各センターごと
のそれぞれの色で濃く塗りつぶして表記してある。

２．経年変化調査

　施設建物の経年変化調査は，原則として屋外か
らアクセスできる躯体外壁部を対象に行う。その
施設建物の評価項目は，構造体強度に直接影響を
与える躯体コンクリート強度，躯体鉄筋の健全性
評価に必要なコンクリートの中性化深さやコンク
リート中の塩分含有量などである。

２．１　施設建物の選定

　調査対象施設建物を選定するにあたっては，当
該施設の特殊性を考慮し調査対象施設の優先度を
明確にするため，耐震重要度分類，放射性物質の
取扱いレベル，竣工経過期間，立地環境の程度
（施設区分，種類，財産上の重要度），今後の運用
予定期間を点数化積算し，その総合点数に応じて，
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図１　東海事業所施設配置図
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評価を行い調査対象を決定した。点数化の詳細は
参考文献3）に示すが，評価項目ごとの点数の配分は
図２，調査対象建物の選定基準は表１‐１に示すと
おりである。今回調査対象とした建物は原則６０点
以上の施設建物を選定した（表１‐２参照）。
　その結果，２００３年度までに調査した施設建物数

は再処理施設関連３２施設，プルトニウム燃料施設
関連７施設，ウラン施設関連７施設，その他の施
設：１３施設である。

２．２　調査方法

（１）�体コンクリート強度の測定
　�体コンクリート強度の測定は，「コンクリー
トからのコア及びはつりの切取り方法及び強度試
験方法」（JIS A 1107） 4）により，�体外壁面からコ
ンクリートコアを採取し，圧縮強度を測定する方
法で行った。「コンクリートの強度推定のための非
破壊試験方法マニュアル」（日本建築学会） 5）におけ
るシュミットハンマ法に準じた強度測定も行った
（３．１参照）。
（２）躯体鉄筋の健全性（腐食）状況調査
　鉄筋調査は調査箇所のコンクリートを鉄筋が露
出するまで部分的にはつり，目視観察により腐食
状況を調査した。また，実測かぶり厚さは同時に
縦筋あるいは横筋のうち，かぶり厚さの小さい方
を実測かぶり厚さとして測定した。さらに，コン
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図２　経年変化調査対象施設選定の建物評価項目

表１‐２　施設選考基準リストの例（１９９２年版：再処理編）

表１‐１　経年変化調査対象建物の選定基準

優 先 度 評 価評価点
評価
ランク

経年変化調査対象建物とする。９０点以上AA

経年変化調査対象建物とするが，経過
期間が５年以内の建物は除く。

８０～８９点Ａ

経過期間が１５年以上で耐震重要度分類
がＡ，BSまたはＢクラスの施設建物を
対象建物とする。

６０～７９点BB

次回選考の対象施設建物とする。４０～５９点Ｂ

次々回の選考対象施設建物とする。２０～３９点CC

対象外施設建物とする。１９点以下Ｃ
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クリート中の鉄筋については，コンクリート中で
鉄筋が維持している電位を測定（自然電位法＊）し
腐食状態を推定した。
（３）コンクリートの中性化深さの測定
　この測定は，圧縮強度試験終了後のコアを割裂
するなどして調査箇所全体にフェノールフタレイ
ン１％溶液を噴霧し，ノギスを用いて中性化深さ
（赤色の境界線から表面までの深さ）を測定する。
なお，中性化深さはばらつきを考慮するため，１調
査箇所あたり５点以上測定し，その平均値を代表
値とした（表２参照）。
（４）コンクリート中の含有塩分量測定
　調査箇所のコンクリートを小径コアドリル等を
用いてコンクリート粉末試料を採取した。コンク
リート粉末中の全塩分物量及び可溶性塩化物量
は，硬化コンクリート中に含まれる塩分の分析方
法6）により測定した。
　なお，試料は，表層５mm剥離した後，深さ６
cmまで２cmごとに粉末試料を採取し，コンク
リート内部への拡散の程度と鉄筋腐食との相関性

などを調査した。

２．３　調査結果

（１）調査結果概要3）

　調査したすべての建物の�体コンクリート，鉄
筋とも，表３東海事業所施設の経年化評価一覧表
に示すとおり，構造体コア強度（実力値）と設計
基準強度の比，鉄筋腐食度，鉄筋位置での塩化物
量の値からもわかるように健全であり，�体コン
クリートの損傷も少ない。また，中性化及び塩化
物の浸入も少ない。
　図３は東海事業所施設建物において調査したコ
ンクリートコア強度の平均値を経過年ごとにプ
ロットしたデータである。また，核燃料施設の区分
として再処理施設，プルトニウム燃料施設及びそ
の他の施設の３区分に分け，濃縮施設・RI施設は
その他の区分に分類した。グラフより得られたデー
タすべてが標準的な設計基準強度値を上回ってお
り，施設建物によっては２倍強のデータもある。
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＊自然電位法は，はつりにより露出した鉄筋と電位差計の端子を接続させ，コンクリート表面に照合電極を当て高入力抵抗電圧計により照合電
極と鉄筋との間の電位差を測定する方法である。なお，測定電圧は飽和硫酸銅電極による電位（CSE）に換算し，測定範囲は幅１m×高さ１
m程度とした。なお，測定時には十分に測定面（コンクリート表面）を湿潤させてから行った。

表２　現地における主な調査手法

鉄筋のかぶり厚さ測定，配筋状態の調査
塩分含有量測定のための

小径ドリルによるはつり粉採取法
中性化深さ測定のための小径ドリル法

（削り粉法）
中性化深さ測定のためのはつり法

　電磁波法（レーダー法）：コンクリート内部に向け
て電磁波をパルスで放射し，コンクリート内部にコ
ンクリートと誘導率の異なるものがあるとその境界
で電磁波が反射し，反射パルス信号を受信する。
　この時の電波速度から配筋状態，かぶり厚さ，鉄
筋径の測定を推定する。

（例　RCレーダー：日本無線㈱など）

この他に，以下に示す電磁誘導式の手法もある。

　コア採取法と同様にかぶり厚さや鉄筋間隔をチェック
し，採取位置の確定後，φ10～20程度の小径ドリルでは
つり粉（削り粉）を採取する。
　尚，表層から定ピッチで採取する場合は，削孔ごとの
はつり粉が混ざらない様，十分に穴を掃除してから次の
削孔にとりかかる。
　また，これらの試料は骨材の影響によるバラツキを考
慮して，調査箇所あたり近接する５点以上を削孔して１
試料とする。

　最近では，試料吸引穴が空けられている特殊ピット，
試料捕集器，穿孔深さ調整用ストッパー，吸引掃除機が
組み合わされたドリルが市販されている。
【参考文献】
　日本建築学会：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造建築物の耐久性調査・診
断及び補修指針（案）・同解説，など

　はつり法と同様に配筋状態かぶり厚さを
チェックし，鉄筋に干渉しないようコンク
リート表面を垂直にドリルを用いて削孔す
る。この時に他の作業員がフェノール・フ
タレイン溶液をしみ込ませた吸取り紙（ろ
紙）を削り粉が落下する位置にセットし，
削孔開始と同時に，削り粉が同じ位置に落
ちないよう常に吸取り紙を動かす。
　落下したコンクリート削り粉が，吸取り
紙に触れて赤色に変色した時に直ちに削孔
をやめ，その時の深さをノギスのデプス
バーと本尺の先端を用いて孔の深さを測定
する。
　骨材の影響等のばらつきを考慮して，調
査箇所につき５点以上測定し平均を求め調
査位置での中性化深さとする。

【参考文献】
　建設省総合開発プロジェクト「コンク
リートの耐久性向上技術の開発」報告書（第
一編），など

　鉄筋探査機等により調査位置の配筋状
態，かぶり厚さをチェックし，鉄筋の縦筋
と横筋とが交差している部位をねらい，ド
リル等を用いて鉄筋をはつり出す。
　鉄筋の腐食状態等を確認したのち,中性
化判定液（フェノール・フタレイン溶液）
をコンクリートはつり部に吹きかけ，赤色
（未中性化）に変色した部分の表面から深さ
をスケール等により5点以上測定し，それ
らの平均を求め調査位置での中性化深さと
する。

【参考文献】
　日本建築学会：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造建築物の耐
久性調査・診断及び補修指針（案）・同解
説，など
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（２）コンクリートの経年変化シミュレーション3）

　コンクリート構造物（�体）の耐久性の低下を
引き起こす主な要因としては，中性化及び塩分浸
透がある。中性化が外壁の鉄筋位置まで達する期
間を，進行速度の予測式により評価した結果，中
性化が鉄筋位置までに達する期間は各年代の施設
平均かぶり厚さと中性化速度及び速度式の関係か
ら竣工後５０年以上の経過年があることがわかった
（図４参照）。
　また，塩分がコンクリート内に浸入していくこ
とにより生じる鉄筋腐食も，その腐食速度に着目

し，塩化物量が有害な値に達するまでの進行速度
予測式3）により評価した。その結果，将来（竣工後
５０年程度3））にわたって鉄筋位置で塩化物量が腐食
限界値となる可能性はかなり低いことが分かった。

２．４　まとめ

　これまでの調査結果と経年変化シミュレーショ
ン結果から，調査したサイクル機構東海の核燃料
施設建物については，以下のようにまとめられる。
（１）経年化に伴って進行すると考えられるコンク
リート中性化や塩分浸透による鉄筋の発錆程度
について，実測したコンクリートコア強度値及
び鉄筋発錆程度から，現状において躯体の健全
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表３　東海事業所施設の経年化評価一覧表（２０００年１月現在）

各施設の平均
かぶり厚さ

鉄筋位置での
塩 化 物 量

中 性 化 速 度※2鉄筋腐食度※1

グレード分類

構 造 体 コ ア 強 度
（ 実 力 値 ）と
設計基準強度の比

竣工年代評価項目

平均６．４５㎝平均０．００４％平均０．０９９グレードⅠ以下平均２．１４６０年代

再 処 理 施 設
平均５．４６㎝平均０．０１５％平均０．１７１グレードⅡ以下平均１．４９７０年代

平均６．９６㎝平均０．００７％平均０．０７７グレードⅡ以下平均１．６５８０年代

平均７．７３㎝平均０．００２％平均０．０７７グレードⅠ以下平均１．５２９０年代

平均５．０５㎝平均０．０１９％平均０．０５９グレードⅠ以下平均１．８１６０年代
プ ル ト ニ ウ ム
燃 料 施 設

平均９．１㎝平均０．００８％平均０．１５９グレードⅠ以下平均１．２５７０年代

平均６．１３㎝平均０．００４％平均０．０７７グレードⅠ以下平均１．９４８０年代

平均５．４８㎝平均０．００２％平均０．０６５グレードⅠ以下平均１．８５５０年代

濃縮・ユーティ
リ テ ィ ・
そ の 他 の 施 設

平均５．９㎝平均０．００５％平均０．０３６グレードⅡ以下平均２．０９６０年代

平均６．３３㎝平均０．０２７％平均０．２０５グレードⅠ以下平均１．４１７０年代

平均５．１８㎝平均０．００３％平均０．０６８グレードⅠ以下平均１．９０８０年代

平均４．９㎝平均０．００４％基準点数以下※3基準点数以下※3基準点数以下※3９０年代

３㎝以上０．０５２％以下０．４以下グレードⅡ以下１以上評　　価　　値

※１：日本建築学会グレード分類「鉄筋コンクリート造建築物の耐久性・診断および補修指針（案）・同解説p４４　３．４詳細診
断　表３．１鉄筋腐食度評価基準（グレードⅠ～Ⅴ）」参考

※２：C＝A√t 
 C  ： 中性化深さ
 t  ：時間
 A  ： 中性化速度

※３：基準点数以下とは，表１‐１により選考対象施設建物評価基準点数以下を表す。

図３　東海事業所：竣工経過年数と施設平均コア強
度の関係

（調査施設：４７施設　２００２年６月現在）

図４　寿命評価曲線の例（２００２年２月現在）
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性の低下は認められなかった。また，シミュレー
ション予測から，竣工後５０年程度までは躯体の
健全性が保たれることが推測された。

（２）経年化した核燃料施設建物の健全性の維持
は，上記（１）に示すとおり，コンクリート及び
鉄筋が健全であることから，当面は４．１日常的モ
ニタリング手法で述べる日常的な点検や定期点
検，外装の定期改修など現状の補修技術により
確保可能である。

３．建物経年変化（劣化）傾向の評価手法の開発

　コンクリート構造物の耐久性を詳細に診断する
には，コンクリートコアの採取やはつり等の破壊
試験に加え，現地調査後の補修等の処置も必要で
ある。その頻度が増えれば費用もかさむこととなる。
　そのため，経済性と評価手法の信頼性向上を図
る観点から各種の建物経年変化傾向評価手法を検
討した。

３．１　�体コンクリート強度の測定と評価手法

　�体コンクリート強度の測定については，２．２
（１）で述べたとおり，コンクリートコアを採取し圧
縮強度を測定することが一般的である。通常一般
建物の場合は，建物の各面から１箇所から３箇所
程度コアを採取して評価を行うことが多い。
　核燃料施設の場合，耐震壁や放射能の閉じ込め
機能の維持などの制限から安易にコアを採取でき
ないことがある。このため，非破壊測定法である
シュミットハンマ法5）で得られる測定結果と同一
箇所のコア強度との関係から，施設ごとの�体強
度推定式を求める手法を新規に開発した。
　以下に，プルトニウム燃料開発施設の例を示す。
　図５‐１は，旧東京都建築材料検査所※（以下「旧
都材検」と示す）の式より求めたプルトニウム燃
料施設の推定強度とコア強度の関係を示してい
る。推定式の妥当性検討として，この旧都材検の
式のほかに建築学会及び材料学会の式を用いて検
定した結果，旧都材検の式が最も適合性の良い式
となったため，比較評価として例示した。この散
布図より求まる相関は負の相関（y＝－０．１７４５x）
であり，図中には，等値線と等値線より±
５０kgf/cm2の補助線を併記した。旧都材検の式の
適合性についての詳細は参考文献3）に示す。また，

目安値として設けた補助線ではさまれた範囲（領
域）を外れる（等値線に対して±５０kgf/cm2以上）
部分をＡ ��領域，Ｂ ��領域とした。これらのコンク
リート強度と推定値とのばらつきを考慮するた
め，施設ごとにコア採取した位置の反発度から既
存の強度推定式を用いて求めた推定強度と，コア
強度の差の２乗検定を行い，適合性の良い推定式
を選定した（ここで言う“適合性の良い”とは２
乗検定での差の小さいものをいう）。この場合，領
域Ｂ ��の部分は狭くなるが，実際に測定したコア強
度値よりかなり大きな値となる。また，領域Ａ ��の
部分は等値線には近づかない。このことは，推定
値が常に過大に評価されることになる。
　このため，さらに良い補正方法として，まず，
適合性の良い強度推定式中にコア圧縮強度Fcと
反発度Rの実測値を代入し定数項（切片）を決定
する。この補正方法を用いて，プルトニウム燃料
施設のそれぞれの施設建物ごとに行い図６のフ
ローチャートで示す方法でプロットした図が図
５‐２である。図５‐２は各次調査対象施設の全
データを集計し，反発度とコア強度の関係から今
回開発した式を用いてプロットしたデータである。
 （a） Fc＝１０R－１１０（旧建材検の式）
 （b） Fc＝７．３R＋１００（日本建築学会の式）
 （c） Fc＝１３R－１８４（日本材料学会の式）
 Fc ： 推定圧縮強度（kgf/cm2）
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※シュミットハンマ法では，�体コンクリートの表面反発度から，下式に示す既往の推定式を参考に建物ごとの固有の補正式を定めて�体強度を
測定する方法がとられる。一般的には以下の３つの式が通常多く利用されている5）。

図５‐１　プルトニウム燃料施設：コア強度と旧都材
検の式より求めた推定圧縮強度の関係

（２００２年６月現在）
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 R ： シュミットハンマの反発度
　開発した各施設の強度推定式は，要求されたコ
ンクリート性能が同一と思われる部位（�体外壁
部）に対しては十分に対応できる。なお，施設建
物ごとの強度推定式の検定方法，補正方法につい
ては，図６に施設固有の強度推定式の決定までの
手順のフローを示す。
　図５‐２は図５‐１より見かけ上コア強度と推定
強度の適合性は良くなるが，あくまでもコア採取
した位置のコア強度と反発度から求めたプロット
データであり，それらの補正した式がコンクリー
ト構造物１施設全体の各種部位をカバーしている
わけではないことに注意する必要がある。
　図７はプルトニウム燃料施設のコンクリートコ
ア圧縮強度補正式（実線）と他の推定式を示し，
図中の表は各推定式の適合度を示したものである。

３．２　経年変化のデータ採取法：小径ドリル法

　コンクリート中性化深さ測定やコンクリート塩
分含有量測定のためには，コンクリートコアの採
取やコンクリートをはつる方法が一般的である。
　しかし，更に簡便に行う方法として，小径ドリ
ルを用いた中性化深さ測定方法（表２参照）につ
いてはつり法と比較検討した。図８は中性化測定
方法として一般的に用いられるはつりによって求
めた５点計測平均値と小径ドリルはつり粉採取法
１７点平均値の関係を示すグラフである。最小２乗
法による近似曲線が等値線の傾きに近い値（相関

係数０．９１６６）であり，良い適合性があると言える。
また，中性化深さのばらつきと測定位置のばらつ
きを考慮しても適合性がよい。
　従って，コンクリート中性化深さ測定として，
「小径ドリルはつり粉採取法」（表２参照）が有効
な調査手法であると判断した。
　さらに，「コンクリート塩分含有量測定のための
小径ドリルはつり粉採取法」（表２参照）も同様の
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図５‐２　プルトニウム燃料施設：コア強度と補正
式より求めた推定圧縮強度の関係 

（２００２年６月現在）

図６　施設固有の強度推定式決定までのフロー

図７　プルトニウム燃料施設の強度推定式の検定
（２００２年６月現在）
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傾向が見られたことから有効な調査手法であると
判断できる3）。
　現在，この方法により，現地での核燃料施設建
物の経年変化調査としてのデータを採取している。

３．３　外部機関の測定評価手法

　施設建物に対する経年変化評価手法の標準化に
ついては，民間規格から統一的な規格への移行が
進んでいる。以下にその主な規格を示す。
・コンクリート圧縮強度を非破壊方法にて測定す
るためのコンクリートの反発強度の測定方法
（JIS A 1155:2003）
・コンクリートの中性化深さ測定に用いる試薬や
測定方法，計算方法等に関する方法（JIS A 
1152:2002）

・硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの
試験に用いる分析方法や試料の取扱い等に関す
る方法（JIS A 1154:2003）

　今回実施してきた経年変化対応策では，国内外
の各種文献を用いて調査手法等の比較評価（妥当
性や経済性等の検討）から，手法を選定し調査を
実施してきたが，今後の核燃料施設建物経年変化
調査においては，これらの整備した手法や注意点
等を参考にJIS規格で定められた統一的な手法で
データを採取することにより，信頼性の高い統一
的な評価を行うことが可能になると考えられる。

４．建物モニタリング手法の開発

　核燃料施設は，補修・改修等の施設維持管理に

加え，長寿命化対策や合理的な再利用化対策を検
討するためには，核燃料施設に対する建物モニタ
リングが必要となる。そのための日常的なモニタ
リング手法の整備やモニタリングのための非破壊
的手法を開発した。

４．１　日常的モニタリング手法

　日常的なモニタリングを行うための手法とし
て，核燃料施設を対象に専門的知識を必要としな
い統一的手法を，今回新規に作成した。測定器具
を用いない目視調査のみのチェックリストや，定
量的な経年変化量を記録する保全シートで経年変
化状況を集計概括する方法がある。また，ひび割
れや外装材劣化等の程度や面積を定量的に把握す
るため，テストハンマや巻尺，クラックスケール
等を用いて単位面積あたりの劣化度を計測する方
法がある。それらの手法のうち，外壁を対象にし
た保全シートの例を表４に示す。なお，保全シー
トには外壁用以外に，屋上用（陸屋根，勾配屋根）
があり，本シートの運用開始前には建物を管理す
る保全担当者を対象に説明会を実施し，事業所各
施設において定期的に点検が実施されている。
　このほかに，経年変化対応のためのデータベー
スとして東海事業所施設建物５９施設の劣化写真を
含む経年調査データと評価結果，中長期保全計画
策定のための日常的点検手法とフォーマットなど
を収納したデータベースを活用することにより体
系的にモニタリングから保全計画策定までができ
る（図９参照）。

４．２　非破壊的手法

　非破壊的なモニタリング手法には日常的な点検
手法で述べた目視調査やテストハンマなどを用い
る方法もあるが，より定量的にかつ簡便に計測で
きる手法を開発したので本稿で紹介する。
（１）鉄筋腐食度モニタリング（新規開発）
　内部鉄筋の腐食状況を調べる方法には，一般的
に用いられている，鉄筋が維持している自然電位
の変化を随時測定して鉄筋の腐食状態を推定する
方法がある。この測定を継続的に容易に行えるよ
うにするため，電位測定部のプラグ－キャップ構
造（測定検出端子機構）を開発した。電位測定時
には�体表面にとりつけたキャップをはずし，セ
ンサーを電位測定口のフェルトを介して，一方の
導通端子に接続させて測定を行う（図１０‐１，１０‐２
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図８　再処理施設中性化深さ測定方法の検定
（２００２年６月現在）
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図９　Web対応東海事業所施設建物経年変化情報データベース画面例　トレンド写真インデックス

表４　外壁保全シート

点検者氏名：所管： 点検年月日：建物名：

記　　入　　方　　法
東 ・ 西 ・ 南 ・ 北面

評　　価　　項　　目
処　置劣　　化　　状　　況判　定

　まず，劣化症状が認められるか，認められないかを評価項
目ごとに判定する。該当するものがない場合は：－とする。
次に劣化症状が認められる場合は，そのおよその範囲，程度
を範囲記号として，点検部位，上段の欄に記入する。
な：なし　　１：１割未満　　２：１割～２割未満
３：３割以上

　更に，その個々の大きさを距離の程度を表す距離記号とし
て点検部位下段の欄に記入する。
接：肉眼で接近しないとわからない。
近：１～２m程度に近づかないとわからない。
遠：５～６m離れても，肉眼ではっきりわかる。

　又，外装材のチョーキングについては，指触によりその付
着の有無を判定する。
無：粉体がつかない　　有：粉体がつく

　漏水についてはさび汁を伴うか，伴わないかを距離記号の
かわりに記入する。
錆：さび汁を伴っている漏水

　劣化症状が認められ，その各種劣化症状に対して，単一的
又は複数的にどのように処置するかを処置欄に記入する。
○経 ：経過観察　　○清 ：清掃　　　　○応 ：応急処置
○部 ：部分補修　　○全 ：全面補修　　○改 ：改良・改修
○交 ：交換　　　　○強 ：補強　　　　○詳 ：詳細調査

　尚，処置の方法は建物の用途の途中の違いからPA上の重要
施設と一般事務管理施設，倉庫等とでは，その対応する要求
度も違うため，建物を所管する各課室の判断により，実状に
あった処置の方法とする。

【用語の解説】
附属金属部材等：屋外階段，タラップ，樋，手摺，パラペッ

ト・笠木の外壁部，側溝蓋，外部配管類，
サポート類

構造的ひび割れ：肉眼ではっきり見えるはり，柱，体力壁の
せん断又は，斜めのひび割れ，鉄筋さびに
よるコンクリートの膨張ひび割れ，外壁に
数えきれない程あるひび割れ

汚れ，カビ，さび汚れ，エフロレッセン
ス（白色折出物）が認められるか。

汚　

れ

ひび割れ（パネル材の割れも含む）が認
められるか。

割　

れ

浮き，ふくれ，はく落（パネル材にあっ
ては，欠けも含む）が認められるか。

浮　

き

外装材のチョーキング（粉化）が認めら
れるか。

チ
ョ
ー

キ
ン
グ

鉄骨材・鉄筋の錆が認められるか。
腐
食
・
錆

付属金属部材等の腐食（錆・塗装劣化含
む）が認められるか。

収縮・誘発目地，窓，扉の開口部，パネル材
等の取合部等のシーリング材の劣化（割
れ，破断，変形，硬化）が認められるか。

シ
ー
リ

ン
グ
材

の
劣
化

漏水または漏水跡が認められるか。漏　

水

はり，柱等の変形，たわみ，構造的（せ
ん断や鉄筋膨張等による）ひび割れが認
められるか。

変　
　
　
　

形

付属金属部材等の変形，ガタツキが認め
られるか。

開口部，建具（シャッター含む）の変
形，ガタツキが認められるか。

構造上問題
となるひび
割れ

�
�
�
�

�
�
�
�
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参照）。鉄筋の配筋状態は，表２に示すような各種
の探査機器を用いて鉄筋位置を把握する。
　なお，本モニタリング法には，以下のメリット
がある。
・�体コンクリートを破壊することなく，内部の
鉄筋腐食状況の測定点を一度に多くとることが
できる。これにより，コンターマップ（等高線
マップ等のグラフ化）として把握でき，経年観
察がビジュアル的に判断することが可能となる。
・プラグ位置を定点とした追跡（変動）調査が容
易に行うことができる。

・断続的なモニタリングが可能となり鉄筋防錆処
置等の補修時期の設定が適切にできる。

・経年調査ごとに発生するコンクリートのはつり
作業等の破壊行為がなくなり，調査費用も低減
できる。

等である。
（２）外装材モニタリング（新規開発）
　外壁改修工事は，一般的には１０年を基準値とし
て改修等の修繕行為を計画するが，外装材の寿命
は環境条件や外装材の材質の程度，設置条件に

よって寿命に差が出るため，この劣化の要因とパ
ラメータをできるだけ正確に算定できれば，外装
材の実耐用年数を決定することができ，改修周期
を個別に決められ改修計画等の最適化が可能とな
る。
　そこで，核燃料施設建物の外壁改修時に，外装
材の経年劣化を把握するために行う調査や試験を
簡便に行うためのモニタリング試験体（外装材テ
ストピース）を今回新規に，既存の外壁面に数箇
所設置した（図１１‐１，１１‐２参照）。試験体の製作
に当たり，配慮した主な点を以下に示す。
・材料及び形状
　改修施工法と同じ要領で試験体を製作するこ
とはもちろんのこと，製作直後の乾燥収縮によ
る減厚を考慮し，設置する既存の外壁面におい
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図１０‐１　躯体（外壁）に設置した電位測定口及び導
通端子の状況図

図１０‐２　鉄筋腐食モニタリング概念図

図１１‐１　外装材モニタリング試験体設置状況写真
（分離精製工場）

図１１‐２　外装材モニタリング概念図
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て試験体の凹凸が目立たぬよう改修後の厚さと
同一になるように製作した。

・試験体着脱方法
　設置した試験体を経年後，各種物性試験のた
め取り外す際に，試験体の減肉または破断が生
じないよう離型処理を行ったアクリル板等の上
に外装材をふき，硬化後，試験体を１枚ごと外
壁にプラグ止めした。

・設置位置
　既存の外壁に試験体を設置するため，外壁の
防水性能等を損なうことのないよう十分なシー
リング処理を行い，また，雨が地面より跳ね返
らぬ位置，立地環境のきびしくなる東面（海塩
粒子の飛来）に設置した。

　また，改修施工表面のパターンが凸凹状である
事から，任意の時期に色差及び光沢度を測定でき
るよう平滑面（表面劣化簡易測定面）を設けた。

　以上，本外装材モニタリング試験体により，改
修期の外装材を破壊採取することなく，経年変化
測定を実施することができる。
（３）評価と考察
　建物モニタリングにより正確に経年劣化を評価
するためには，保全担当者の主観によらず，かつ
データ採取時における測定値のバラツキが生じな
いことが必要である。今回開発した２種類のモニ
タリング手法によるデータ（鉄筋腐食電位により
測定されるデータと外装材改修時期決定データ）
を用いることにより，建物の健全性を複合的に評

価することができる。また，施設建物の保全計画
も適切に評価できることが判った。
　開発した鉄筋腐食度モニタリング方法は，建築
中の建家において直接鉄筋に配線することも可能
であり，広範囲な壁面積でも対応できる。同様に，
外装材モニタリングも新築時からの対応も可能で
あり，適切な評価がなされれば外壁改修周期の適
正化や延命化を考える場合，寿命予測や劣化傾向
の把握から改修費用の削減も期待できる。
　図１２に施設建物中長期保全計画策定までの主な
流れと本対応策で確立した評価手法／計画策定手
法の関係を示す。確立した各種の評価手法に基づ
く中長期保全計画の策定から，確実に修繕行為が
なされれば，施設建物の長寿命化が可能となり，
施設の安定的な稼動と有効的な運用が図られるこ
とになる。

５．まとめ

　核燃料施設建物の高経年化への対応を行うため
に，１９９１年度から実施してきた各種の現地調査評
価，非破壊試験を中心とした各種の耐久性評価手
法の測定精度の評価，鉄筋及び外装材のモニタリ
ング方法の開発などを行った。
　その結果，東海事業所核燃料施設地上躯体外壁
部の経年変化がほとんど進行していないこと，評
価手法では，シュミットハンマ法による各施設建
物固有の強度推定式の決定から推定強度値の算出
方法，小径ドリルを用いた中性化深さ測定時の注
意点，中性化深さの代表値をまとめた。

技
術
報
告

図１２　施設建物中長期保全計画策定までの流れと確立した評価手法／計画策定手法の関係
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　これとともに，４．２（３）評価と考察で述べたが，
経年変化調査結果に基づく中長期保全計画策定ま
での考え方を整備し，経年データと評価結果及び
保全シートのフォーマット化などのデータベース
（画像データ約４，０００件）の構築を終えた。このこ
とにより，施設建物の中長期保全計画策定のため
のデータとして利用がスムーズになった。
　今後，中長期保全計画策定などのために行う建
物調査は，非破壊試験を中心に行うことになる。
非破壊試験の信頼性や精度を向上させる方策とし
ては，例えば躯体強度推定（コンクリート強度推
定式）の精度を上げるために，補正のための反発
度（表面硬度）と対のコア圧縮強度試験値が多い
ほど望ましい。しかし，現状では既存施設からコ
ア採取を容易に行うことはできないため，対象と
するコンクリート（材料）がどんな品質で管理施
工されていたかなどの試験記録や設計・施工情報
を設計終了時や竣工時に施設建物維持保全活動上
必要な記録として保管分類，保存管理を徹底する
とともに，上記の記録や保全活動記録などを良く
調べてから，コンクリート強度等の耐久性評価（試
験）を行うことが有効と考えられる。

６．おわりに

　これまでに示した活動により，核燃料施設建物
の経年変化対応の仕組みは確立でき，核燃料施設
建物の経年変化調査結果から，現状の保全活動を
継続していけば，長期間の使用を仮定しても，設
計時に期待した性能（健全性）は十分確保される
見通しを得た。

　今後，施設を管理運用していくために，日常的
点検等を確実に実施し中長期保全計画を策定する
とともに，具体的な保全活動を展開させて，運転
経験と新たな知見を踏まえた定期的な健全性等の
再評価を行うことが重要である。
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１．はじめに

　１９９７年核燃料サイクル開発機構（以下「サイク
ル機構」）の東海事業所で起きた火災・爆発事故，
１９９９年東海村のウラン燃料加工会社“ジェー・
シー・オー”で起きた臨界事故などを契機とし，
原子力に対する国民の不安・不信が増大した。と

りわけ原子力施設が立地している地域の住民の意
識には著しい変化が認められている。こうしたな
か，東海事業所のミッションである核燃料サイク
ルの技術開発を円滑に進めるためには，同事業所
の施設が有するリスクについて，地域社会との情
報及び意見の交換を通じて相互理解を図るための
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告Development of Portal Web Site for Fostering of Risk Literacy “Risk Information Navigator ”

Nobuhiro SHOBU　　Seiichiro MITSUI　　Hirofumi NAKAMURA

Risk Communication Study Team, Tokai Works

　原子力分野のみならず，各種工業界における事業や研究開発を円滑に進めるためには，当該施設が有するリス

クについて，立地する地域社会との情報交換を通じて相互理解を図るための活動，いわゆる「リスクコミュニケー

ション」の取り組みが重要である。ここでは，「リスクコミュニケーション」のツールとして開発に取組んでい

る，ウェッブサイト「http://www.ricotti.jp/risknavi/（以下，「リスク情報なび」）の進捗状況を報告するとと

もに，サイト構築において組み入れた様々な情報提供の手法について，それらの有効性が概ね確認できたので紹

介する。

　Risk communication activities are important for promoting mutual understanding between local communities and 
Japan Nuclear Cycle Development Institutes （JNC）. In addition to conventional public relation activities, the risk com-
munication study team of JNC Tokai Works has started practical studies to promote further mutual understanding 
with its local communities.
　This paper reports the design and concept of a web site for the fostering of risk literacy, the “Risk Information 
Navigator,” that was developed as one of the risk communication methods, and surveys the web site from the user's per-
spective.
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リスクコミュニケーション，相互理解，インターネット，リスクリテラシー，情報提供手法，関心喚起，ウェッ

ブサイト評価，アニメーション，リコッティ

Risk Communication, Mutual Understanding, Internet, Risk Literacy, Public Information Methods, Arousing Public In-
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活動，いわゆる「リスクコミュニケーション」の
取り組みが不可欠と考えられた。サイクル機構東
海事業所としては，従来から実施していた広報活
動に加えて，この「リスクコミュニケーション」
の取り組みを積極的に進めるため，２００１年１月に
リスクコミュニケーションの研究及び実践を行う
専属部署を設置し，地域住民の意識調査結果の分
析，国内外におけるリスクコミュニケーション事
例の調査等を行い，東海事業所におけるリスクコ
ミュニケーションシステムの開発に取組んできた。
　ここでは，リスクコミュニケーションのツール
の一つとして構築している，広く国民を対象にリ
スク情報の発信を目的とした，ウェッブサイト
http://www.ricotti.jp/risknavi/（以下，「リスク情
報なび」）の開発状況及びその評価結果について報
告する。
　なお，「リスク情報なび」はサイクル機構の研究
開発成果の情報普及，情報公開及びリスクコミュ
ニケーションの拠点として２００３年４月に東海村に
建設された「テクノ交流館リコッティ」のウェッ
ブサイトのコンテンツとして，現在運用されてい
る。

２．ウェッブサイト開発の背景とコンセプト

　原子力技術にリスクが存在することが問題であ
るかのような誤解が生じているとの報告がいまで
もある。反面，交通事故，自然災害，化学物質に
よる健康影響など，我々の日常生活には様々なリ
スクが潜んでいるが，そのようなリスクを意識す
ることは少なく，自分自身はリスクには晒されて
いないような感覚で生活を送っていることが多い
と考える。そこで，広く一般の国民を対象として
次に示すコンセプトで「リスク情報なび」の開発
を進めることとした。
（１）リスクへの関心を喚起するウェッブサイト
（２）リスク認知のための知識または情報を提供・
支援するウェッブサイト

３．ウェッブサイト開発の方法

３．１　リスクへの関心喚起

　「リスクへの関心を喚起するウェッブサイト」を
実現するため，以下に示す項目を根幹としてサイ
ト構築を進めることとした。
（１）親しみやすいサイト
　「リスク」という用語は「金融リスク」など最近

になって新聞等で目にすることが多くなり，認知
度も徐々に高くなってきているものの，まだ一般
に馴染みの少ないものと思われる。そこで，リス
ク情報を取り扱うウェッブサイトとしてまずは
“親しみ”の印象を与えるため，子供から高齢者，そ
してペットをキャラクターとする市民と等身大の
仮想の家族を登場させることとした（図１）。
（２）疑似体験を通したリスクへの関心（発見）
　アニメキャラクターを活用した身近な日常生活
のリスクに関する小話をアニメーション（図２）に
することで，リスクの関心喚起を行うこととした。
また，アニメーションの途中には，選択肢方式の
クイズやゲームを導入して，リスクを低減するた
めの解決策を知らしめることとした。
　更に，幅広い層をターゲットとするため，原子
力事業者として発信すべきリスク情報のみならず，
身近な生活に潜むリスク情報も伴わせて発信する
方法を採用した。身近な視点で選定したリスク情
報については，設定したキャラクターの世代（高
齢者，乳児）に特有なもの，また，その世代によ
く話題になっている事例を以下のとおり選定した。
①　身近な視点で選定したリスク情報
・高齢者の在宅事故
・誤飲や誤食
・ペット感染症
・ダイエット
・飲酒
・地震による怪我
・自動車事故
・シックハウス
・ガス漏れ
・食品添加物
・空き巣
・地球温暖化
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図１　アニメキャラクター
（利須久家：リスクにちなんでネーミング）
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②　原子力事業者として発信すべきリスク情報
・原子力施設からの放射線被ばく

（３）日替わりコンテンツによる意識喚起
①　日替わりスローガン「リスクの神様」
　リスクに対する更なる意識高揚のため，日替わ
りでリスクに関する標語（スローガン）を表示し
た。現在３１ケース装備した。
②　過去のリスク関連ニュース「リスク暦」
　ここでは昨今の話題となっているものではな
く，むしろ時代としては比較的古いものも含めた
国内外の有名な事件・事故の情報を提供すること
で，既に忘れ去られているリスクを再度喚起する
ため，当サイトにアクセスした日に起きた過去の
ニュースを日替わりで表示した（図３）。現在３６６
ケース装備した。

３．２　リスクに関する詳細な情報や知識の提供

　アニメーションによる擬似体験を通して，ある
リスクに興味や関心を持った場合，そのリスクに
ついて，さらなる情報の入手や知識の獲得ができ
る「リスク箱」と称したメニューを設けた。これ
は「リスク認知のための知識または情報を提供・
支援するウェッブサイト」の実現を目指している。

リスク箱の構成は原則以下の通りである。（図４）。
（１）ケース解説
　アニメーションで紹介したリスク情報の導入を
行った。
（２）トピックス
　リスクの内容や要因，管理方法（回避や低減）
等を解説した。
（３）ピックアップ
　リスクと直面した場合の対処方法，その他関連
情報を解説した。
（４）コラム
　関連する豆知識的な情報を紹介した。
（５）リンク
　解説記事中で紹介したサイトやその他関連する
専門サイトへのリンクを紹介した。

４．アンケート調査によるサイト評価及びアクセ

スログ解析

４．１　アンケート調査によるサイト評価

　前述した「リスクへの関心喚起」及び「リスク
に関する詳細な情報や知識の提供」の方法が一般
のユーザーの視点でどの程度有効であったかを確
認するため，ウェッブモニター（５０４人）を活用し
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図２　アニメーション（例：「ガス漏れ」ケース）
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て，アンケート調査を行った。また，その有効性
については，目安として６０％以上のモニターがポ
ジティブな回答をした場合は「効果あり」と判断
することとした。

４．１．１　関心喚起方法の効果測定

　ここでは，リスク情報の提供ツールとしての妥
当性を確認する。

（１）サイトへの親しみ
　アニメキャラクターの活用による当サイトに対
する親しみやすさについては，７６％が親しみをも
てるとの結果であった（図５）。
（２）疑似体験を通したリスクへの関心（発見）
　関心喚起の成功要因と考えられる“わかりやす
さ”，“おもしろさ”という視点では，それぞれ７９％
がわかりやすい，７４％がおもしろいとの結果であ
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図３　リスク箱（“薬箱”にちなんでネーミング）

図４　リスク認知のため知識・情報の提供及び支援“リスク箱”
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った（図６）。
（３）日替わりコンテンツによる意識喚起
　日替わりスローガン「リスクの神様」と過去の
リスク関連ニュース「リスク暦」への到達度につ
いては，それぞれ６０％，６２％が見ていないあるい
は覚えていないとの結果であった（図７）。
（４）態度変化の傾向把握
　アニメーションを見て，さらなる情報を獲得す
る動き（態度変化）をサーベイしたところ，６６％
がその傾向を示した（図８）。
　以上の結果からリスク情報の提供ツールとして

概ね効果ありと判断した。しかし“日替わりコン
テンツ”については，表示方式等の見直しを行う
ことで改善を試みる予定である。

４．１．２　ホームページとしての評価

　ここでは，一般のホームページとしての満足度，
利用価値等を確認する。
（１）満足度・利用意向
　満足を示したモニター及び利用意向を示したモ
ニターについては，それぞれ８４％及び７３％との結
果であった（図９）。
（２）特性評価
　以下に示す４つの指標を設定してそれぞれ重み
付けの評価を行った。
①　インターフェース
・全体の印象　
・ホームページの目的や特性の分かりやすさ
・デザイン（色・レイアウト）
・文字や画像の見やすさ

②　ナビゲーション
・表示速度　
・欲しい情報の探しやすさ

③　インタラクティブ
・個人が利用・操作できるメニュー　
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図６　効果測定②

図７　効果測定③

図８　態度変化の傾向把握

図９　満足度・利用意向
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・問合せのしやすさ　
④　コンテンツ
・情報の独自性
・情報内容の面白さ
・情報の実用性・お役立ち度
・情報の信頼性
・記載されている情報の量
・文字や表現のわかりやすさ

　結果として，図１０に示すとおり全ての評価軸に
おいてプラスを示していることがわかった。また，
ウェッブサイトの民間調査機関（マイボイスコム
株式会社）が過去に実施したウェッブサイト評価
の平均値も参考まで併記した。
　「満足度・利用意向」及び「特性評価」により，
現時点において，本サイトが一般のホームページ

（ここでは金融・メーカー・通信業等がサービスし
ているものを指す）と比較しても遜色ないと判断
した。

４．２　アクセスログ解析

４．２．１　利用実績

　情報発信を開始して約半年間のウェッブサー
バーに記録された情報（アクセスログ）を解析す
ることによりおおむね利用状況を把握した。本サ
イトの認知度は低いが，アクセス数は上昇傾向に
ある（図１１）。

４．２．２　利用者の属性把握

　アクセスログを元に，各種検索エンジンからど
のようなキーワードで当サイトにたどり着いたか
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図１０　特性評価

※加重平均の算出方法
「とても良い」「とても悪い」の両極を等間隔に６段階に分けて評価する方法。
比較しやすくするため，両極の点数の間隔を広げ，各選択肢を重み付けし平均値を算出している。
【例】１）デザイン
とても良い　　　　　　　　　　とても悪い

⇒０を基準とし，それ以上ならばプラス評価

※　ＭＶＣ（ウェッブサイトの民間調査機関　マイボイスコム株式会社）調査の平均値
　過去に行った，企業ウェッブサイト評価の平均値。なお，平均値を算出したウェッブサイト数は項目により異なる。「全体の印象」は
４サイトの平均。その他の項目は５１サイト～８７サイト（ここでは金融・メーカー・通信業等がサービスしているものを指す）の平均で
ある。
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を集計したところ，原子力に関連したキーワード
でたどり着いたユーザーは非常に少なかった。例
として２００３年６月のケースを上位１６まで図１２に示
す。この結果は，身近な視点で設定したリスク情
報（シックハウスなど）を伴わせて搭載したこと
により，「原子力の関心層へ移行する潜在的可能性
を有する層」からのアクセスも期待できることを
示唆している。

５．考察

　本サイトは，“親しみやすさ”，“わかりやすさ”，
“おもしろさ”という視点で高い評価だった結果を
踏まえると，リスクリテラシーを高めるツールに
なり得る可能性が示された。
　しかしながら，広く一般に原子力が身近でない

という背景から，本サイトにおける原子力のリス
クメッセージを有するページへのアクセス（ニー
ズ）は比較的少ないのが事実である。これからも
原子力に関する情報のみならず様々な情報を織り
交ぜて提供する手法を採用していくこととする
が，原子力とは別のニーズで当サイトに到達した
ユーザーを，原子力事業者として伝えるべきリス
クメッセージのページへ引き付ける仕組み（異分
野のコンテンツのリンケージ化）を強化していく
ことが今後最も重要な課題と考える。

６．おわりに

　「リスク情報なび」の開発により，現段階では
ポータルサイトとして，コンテンツの量は少ない
ものの，リスク情報を感覚的に理解するための仕
組みはおおむね整ったと考えている。将来的には
リスク認知のためのツールとして定量的な評価の
紹介及び実践ができるような仕組み又はコンテン
ツも手掛けていきたい。また，本サイトのアニメー
ションのストーリーや標語の公募を行うなど，同
サイトをサイクル機構のみならず広く一般の方々
と協同で運営できるような姿を目指していきたい。
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図１２　検索キーワードランキング（２００３年６月の場合／１６位まで）
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マグネタイト表面におけるネプツニウ
ム（Ⅴ）の還元反応に関する研究
北村　　暁　　中田弘太郎�　田中　　知�　戸村　　努�　亀井　玄人＊ ＊ ＊1
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�東京大学大学院　工学系研究科
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Study on Reduction Reactions of Neptunium(V) on Magnetite Surface

Akira KITAMURA　　Kotaro NAKATA�　Satoru TANAKA�　Tsutomu TOMURA�　Gento KAMEI＊ ＊ ＊1

Waste Isolation Research Division, Waste Management and Fuel Cycle Research Center, Tokai Works
�School of Engineering, University of Tokyo
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＊1

　ネプツニウム（V）（Np（V））とマグネタイト（Fe（Ⅱ） 1Fe（Ⅲ） 2O4）表面との酸化還元反応を，窒素雰囲気下で調べ

た。実験はバッチ法で行った。マグネタイトと０．１M NaCl水溶液をポリプロピレン製試験管に入れ，pH，酸化

還元電位及び溶存Np濃度の振とう時間，温度及び液固比に対する依存性を調べた。溶存Np濃度は，Np（V）か

らNp（IV）への還元及びNp（IV）の沈殿により，実験開始後１日以内で急速に減少した。また，この反応の速度

定数及び活性化エネルギーの導出を行った。一方，Np（V）と水溶液中のFe（II）の系では，酸化還元反応はほとん

ど見られないことがわかった。反応の電子数から考察したところ，マグネタイトとNp（V）の酸化還元反応では，マ

グネタイト表面に存在するFe（Ⅱ）のみならず，内奥部にあるFe（Ⅱ）も反応に関与していることが示唆された。

　Redox reactions between neptunium（V） （Np（V）） and magnetite （Fe（Ⅱ） １Fe（Ⅲ） ２O４） surface were investigated in 
N2 gas atmosphere.  A batch method was applied to the experiment.  A magnetite sample and a 0.1 M NaCl solution 
were mixed in a polypropylene tube, and pH, redox potential and concentration of dissolved neptunium were measured 
as a function of shaking time, temperature and liquid/solid ratio.  The concentration of dissolved neptunium was re-
duced rapidly within a day, due to the reducing reaction of Np（V） to Np（IV） and the precipitation of Np（IV）.  The rate 
constant of the redox reaction and the activation energy for the rate constant were preliminarily obtained.  On the other 
hand, redox reactions between Np（V） and aqueous Fe（Ⅱ）were hardly observed.  Considering the number of trans-
ferred electrons, it was suggested that the redox reaction was promoted by not only Fe（Ⅱ）　on the magnetite surface, but 
also Fe（Ⅱ） inside the magnetite.
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１．はじめに

　高レベル放射性廃棄物の地層処分においては，
放射性核種はガラス固化体と接触した地下水に溶
出し，地中を移行するものと考えられている。天
然に存在する鉱物の中には，イオン交換反応性な
どの性質によって，放射性核種を収着するものが
あることが知られている。このことから，この地
下水移行シナリオにおいては，鉱物が放射性核種
を収着することにより，その移行を遅延させる効
果が期待されている。したがって，放射性核種の
鉱物に対する収着挙動を解明することは，地層処
分の安全評価上極めて重要な課題となる。また，
この課題は，収着挙動の解明という観点から見れ
ば，有害物質（重金属イオン，有機物，化学物質
等）の環境挙動解明とも捉えることができ，数多
くの廃棄物問題，環境問題に対しても資すること
ができる重要な課題である。
　マグネタイトは，Fe（II） 1Fe（III） 2O4の組成をもつ
鉱物で，相当する組成の溶融体の冷却あるいはガ
スの反応によって容易に作られることから，ほと
んどすべての火成岩中に広く分布していることが
知られている1）。また，地層処分ではガラス固化体
をオーバーパックで包むことが計画されている
が，現在オーバーパック材として検討されている
炭素鋼が水と接触すると，炭素鋼の腐食によって
マグネタイトが生成することが報告されている2）。
マグネタイトのひとつの特徴は，その組成から明
らかなように，２価の鉄（Fe（II））を含有している
ことである。
　Fe（II）やマンガン（IV）（Mn（IV））等を含む固相
と地下水で形成される固液界面近傍の化学状態
は，実測できるバルク液相のものと異なっている
可能性があると考えられている。すなわち，酸化
還元状態に敏感な元素が，酸化反応や還元反応の
発生にともなう収着挙動の変化，還元反応の進行
にともなう界面における沈殿形成など，バルク液
相の化学条件から予測されるものとは異なった界
面現象を示す可能性が指摘されているのである。
例えば，水溶液中におけるMn（IV）からMn（II）へ
の還元は非常に遅いが，鉄鉱物が存在すると非常
に速くなることが明らかにされている3）。さらに，
クロム（VI）（Cr（VI））はマグネタイト表面で還元
され，Cr（III）として収着することが明らかにされ
ている4，5）。
　鉱物とアクチニド間の酸化還元反応について

は，ウランを中心に研究が進められている一方で，
ネプツニウム（Np）やプルトニウム（Pu）に関する
研究例は限られている。これは，ウラン以外のア
クチニド元素では，マクロ量の取り扱いが困難で
あることがひとつの要因であると考えられる。Np
‐鉄酸化物の系において，Np（V）の還元を伴う収
着について検討した事例としては，以下のような
ものが挙げられる。Meyerら6）は，鉄鉱物の中で
もFe（II）を含む鉱物へのNpの収着量が大きいこ
とから，収着の際にNp（V）がFe（II）によってNp
（IV）に還元される可能性を示唆した。中山ら7）は，
NpとPuの収着に関して収着と脱着の非可逆性を
示し，この非可逆性に鉱物表面でのNp（V）の還元
が関与している可能性を示した。Bidglioら8）やIn-
agakiら9）は，ガラス固化体の浸出試験において，大
気開放系における浸出速度と低酸素雰囲気下にお
ける浸出速度の差異から，Np（V）がFe（II）によっ
て還元される可能性を指摘している。また，Ｘ線
吸収分光法（XAS）を用いてNpの固相表面での還
元を検討した研究も発表されている10）。さらに，
水相－固相間の界面において固相表面が触媒的な
役割を果たし，還元反応を促進させるという可能
性も指摘されている11，12）。
　以上のように，Np（V）が鉱物表面で還元されて
いる可能性が指摘されてきている。もし，固液界
面に特有な酸化還元反応が発生するとすれば，バ
ルク液相の化学条件のみで構築されている現在の
収着に関するデータベースに基づいた安全評価
に，影響を与えることになる。しかしながら，そ
の解釈はいずれも想像の域を出ず，詳しいメカニ
ズムが明らかになったとは言いがたい。収着メカ
ニズムを詳細に解明するためには，このような収
着の際の反応や収着構造，さらには付随する反応
などの，固液界面現象を明らかにする必要がある。
また，近年ではバルク条件だけでは予想もできな
かった現象も数多く観察されており13，14），長期的化
学挙動を論じるためには原子分子レベルでのミク
ロな視点から収着メカニズムを解明することも必
要と考えられる。この収着メカニズムが明らかに
なれば，地層処分の安全性評価もより現実的なも
のとなることから，評価の信頼性の向上が期待さ
れる。
　このような背景から，本研究ではマグネタイト
表面におけるNp（V）の還元反応について調べるこ
ととした。この際，還元反応のメカニズム解明に
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資することを目的として，反応速度の温度依存性
を調べることとした。

２．実験

　実験はバッチ法で行った。Np（V）とFe（II）の反
応のメカニズムを明らかにするために，塩化第一
鉄（Fe（II）Cl2）とNp（V）との反応を調べる液相実
験と，マグネタイトとNp（V）との反応を調べる実
験の２種類を実施した。
　液相実験では，容量３０mlのポリプロピレン製容
器に，それぞれ１×１０－4MのFeCl2（和光純薬工業
（株）製）及びNp‐２３７貯蔵溶液（AEA Technology
社製。大気平衡の溶液であるので，Npの原子価は
５価であると予想される）を含む０．１M NaCl水溶
液を入れ，pHを約６に調整した。水溶液中のNp
の濃度変化を調べるために，実験開始後１時間～
１週間経過した際に適宜水溶液の一部を分取し，
孔径０．４５mmのメンブランフィルター（Millipore
社製）を用いて遠心ろ過を行ったのち，αスペク
トロメトリー（EG&G Ortec社製）でNp‐２３７のα
線を計数することにより，溶存Np濃度（［Np］）の
定量を行った。この溶液分取の際には，pH及び酸
化還元電位の測定を，それぞれ対応するガラス複
合電極（東亜ディー・ケー・ケー（株）製）を用い
て行った。また，一部の試料については，分取し
た水溶液に対して，アクチニド（IV）を選択的に抽
出することが知られている15）テノイルトリフルオ
ロアセトン（TTA：C7F3H5O2S）のキシレン溶液を
用いた溶媒抽出を実施し，溶存Npの酸化状態を調
べた。実験は，酸素及び炭酸ガスの混入を防ぐた
め，窒素雰囲気（酸素濃度１ppm未満）のグロー
ブボックス中で行った。また，温度による反応速
度の差異を調べるために，実験は２３±１ ℃ 及び
３５．０±０．２℃ の両方で実施した。
　マグネタイトに対するNpの反応実験では，容量
３０mlのポリプロピレン製容器に１×１０－5M（液固
比１００ml.g－1）もしくは１×１０－4M（液固比２０ml.g－1

及び５０ml.g－1）のNp‐２３７トレーサー（液相実験と
同様に酸化還元状態は制御していないので，５価で
あると予想される）を含む０．１M NaCl水溶液１５ml
ないし２０mlを入れ，pHを６～７程度に調整した。
その後，所定の液固比になるようマグネタイト（レ
アメタリック社製９９．９％）を混合し，実験を開始
した。マグネタイトの比表面積は，N2ガスを用い
たBET法により０．４３m2.g－1と得られている。水溶

液中のNpの濃度変化を調べるために，実験開始後
１時間～１週間経過した際に，前述の液相実験と
同様の手法でpH，酸化還元電位，［Np］の測定を
行った。本実験も液相実験と同様に，窒素雰囲気
のグローブボックス中で行った。また，温度によ
る反応速度の差異を調べるために，実験は２５±
１℃及び４５．０±０．２℃ の両方で実施した。

３．結果と考察

３．１　液相実験の結果

　水溶液中におけるFe（II）とNp（V）の反応を調べ
た液相実験の結果を，図１及び図２に示す。図１
はpHと標準水素電極に対する酸化還元電位（Eh
（V））との関係を，図２は溶存Np濃度（［Np］）の
時間変化である。なお，図１におけるプルベー線
図は，サイクル機構の熱力学データベース（JNC
‐TDB） 16）を用いて作成した。２３℃ 及び３５℃ のいず
れの実験においても，pH及びEhはほぼ一定の値で
あり，Ehは約＋０．２V程度となった。また，［Np］
も１×１０－4M程度で，ほぼ一定となっている。本
実験条件でNp（IV）が生成した場合，溶解度が初期
Np濃度に比べ非常に低い（NpO2（am）を溶解度制
限固相とした場合１０－8.3±0.5M17））ことから，Np（V）
が還元されれば［Np］が低下すると予想される。本
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図１　FeCl2水溶液とNp（V）との液相実験における
pH及びEhの時間変化
プルベー線図作成のために用いた熱力学
データは，すべてJNC‐TDBの採用値であ
る。また，緑色線は全Np濃度（［Np］ T）
が１０－8Mの際の境界を示し，赤色線は
［Np］ T＝１０－4Mにおける境界を示す。
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研究ではこのような［Np］の低下が見られないこ
とから，Np（V）の還元反応はほとんど起こらなか
ったものと思われる。
　Nakataら18）は，本研究と同様の液相実験によっ
てNp（V）が還元されると報告している。しかしな
がら，報告によれば［Np］の減少率はわずか数％
であることから，Npの還元が顕著に見られたとは
言いがたい。本研究の結果と文献の報告からは，
液相中でのFe（II）とNp（V）の酸化還元反応はほと
んど見られないといえる。

３．２　マグネタイトに対する反応実験の結果

　マグネタイトを用いた反応実験におけるpHと
Ehの関係を，図３に示す。実験開始からの時間は
太矢印が示す方向に進んでいる。すなわち，pHは
時間経過とともに初期値より高くなり，Ehは逆に
初期値より低くなる傾向のあることが分かる。こ
のときに収束したpHは７～９程度である。また，
Ehについては，実験開始から数時間後にはかなり
低下し，その後－０．４～－０．２V程度に収束してい
る。このようなpHの変化は，マグネタイトから
Fe（II）が溶出し，加水分解により水酸化物イオン
が消費されたことによるものと考えられる。また，
Ehの変化は，マグネタイトからFe（II）が溶出し，
水溶液中でFe（II）からFe（III）への酸化にともなっ
て放出される電子によって，水溶液が還元された
ことによるものと考えられる。一方，Np（V）は還
元されてNp（IV）となり，その化学形がNp（OH） 4
（s）となって沈殿していることが予想される（図

３）。ちなみに，マグネタイトに収着したNpを脱
着させたのち，テノイルトリフルオロアセトン
（TTA）で溶媒抽出を行うことにより，マグネタイ
トに収着したNpの酸化状態が４価であることを
確認している報告がある18）。このことを考え合わ
せると，本研究の結果はおおむね妥当であるとい
える。
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図２　FeCl2水溶液とNp（V）との液相実験における
溶存Np濃度の時間変化
（初期濃度はFe（II），Np（V）とも１×１０－4M）

図３　マグネタイトに対するNp（V）の反応実験にお
けるpH及びEhの時間変化
（液固比：（ａ）２０ml.g－1，（ｂ）５０ml.g－1，
（ｃ）１００ml.g－1　プルベー図の詳細について
は，図１中の解説を参照）
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　このときに得られた［Np］の時間変化を，図４
に示す。［Np］が実験開始直後から低下しはじめ，
特に４５℃ における実験においては，１日以内にほ
ぼ検出限界（約７×１０－9M）未満となった。この
傾向は，特に液固比の小さい，すなわちマグネタ
イト添加量が多い試料で顕著に見られる。また，
図２に示すとおり，Np（V）の還元が水溶液中のFe
（II）の存在だけでは起こりにくいことから，Np
（V）はマグネタイトの固相表面もしくは表面のご
く近傍で還元されているものと考えられる。

３．３　マグネタイトに対する反応の速度定数の算出

　以上のように，マグネタイト表面におけるNp
（V）の還元反応が確認されたことから，その速度

定数の算出を試みることとした。Fe（II）によるNp
（V）の還元反応は，次式で表される。

（１）

ここで，ｔは時間（s），ｋは還元反応の速度定数
（M－1．s－1），［Fe（II）］及び［Np（V）］はそれぞれ
Fe（II）及びNp（V）の溶存濃度（M）を示す。反応
に関与する［Fe（II）］は，マグネタイト中の全Fe
（II）濃度に比べると十分小さいことから一定値と
仮定すると，（１）式の解は，

（２）

となる。ここで，［Np（V）］initはNp（V）の初期濃
度である。したがって，図４において，試験開始
から約１日経過後までの直線の傾きより，k［Fe
（II）］（s－1）の値が得られる。最小二乗法によって
得られたk［Fe（II）］を，いくつかの実験条件と併
せて表１に示す。また，そのとき得られた回帰直
線を，図４の点線（２５℃）及び一点鎖線（４５℃）で
示す。４５℃ の実験で得られたk［Fe（II）］が，２５℃
の値より高くなっていることが分かる。
　（２）式で実験結果がよく表されるということは，
反応が［Np（V）］の一次の速度式で表されている
ことを示す。すなわち，［Fe（II）］が一定値とみな
される。ここで，マグネタイト表面での全Fe密度
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図４　マグネタイトに対するNp（V）の反応実験にお
ける溶存Np濃度の時間変化
（液固比：（ａ）２０ml.g－1，（ｂ）５０ml.g－1，
（ｃ）１００ml.g－1）

表１　マグネタイトに対するNpの反応実験で得られ
た反応速度定数とFe（II）濃度の積（k[Fe（II）]）

k[Fe(II)](s-1)Eh (V)*pH*
温度
(℃)

液固比
(ml.g-1)

試料名

４．１９×１０－5－０．２６６８．７６２５２０Mag１

４．４０×１０－4－０．２５８８．５６〃〃Mag２

４．４２×１０－5－０．２５０８．２８〃〃Mag３

２．２２×１０－4－０．３４６８．９３４５〃Mag４

２．０４×１０－4－０．３３４８．８５〃〃Mag５

２．５４×１０－4－０．３７８９．０９〃〃Mag６

１．４８×１０－5－０．１０９６．７４２５５０Mag１１

１．２７×１０－5－０．１０７６．７７〃〃Mag１２

９．８４×１０－6－０．０７４７．３１〃〃Mag１３

７．１２×１０－5－０．１１３６．７１４５〃Mag１４

６．９６×１０－5－０．１２９６．６３〃〃Mag１５

３．７６×１０－5－０．０９６７．５１〃〃Mag１６

３．３９×１０－5－０．０８８７．４５〃〃Mag１７

２．１３×１０－5－０．１９１８．５５２５１００Mag２１

３．３４×１０－5－０．２６４８．１３〃〃Mag２２

１．５１×１０－4－０．３３３８．３８４５〃Mag２３

１．２０×１０－4－０．３８１８．５４〃〃Mag２４

（＊pH及びEhは実験開始後１日経過した時点の値を示す）
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が５．９９×１０－7mol.m－2と推定されている19）ことか
ら，化学量論的に考えてFe（II）密度が２．００×
１０－7mol.m－2となることが予想される。また，この
Fe（II）表面密度と比表面積の実測値（０．４３m2.g－1）
と組み合わせることによって，反応に関わったFe
（II）濃度（［Fe（II）］と表すことにする）を推定す
ることができる。このときに得られた［Fe（II）］の
値を，表２に示す。［Fe（II）］の値は液固比によっ
て異なるが，おおむね１０－6M前後となっている。
　しかしながら，この１０－6Mという値は，マグネ
タイト中のすべてのFe（II）が反応に寄与したと仮
定した場合の［Fe（II）］（約１０－1M）のみならず，
Fe（II）と１対１の電子の授受で反応すると思われ
るNp（V）の初期濃度（１０－5Mもしくは１０－4M）に
比べても，明らかに小さい。このことは，表面の
Fe（II）がNp（V）との反応で消費されたあと，マグ
ネタイト表面に新たに電子が供給され，さらにNp
（V）が還元される可能性を示唆している。したが
って，マグネタイトに対する酸化還元反応は，表
面のみならず内奥部のFe（II）も寄与することが考
えられる。今後，この電子移動のメカニズムを解
明していくことが重要である。

３．４　還元反応の活性化エネルギーの導出

　前節において，マグネタイトに対するNp（V）の
還元反応の速度定数の温度依存性が得られたこと
から，この反応の活性化エネルギー（Ea）の導出
を試みた。Eaについては，前指数因子Ａ，気体定
数R（＝８．３１４J.mol－1．K－1）を用いて，反応速度
定数kを求めるアレニウスの式，

（３）

から求めた。（３）式の両辺の自然対数をとると，

（４）

となることから，縦軸にln kを，横軸に１/Tをと
ったプロット（アレニウスプロットという）の傾
きからEaが得られる。
　本研究におけるアレニウスプロットを図５に，
得られた各液固比ごとのEaの導出結果を表３に示
す。図５から，アレニウスプロットの傾きは液固
比には依存していないといえる。したがって，表
３に示した各液固比ごとの値の平均６１．５kJ.mol－1

を，マグネタイトによるNpの還元反応のEaと考え
る。
　アクチニドイオンの酸化還元反応に関するEa
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表２　マグネタイト中に含まれる全Fe（II）濃度及び溶存Fe（II）濃度の推定値

全［Fe（II）］ ＊＊＊（M）
［Fe（II）］est＝　
［Np］init＊＊（M）

［Fe（II）］est＊（M）液固比（ml.g－1）試料名

２．２×１０－1

８．６×１０－2

４．３×１０－2

１．１×１０－4

１．２×１０－4

９．４×１０－6

４．３×１０－6

１．７×１０－6

８．６×１０－7

２０
５０
１００

Mag １～Mag ６
Mag １１～Mag １７
Mag ２１～Mag ２４

　　＊マグネタイト表面密度（２．００×１０－7mol.m－2）及び比表面積（０．４３m2.g－1）からの推定値
　＊＊値が試料ごとにばらついている場合には，その平均を示している
＊＊＊マグネタイトが全量溶解したと仮定した場合の値（すなわち上限値）

�
�
�
�

�
�
�
�

図５　活性化エネルギー（Ea）決定のための反応速
度定数のアレニウスプロット

表３　アレニウスプロットより得られたマグネタイ
トに対するNp（V）の還元反応における活性化
エネルギー（Ea）

Ea (J.mol-1)液固比 (ml.g-1)

６５．１
５５．５
６３．８

２０
５０
１００

６１．４平均
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は，主に溶媒抽出系において多数報告されている
が，Np（V）に関する文献は多くない。Bondら20）は，
硝酸溶液中におけるNp（V）とFe（II）の間の酸化還
元 反 応 に つ い て，k＝１５．７M－2.38.min－1，Ea＝
１４６．６５kJ.mol－1と報告している。このEa値は典型
的な反応律速を示すもので，本研究で得られた
６１．４２kJ.mol－1は文献値20）の約４割程度の値となっ
ている。これは，本研究では固液界面における酸
化還元反応を扱っていることから，拡散を伴う反
応律速となっていることが理由のひとつとして考
えられる。また，ヒドラジン（N2H4）によるNp
（V）の還元反応における活性化エネルギーは
３２kJ.mol－1と報告されている21）。ヒドラジンによ
るNp（V）の還元反応は一般に遅い22）ことから，こ
のことも本研究の系でのEaの値の妥当性に寄与し
ているものと考えられる。したがって，本研究で
得られたEaは比較的妥当なものであると考える。

４．結論

　塩化第一鉄とNp（V）の反応実験を２３℃ 及び３５℃
で，マグネタイトに対するNp（V）の反応実験を，
２５℃及び４５℃ で，いずれも窒素ガス雰囲気下にお
いて実施した。塩化第一鉄に対しては，Np（V）の
還元反応は明確には見られなかったが，マグネタ
イトに対してはNp（V）が経過時間とともに減少
し，約１日後には１０－8M以下の濃度となった。こ
れは，Np（V）が還元してNp（IV）となった際に，支
配溶存化学種であるNp（OH） 4（aq）の溶解度が検
出限界未満であることによるものと思われる。実
験開始から約１日後までのNp（V）濃度の経過時間
依存性より，Np（V）の還元に関する反応速度定数
を算出した。得られた速度定数は温度に依存し，
４５℃ における速度定数が２５℃ における値より高
いことがわかった。また，得られた速度定数の温
度依存性より活性化エネルギーの算出を試み，
６１．５kJ.mol－1という値を得た。本研究で用いたマ
グネタイト表面のFe（II）濃度を推定した結果，Np
（V）の還元には表面のFe（II）のみならず内奥部の
Fe（II）も寄与していることが考察された。したが
って，酸化還元反応の際にマグネタイト内部で電
子の移動が起こっていることが示唆された。
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１．はじめに

　原子力施設，放射性物質輸送船事故等からの海
洋放出による放射性物質についての拡散研究は施
設からのリスク評価及び将来の地球環境の保護に

対する関心の高さから重要度が増している。また，
計算機の発展に伴い，海洋学の分野で海洋大循環
モデルなどのコンピュータ計算手法が大きく進歩
してきた。そのため，海洋学で得られた知見を放
射性物質の海洋拡散に応用し，広域における長期
的な拡散評価手法の開発は核燃料サイクルに伴う
地球規模でのリスク評価に役立つものと思われる。
　これまでに，セラフィールドやラアーグ再処理
工場からの認可された海洋放出に対する放射性物
質の拡散や，放射性廃棄物投棄地点からの放出，
ムルロアの地下核実験場からの南太平洋への放
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資料番号：２２－８

海洋環境放射能による長期的地球規模
リスク評価モデル（LAMER）

－広域拡散モデルの開発と検証－
中野　政尚

東海事業所　放射線安全部

Long‐Term Assessment Model of Radionuclides in the Oceans  (LAMER)
－Development and Validation of the Diffusion Model in Global Oceans－

Masanao NAKANO

Radiation Protection Division, Tokai Works

　核燃料サイクル施設からの放射性物質の拡散等によるリスクを定量化するため，海洋環境放射能による長期的

地球規模リスク評価モデル(LAMER)を開発している。LAMERの一部として，移流拡散モデル，スキャベンジ

ングモデルを含む海洋大循環モデルを海洋における137Csと239，240Puの分布のモデル化に使用した。海水中137Cs鉛

直分布を大気圏核実験のフォールアウトデータを用いて計算し，その結果を1960年代から90年代にかけて採取

測定された100地点以上の観測値と比較し，最適な水平・鉛直拡散係数を見出した。それぞれ1.3×108cm2/s ，

0.3cm2/sの数値を用いることにより，239，240Puの海水中鉛直分布や海底土の分布についても観測値をよく再現で

きた。

　To quantify the risk of radionuclides from nuclear cycle facilities, a Long‐term Assessment Model of Radionuclides in 
the Oceans （LAMER） was developed. As a part of LAMER, an Oceanic General Circulation Model （OGCM） including 
a plutonium scavenging model as well as an advection‐diffusion model was developed for modeling the distribution 
of 137Cs and 239,240Pu in the Ocean. Calculations of 137Cs in seawater profiles were performed using global fallout data 
from previous atmospheric nuclear tests. The results were then compared with experimental data obtained from the six-
ties to the nineties at over 100 sites in order to verify the model and to identify optimum horizontal and vertical diffu-
sion coefficients. Using the values of 1.3×108 cm2/s and 0.3 cm2/s for the horizontal and vertical diffusion coefficients, 
the calculated vertical profiles and inventories of 239,240Pu in seawater and sediment also showed reasonable agreement 
with the experimental results.

キーワード

海洋大循環モデル，移流拡散モデル，ランダム過程，拡散係数，スキャベンジングモデル，海水中鉛直分布，海

底土，セシウム137，プルトニウム239，240

Oceanic General Circulation Model, Advection‐Diffusion Model, Random Processes, Diffusion Coefficients, Scavenging 
Model, Vertical Profile in Seawater, Sediment, Cesium‐137, Plutonium‐239, 240
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環境監視課所属
観測チームリーダ
副主任研究員
再処理施設周辺環境モニタ
リング業務及び拡散評価手
法の開発業務に従事
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出，あるいは北極海周辺で沈没した原子力船，原
子力潜水艦からの放出による拡散及びリスク評価
がモデル化されてきた。
　しかしながら，放射性物質の長期的な地球規模
での拡散がモデル化され，評価された例はない。
そのため，海洋環境放射能による長期的地球規模
リスク評価モデル（Long‐term Assessment ModEl of 
Radionuclides in the Oceans ; LAMER「ラ・メ ー
ル」：仏語で海を意味する。）を構築中である。本
稿ではLAMERの一部となる広域モデルを作成し，
大気圏核実験による降下物中137Cs及び239，240Puデー
タから計算した海水・海底土中放射性物質濃度と
それに対応する実測値を用いて検証した。

２．モデル

２．１　概略

　核燃料サイクル施設からのリスク評価に資する
ため，海洋環境放射能による長期的地球規模リス
ク評価モデル（LAMER）を開発している。　
LAMERの概念図を図１に示す。数時間～数十年の
海洋拡散挙動を計算するPart Aと濃縮係数，海産
生物生態，海産生物摂取量，リスク係数等を考慮
し，各国における海産生物摂取によるリスクを評
価するPart Bからなる。さらにPart Aは沿岸場，
近海場，広域場の３種類があり，沿岸場→近海場
→広域場の順にリンクしていく構成となってい
る。沿岸から放出された放射性物質は吹送流，密

度流，潮流が支配する沿岸場で移流拡散し，近海
場へ移行する。近海場ではローカルで季節変化が
大きい気象場，水温場に支配される恒流によって
移流拡散し，広域場へ移行する。広域場では海洋
大循環モデルで計算された流動場によって移流拡
散する。なお，いずれもPuのような沈降性の高い
物質の場合には，後述のスキャベンジングモデル
を用いて，鉛直下方への移行を評価するものとす
る。
　本報告はLAMER Part Aの広域場に関するモデ
ルの開発と検証に関するものである。

２．２　海洋大循環モデル

　海洋大循環モデルには種々のモデルが発表され
ている。一般に水温，塩分を解析的に解く予報モ
デルでは，海洋表面上での蒸発や降水量の見積り，
陸域河川からの淡水流入等これらの境界条件を厳
密に決定することが困難であり，そのため水温，
塩分が実測値から大きくかけ離れ，正しくない見
かけ上の流動を生み出すことがある。しかしなが
ら，Fujio and Imasato1）が開発した診断モデルはこ
れらの困難を回避するため，密度場を決定する水
温，塩分に関しては予報せずに観測値を用いる。
この観測値から得られた密度場のもとで運動方程
式を数値的に解く手法を用いている。このように
診断モデルを用いれば，比較的少ない計算量で三
次元流速場を定量的に求めることができる。診断
モデルの基礎方程式は以下のように記述される。

　（１），（２）式は海水の運動方程式であり，ｕは水
平流速ベクトル，∇は水平勾配演算子，ｗは鉛直
流速，fcはコリオリ係数，ｋは風応力， �は（海
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（１）

（２）

（３）

（６）

（５）

（４）

Long-term Assessment ModEl of Radionuclides

図１　海洋環境放射能による長期的地球規模リスク
評価モデル（LAMER）の概念図
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面における）海水密度である。Ｐは圧力，AH，AV
は水平，鉛直粘性係数，ｇは重力加速度である。
マイナータームは球面座標系を採用していること
に起因する慣性項と拡散項を表す。（３）式は質量
保存式，（４），（５）式はそれぞれポテンシャル水
温，塩分の拡散方程式であり，θ （＊）はポテンシャ
ル水温（の観測値），S （＊）は塩分（の観測値），KH，
KVはそれぞれ水平，鉛直拡散係数，γは観測値の
復元時間の逆数である。（６）式は海水の密度を計
算するための国際状態方程式（EOS80）である。
　頑丈な診断モデルの特徴は（４），（５）式にある。
蒸発や降水，淡水流入などがない仮想的な状態を
考えると，方程式から導いたポテンシャル水温θ
（同様に塩分Ｓ）は観測値θ＊に等しくなる。しか
しながら，現実には蒸発や降水，淡水流入などモ
デルに考慮していない種々の現象の影響を受ける
水温場は，仮想的状態での方程式から導いた水温
場とは異なる。同時に流れ場についても非現実的
な流れとなる。このような現象を軽減するため，
観測値θ＊を係数γで方程式に復元し，非現実的な
流れを軽減する。
　このモデルでは，北極海を除く現実の海洋地形
を南緯７９度から北緯７５度の間で模擬し，海洋地形
を水平方向に２度，鉛直方向に１５層の格子に分割
した。Levitus９４の年平均水温・塩分データ2）と
ECMWFの風応力データ3）を用いて，年平均流速場
を診断的に計算した。

２．３　移流拡散モデル

　移流拡散過程のモデル化には大きく分けて差分
法とラグランジェ（ランダムウォーク）法がある。
前者は計算時間的に有利であるものの，直感的な
拡散過程がイメージできない，拡散履歴を追跡す
ることができない，格子サイズによる擬似的な拡
散が起こる，異なる格子サイズ間の移流拡散の取
扱が難しいなど種々の問題点がある。そのため比
較的計算時間を必要とするものの，上記問題点は
ラグランジェ（ランダムウォーク）法を用いるこ
とにより解決できる。
　x（t）を時刻tにおける位置ベクトルとし，u（x）は
位置ｘにおける３次元速度ベクトルとすると粒子
の移流は（７），（８）式のように表現できる。

（７）

（８）

　また，海水中での放射性物質の拡散による時間
dtの間の移動距離dLは（９）式のように表現できる。

（９）

　ここでKは（水平（KH）／鉛直（KV））拡散係
数，Ｒは一様乱数（－０．５から０．５）である。
　（９）式において，Ｘ方向ではdLが正の時が東，負
の時が西向きの移動量である。同様にＹ方向では
dLが正の時が北，負の時が南，Ｚ方向ではdLが
正の時が下，負の時が上向きの移動量となる。移
流拡散の計算ステップ（dt）は１０日としたが粒子
が１格子以上動いてしまう場合や，上陸してしま
う場合は適宜計算ステップを短くしている。
　また，海洋の表面は風，波による攪拌作用や，
秋から冬にかけての表面海水の冷却によって起こ
る対流現象などのため，表面近くの海水は良く混
合され，水温，塩分などがほぼ一様であることが
知られている4）。このような現象がおこる領域は混
合層と呼ばれている。低・中緯度では比較的浅い
が，高緯度では冬季の対流は深くまで及び，中層
水や深層水，低層水を形成する。混合層の厚さは
季節によって変化するが，本移流拡散モデルにお
いては，水温塩分の値としては年平均しか用いて
いないこと，及び計算対象期間が１０年以上と長い
ことから，一年を通して一定の混合層厚さを用い
ることとした。

２．４　スキャベンジングモデル

　核燃料サイクル施設からの液体Pu廃棄物の長
期的かつ世界的な環境評価を行うための３次元
Puモデルの要件としては，
①　Kd（分配定数）を使った平衡を仮定したモデ
ルよりも反応速度定数を使ったモデルであるこ
と

②　Puに関する反応速度定数が明確になってい
ること

③　三次元モデルに組み込むため，複雑すぎるこ
となく，計算時間をあまり必要としないこと

が挙げられる。
　このような観点から，Perianez5）の一次元Puス
キャベンジングモデル（可逆交換モデル）が上記
条件に合致するため妥当であると判断し，若干の
改良を加えた上で本モデルに適用した。
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　改良の第一点目として，Puのスキャベンジング
は化学的な作用というよりも，むしろ生物的な作
用と考えられているので，有光層の概念を吸着速
度に取り入れた。生物生産には光と栄養塩（Puも
栄養塩の一種と考えられる）が必要であるため，
主に表層で行われている。有光層（植物プランク
トン，海草などが光合成で生きていけるだけの光
エネルギーの透入している部分で，経験的に表層
光度の１％が到達する深さといわれている。）の厚
さは，清澄な外洋で水深１２０mくらいである4）。海
洋では海面から透入する太陽光エネルギーが深さ
とともに急速に減衰し，透明な水域でも水深１５０m
では，植物は光合成での生産活動が光不足で十分
にはできなくなる。したがって海洋でのPuの取り
込みを伴う生産活動は海表面下１００m程度の層で
集中的に進められていると考えられる。リービッ
ヒの最小律によると，生物生産の収量は栄養塩類
濃度の最も低いものによって規定される。光を栄
養塩の一つと考えれば，光の強さで生物生産（Pu
の取り込み）は規定される事になる。よって海面
での吸着速度（＝光）の強さを１とすると水深
１００mにおいて，吸着速度（＝光）が０．０１の強さ
となるような指数関数を用いた。
　第二に粒子態になって降下していく途中には分
解されない粒子が存在することが考えられるた
め，急速沈降粒子の概念を取り入れた。これは例
えば糞塊（ふんかい）であるが，カイアシ類，オ
キアミ類，あるいは毛顎類などでは糞はキチン様
物質で構成された透明な薄膜に包まれているため
に糞塊は容易に水中で分解せず速やかに沈降する
ことが知られている。
　Livingston et al.6）は，「粒子態のうち１％程度は
海底まで分解せずに運ばれる。」としている。その
ため，急速沈降粒子割合（f）は０．０１と定めた。本
モデルで使用した急速沈降粒子を考慮した可逆交
換モデルを式（１０）～（１２）及び図２に示す。

（１０）

（１１）

（１２）

　また，使用したパラメータを表１に示す。ここ
でCd，Csは，それぞれ海水中の溶存態，粒子態放
射性核種濃度，Asは単位面積あたりの海底土中放
射性核種濃度である。また，＊は海底直上の層を意
味する。その他記号は前述のとおりである。

３．検証のための入力条件設定

３．１　大気圏核実験からの137Cs降下量

　大気圏内核実験は地表や上空で行われ，生成し
た核分裂片は爆発の場所（高度，緯度）によって
局地に，地域にあるいは地球規模の環境に注入さ
れた7）。
　UNSCEAR報告書7）には，地球規模で成層圏・対
流圏に分布し，地表に降下した137Csのグローバル
成分年間降下量が１９４５年から示されている。この
データは陸上で採取されたフォールアウトの測定
から推定されている。137Csの海洋への年間降下量
を図３に◆で示す。緯度毎の降下量分布について
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図２　簡略化されたプルトニウムスキャベンジング
モデル

表１　プルトニウムスキャベンジングモデルに使用したパラメータ

出　　典単位数　　　値名　　　称記号

Perianez5）を改良/s１．１６×１０-6ｅｘｐ（－０．０４６z）吸着速度（０＜ｚ＜１００）k1（z）

〃/s１．１６×１０－8吸着速度（ｚ＞＝１００）k1（z）

Perianez5）/s１．１６×１０-5脱着速度k2
〃cm/s０．１沈降速度Wz

Livingston et al. 6）－０．０１急速沈降粒子割合f

ｚ：海表面からの深度（ｍ）
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は，フォールアウト中の137Cs/90Sr比はほぼ一定で
あるという仮定の元，UNSCEAR報告書7）に掲載さ
れている90Srの測定値に基づく降下量の緯度分布
を用いて137Csの降下量の緯度分布を決定した。
　また，核実験の黎明期でクローズインフォール
アウトが多いビキニ・エニウェトクサイト周辺に
おいては，ローカル成分と称して局地及び地域に
おける収量を降下量として与えた。UNSCEAR報
告書には全ての大気圏内核実験について，局地及
び地域成分，対流圏成分，成層圏成分についての
核分裂収率データが示されている。年間降下量は
当該年のビキニ・エニウェトクサイトで行われた
核実験のローカル成分を積分することで算出した。
１Mt（TNT換算，以下同じ）＝３．９PBq（90Sr），137Cs/90Sr
＝１．５２（UNSCEAR報告書7））の関係を用いてMt
単位から137Cs単位に換算した。ローカル成分
の137Cs年間降下量を図３に□で示す。
　なお，ビキニ・エニウェトクサイトのローカル
成分の総量は全世界２９Mtのうち２８Mtを占めてお
り，他地域においてのクローズインフォールアウ
トは考慮しなくてもよいと考えた。また，ローカ
ル成分の分布を正確に計算するためには，各核実
験時の風向，風速，大気安定度等の気象データが
必要であるが，核実験ごとに取得することは困難
（ビキニサイトで２１回，エニウェトクサイトで４０
回）であるため，ビキニ環礁を中心に２次元正規
分布で分散したものと仮定した。なお，σは東西
方向，南北方向ともに４度と仮定した。

３．２　大気圏核実験からの239，240Pu降下量

　UNSCEAR報告書7）によると，核実験を行い90Sr

が放出されてから地表面，海表面に沈着するまで
の期間における物理的崩壊による減少分は２～
３％程度であり，滞留時間は約１．１～１．３年と見積
もられている。このことから137Csと239，240Puの物理
的化学的性質の違いからの年間降下量分布への影
響はそれほど大きくないと考えられる。よっ
て，90Sr，137Cs，239，240Puの大気圏における挙動（年
間降下量の経年変化，緯度別の降下量分布等）は
同じであると仮定した。
　グローバル成分については，UNSCEAR報告書7）

に記されている239，240Puの全地球放出量１０．８７ 
PBqを137Cs経年トレンドで分配した。239，240Puの海
洋への年間降下量を図４に◆で示す。緯度分布に
ついては137Csと同様の考え方で90Srの緯度分布を
用いて239，240Puの緯度分布を決定した。
　ローカル成分については，Simon et al.8）のマー
シャル諸島での表土中239，240Pu濃度測定結果より推
定した。各島々で採取された表土の239，240Puのデー
タのうち，ローカルな239，240Puの影響と見られるの
は１Bq/kg以上と仮定して，島の平均で１Bq/kg
以上の地点における239，240Puインベントリ（Bq/m2）
をビキニ環礁からの距離とともにプロットし，指
数関数で近似した（図５）。
　得られた式を用いて，同心円状の分布を仮定
し，239，240Puの全放出量を推測すると，３．６PBqとな
る。一方，マーシャル諸島の土質では表層５cm
中の239，240Pu量は全層におけるインベントリの約
６０％という報告8）に基づき，０．６で除し，６．０PBq
とした。この数値を核実験の年間収量トレンド
（３．１参照）で分配し，各年の降下量とした。ロー
カル成分の239，240Pu年間降下量を図４に□で示す。
　137Cs同様に分散については，ビキニ環礁を中心
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図３　UNSCEAR7）から推定した海洋への137Cs年間降
下量（グローバル成分とローカル成分）

図４　UNSCEAR7）から推定した海洋への239，240Pu年間
降下量（グローバル成分とローカル成分）
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に２次元正規分布で分散したものと仮定した。な
お，Simon et al. 8） が報告している濃度分布を参考に
σは東西方向，南北方向ともに２度と仮定した。

３．３　拡散係数の最適化

　水平（KH）／鉛直（KV）拡散係数はそれぞれ，
文献調査によって得た１５２地点の海水中137Cs鉛直
分布が最大公約数的に再現できる数値を用いた。
種々の研究者によって報告されている外洋におけ
る拡散係数の範囲を用いて試行計算を行った。水
平拡散係数で２×１０6～２×１０8（cm2/s），鉛直拡散
係数で０．１～１．０（cm2/s）の範囲で拡散係数を変化
させて，海水中137Cs鉛直分布を計算した。次節に
示す方法によって観測された鉛直分布との合致
数，鉛直分布形状，各計算値と各観測値との回帰
式の傾き，切片，相関係数などを総合的に判断し
た結果，本モデルにおいては水平拡散係数で１．３×
１０8（cm2/s），鉛直拡散係数で０．３（cm2/s）が最適な
パラメータ値であることを見出した。

４．結果と考察

４．１　海水中137Cs濃度

　前節でのパラメータ最適化の結果，最も良好な
結果が得られた拡散係数を使用して，文献収集に
よって得られた１５２地点での鉛直分布実測値に対
応する計算値を算出し比較した。計算値と観測値
の鉛直分布が合致しているか否かの判断は，便宜
上以下の手順で行った。
①　観測値のある深度での計算値を求めるために
は，その深度を挟む上下の層における計算値を

直線的に内挿する。
②　内挿した計算値が「観測値±５０％」であれば，
一致するものとみなす。

③　観測値が１Bq/m3（以下，計算下限値と称す）
より小さい場合は，上記条件あるいは計算値が
計算下限値以下の条件で一致しているとみなす。

④　鉛直分布の各データの内，一致しているポイ
ントが全体の６０％以上あればその地点での鉛直
分布は正しく計算されたとみなす。

　１５２地点のうち１３３地点（８８％）については，上
記判定基準の下で観測と計算は良い一致を示し
た。各地点における海水中137Cs濃度の鉛直分布に
ついては，別報9）に詳細な結果を記した。
　また，観測値が１Bq/m3以上のすべての測定
データ（６５０データ）において，factor２以内に５３５
データ（８２％），factor５以内に６０５データ（９３％）
が含まれた（図６）。
　サイクル機構では再処理施設稼動に伴う海洋モ
ニタリングのために１９７７年頃から茨城県東海村沖
にて海水を採取し，137Csを分析している。この採
取地点は放出口から半径約２０km以内の場所であ
る。この観測値と東経１４５度，北緯３６度における計
算値を比較したところ，図７に示すように，濃度
レベルと変動傾向を再現することができた。観測
値は１９７０年代後半からしかないが，本モデルで
１９４５年から計算値が得られており，これまで知り
えなかった１９５０年代の上昇パターンや１９６０年以降
の下降パターンが推測できる。１９７９年頃に観測さ
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図５　ビキニ環境からの距離と土壌中239，240Puインベ
ントリとの関係（Simon et al.8）から作成）

図６　海水中137Cs濃度の計算値と観測値との比較
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れた一時的な上昇は東海再処理施設からの低放射
性排水の放出によるものである。なお，これらの
上昇は放出中または放出直後の放出口周辺海域で
観測された上昇である。その後，放出低減化がな
されたことにより，放出の影響は見られず，計算
値（バックグランド）と同等の濃度レベルとなっ
ている。

４．２　海水中239，240Pu濃度

　239，240Puについても文献収集によって得られた
１０８地点の鉛直分布を用いて137Cs同様に比較を行
った。但し，計算下限値は１０mBq/m3とし，他の
判定条件は137Csの場合と同様とした。１０８地点のう
ち６３地点（５８％）で一致した。各地点における海
水中239，240Pu濃度の鉛直分布については，別報10） に
詳細な結果を記した。239，240Puは137Csと異なり，水
の動きのみでなく，鉛直方向の非常に複雑な取り
込みプロセス（生物種，Puの酸化数，季節的な水
温，日射量の変化等に起因する）の違いや生物種
の大きさによる沈降速度の違いにも支配されてい
るため，一致数が減少したと考えられる。また，
再浮遊の影響と思われる２，０００m以深の239，240Puを
過少評価する傾向が見られた。
　また，観測値が計算下限値である１０mBq/m3以
上のすべての測定データ（７３４データ）において，
factor２以内に４６０データ（６３％），factor５以内に
６１９データ（８４％）が含まれた（図８）。
　４．１と同様に，茨城県東海村沖海水の239，240Puの観
測値と計算値を比較したところ，図９に示すよう
に，濃度レベルと傾向を再現することができた。
１９７９年頃に見られる一時的な上昇は４．１で述べた
理由と同様の理由によるものである。

４．３　海底土中239，240Puインベントリ

　太平洋における海底土の239，240Puインベントリを
図１０に示す。等値線が１９８０年における計算値，ポ
イントごとのデータは観測データからの海底土イ
ンベントリ推定値（以下，観測値と呼ぶ。） 6）である。
計算値と観測値はおおむね良く一致している。カ
ムチャッカ近傍では計算値より幾分大きな海底土
のインベントリが観測されているが，この海域は
栄養塩濃度が高く，プランクトンが多く存在する
ため，生物生産に伴うスキャベンジング効果が大
きいためと考えられる。

５．海水中放射能濃度の再現

　これまでの検証により，本モデルは海水・海底
土中の137Cs，239，240Pu濃度を精度良く再現できるこ
とを確認した。そこで，これまで知りえなかった
１９４５年から２０００年までの濃度の経年変化，インベ
ントリの経年変化を計算したので，その結果を紹
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図７　東海沖で採取された海水中137Cs濃度経年変化
の計算値と観測値との比較

図８　海水中239，240Pu濃度の計算値と観測値との比較

図９　東海沖で採取された海水中239，240Pu濃度経年変
化の計算値と観測値との比較
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介する。

５．１　表層海水中137Cs濃度

　表層（０～１００m）海水中137Cs濃度を図１１に示す。
１９５４年にビキニサイトで１０Mt以上の大きな大気
圏核実験を数回行ったため，１９５５年頃から急激に
海水表面の濃度が上昇し，黒潮に乗って日本へ流

れる。１９５７年には日本近海でも５０Bq/m3以上
の137Csが存在している。１９６０年頃からは黒潮に乗
りアメリカ方面に流れていったが濃度の中心は，
まだ日本の近くである。１９６５年には旧ソ連の核実
験の影響も加わり，北緯４０度前後で一定の濃度帯
が見られる。１９８０年を過ぎると表層では北太平洋
で１０Bq/m3以下となる。一方南半球では，拡散す
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図１０　北太平洋で採取された海底土中239，240Puインベントリ（点が観測
値6），線が計算値）

図１１　本モデルによって算出した表層海水中137Cs濃度の経年変化
（a）１９５５年，（b）１９５７年，（c）１９６５年，（d）１９８０年，（e）２０００年



７５

サイクル機構技報　No.２２　２００４．３

るよりも物理的減衰のほうが早く，３Bq/m3の等濃
度線は南下していくよりもむしろ北上している。
１９９０年以降は日本近海でも３Bq/m3以下となり，
現在にいたっている。

５．２　海底土中239，240Puインベントリ

　海底土中239，240Puインベントリを図１２に示す。
１９５０年代は137Cs同様にビキニ周辺で239，240Puが多く
降下したため，ビキニサイト周辺において海底土
中239，240Puインベントリが大きくなっており，場所
によっては１００Bq/m2を超えている。また黒潮が流
れる海域の海底においても高い値が計算されてい
る。一方で北太平洋南東部や南半球では１９６５年に
おいても１Bq/m2以下と低く，地域差がかなりあ
る。以降，表層海水中239，240Pu濃度が薄くなるに伴
い，海底土中インベントリの増加率の地域差は小
さくなるとともに，海底土のインベントリは全体
的にゆるやかに上昇していく。２０００年になると
１９６５年ほどの地域差は見られず，ビキニ地域を除
く北太平洋北部・西部で１０～３０Bq/m2，北太平洋
南東部で３～１０Bq/m2，南太平洋で１～３Bq/m2

となる。

６．おわりに

　本研究では海洋環境放射能による長期的地球規
模リスク評価モデル（LAMER）の一部として，地
球規模の広域拡散モデルを開発し，大気圏核実験
からの137Cs及び239，240Puフォールアウトを用いて検
証した。その結果，このモデルはパソコンで計算
できる計算量であるにもかかわらず，数十年間に
わたる世界規模の移流・拡散・スキャベンジング
を精度良く再現できることがわかった。再浮遊の
影響と思われる２，０００m以深の239，240Puを過少評価
する傾向が見られたが，食卓に供される魚介類の
生息域は水深１，０００mより浅い場所であることを
考慮すれば，人に対するリスクを計算するにあた
っては大きな問題にはならないと考えられる。今
後はLAMERの他の部分（Part Aの沿岸場，近海場，
及びPart B）を順次モデル化し，核燃料サイクル
施設，放射性物質輸送船事故等からの海洋放出に
よる放射性物質に起因するリスクを評価できるシ
ステムの構築を継続する。
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図１２　本モデルによって算出した海底土中239，240Puインベントリの経
年変化（a）１９５５年，（b）１９５７年，（c）１９６５年，（d）１９８０年，（e）２０００年
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所（IAEA‐MEL）で行われた研究の成果である。
当時の所属長だったIAEA‐MELのP. P. Povinec博
士に多大なるご教授をいただいた。
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１．はじめに

　国際特別研究員制度は欧米の先進諸国におい
て，高速炉，核燃料サイクル，廃棄物処理処分等
の分野で研究に従事している優れた研究者を海外
から招聘し，サイクル機構の研究開発活動に直接
参加してもらう制度である。
　１９９４年度にこの制度が発足して以来，これまで
に海外１５カ国から招聘した特別研究員の総数は６０
名に達しており，サイクル機構の研究開発業務の
推進と高度化のみならず，我が国のプルトニウム
平和利用技術開発の国際的な透明性の確保にも寄
与している。
　国際特別研究員による第１回目の研究概況報告
会は，２０００年１１～１２月に二つの専門分野（高速炉
関連，燃料サイクル及び廃棄物処理処分関連）に
分けて，敦賀国際技術センター及び東海事業所に
おいて開催した。また，第２回報告会は２００１年１０
月に大洗工学センターにおいて，第３回報告会は
２００２年１１月に東海事業所において開催した。今回，
第４回目の報告会は，　２００３年１０月１７日，東海駅前
に位置するテクノ交流館リコッティにおいて開催
した。
　２００３年１０月現在，東海，大洗，並びにもんじゅ
の各事業所において合計９名の国際特別研究員が
研究に従事している。今回の報告会では，研究員
からこれまでの研究成果や今後の研究予定などが
報告され，会場に集まった約５０名の参加者からも
活発な質疑，応答が行われた（写真１，２参照）。

２．報告会の概要

　研究概況報告会の開会に当たり，サイクル機構
の中島理事より，サイクル機構をめぐる最近の動
き，概況報告会の開催目的等を紹介する開会の挨
拶がなされた。挨拶に続き，各研究員による研究
概況の報告が行われた。報告者氏名，報告された

　９件の研究テーマ等を表１に示し，以下にその
概要を紹介する。

①　高レベル廃棄物処分場周りのEDZモデル化
における個別要素法（DEM）の適用

（Richard JENSEN）
　個別要素法（DEM）と有限要素法（FEM）の
連成解析についてそのアルゴリズムを解説し，岩
盤挙動評価への適用性，適用に際する課題につい

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

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

小山　和俊　　橋爪　　晃

本社　国際・核物質管理部

写真１　参加者風景

－２００３年１０月１７日開催－
国際特別研究員による２００３年度研究概況報告会

写真２　報告会の発表風景
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て報告するとともに，岩石引張試験結果を用いた
開発プログラムの検証を行い，処分場周りのEDZ
の挙動解析結果を示した。
②　HLW処分場周辺の不均質ニアフィールド岩
盤中の複数キャニスターが核種移行に与える影
響評価 （Doo‐Hyun LIM）
　不均質なニアフィールド岩盤中に存在する複数
のキャニスターを考慮した地下水流れと核種移行
を記述するモデルの開発に着手した。モデル開発
においては複数キャニスターが相互に影響を及ぼ
しあう移行経路の干渉効果と濃度干渉効果に着目
した。モデル開発では，地下水流れについては有
限要素法を用いて，核種移行についてはランダム
ウォーク法を用いて開発を行った。単純な系での
既存の解析結果と比較解析を行うことにより，ラ
ンダムウォーク法を用いた核種移行モデルで濃度
干渉効果が再現できることを確認した。また，２次
元領域を均質場と不均質場でモデル化し，ランダ
ムウォーク法による移行経路を比較することによ
り移行経路の干渉効果が存在することを確認した。
③　核不拡散と透明性に関する地域協力プログラ

ムの開発と評価 （James FURAUS）
　欧州や南米における核不拡散分野の地域協力プ
ログラムの成功例を参考に，アジア・環太平洋地
域における地域協力プログラムのモデルを提案さ
れ，これまでの調査結果を踏まえて，地域協力の
有効性，具体的な地域協力実施に向けてのステッ
プについて提案があった。
④　Np‐237の中性子断面積測定

（Oleg SHCHERBAKOV）
　全立体角ビスマスゲルマネート・シンチレー
ション検出器及びフラッシュ・アナログ－デジタ
ル変換器を用いたデータ収集系を開発し，分離核
変換研究上重要な　Np‐237の中性子捕獲断面積
について，エネルギー依存性を測定可能とした。
⑤　溶融塩プロセスに関する物理化学的及び電気
化学的検討 （Serguei VAVILOV）

　乾式再処理酸化物電解法について，これまでと
は異なる新たな燃料塩素化溶解工程を組み込んだ
改良プロセスの基礎的検討を行った。検討結果に
基づき実施中の四塩化炭素による模擬酸化物試料
の塩素化試験の状況を示した。

表１　報告者氏名と研究テーマ

所　　　　　　属国　　籍研　究　テ　ー　マ氏　　　　名

東海事業所　環境保全・研究開発センター
処分研究部　システム解析グループ

ア メ リ カ
高レベル廃棄物処分場周りのEDZ
モデル化における個別要素法
（DEM）の適用

Richard JENSEN

東海事業所　環境保全・研究開発センター
処分研究部　システム解析グループ

韓 国
HLW処分場周辺の不均質ニア
フィールド岩盤中の複数キャニス
ターが核種移行に与える影響評価

Doo‐Hyun LIM

本社　
国際・核物質管理部　核不拡散・保障措置グループ

ア メ リ カ
核不拡散と透明性に関する地域協
力プログラムの開発と評価

James FURAUS

東海事業所　環境保全・研究開発センター
先進リサイクル研究開発部　システム設計評価グループ

ロ シ アNp‐２３７の中性子断面積測定Oleg SHCHERBAKOV

東海事業所　環境保全・研究開発センター
先進リサイクル研究開発部　乾式プロセスグループ

ロ シ ア
溶融塩プロセスに関する物理化学
的及び電気化学的検討

Serguei VAVILOV

大洗工学センター
要素技術開発部　リスク評価研究グループ

ロ シ ア
低ボイド反応度ワース高速炉にお
ける炉心流量減少時スクラム失敗
（ULOF）事象の解析

Yury SHVETSOV

大洗工学センター
実験炉部　技術課

ア メ リ カ
「常陽」MK‐III性能試験における核
特性評価結果

Robert SCHAEFER

敦賀本部　国際技術センター
システム技術開発グループ

デンマーク
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⑥　低ボイド反応度ワース高速炉における炉心流
量減少時スクラム失敗（ULOF）事象の解析

（Yury SHVETSOV）
　ロシア解体核燃焼処分を計画しているBN‐600
ハイブリッド炉心を対象とし，安全解析ツール
SAS4A/SIMMER‐Ⅲで解析した。ナトリウム沸騰
喪失・燃料崩壊後，燃料移動に起因して再臨界が
発生し，炉上部に開口した経路から燃料が流出し
て恒久的未臨界に落ち着くシナリオとなるが，こ
の過程で放出されるエネルギーの規模の範囲をパ
ラメータ解析により把握した。
⑦　「常陽」MK‐Ⅲ性能試験における核特性評価
結果  （Robert SCHAEFER）
　「常陽」MK‐Ⅲ性能試験において低出力での炉
物理特性試験として過剰反応度測定，制御棒校正
及び等温温度係数測定を実施した。測定値と事前
解析値は５％以内で一致しており，これにより
MK‐Ⅲ炉心の設計計算の妥当性を確認した。
⑧　「もんじゅ」蒸発器のための二流体モデル開発
と流体力学的研究　 （Hans METZ）
　「もんじゅ」の蒸発器に用いられるヘリカルコイ
ル型伝熱管内の二層流をより詳細に解析するため
に，気相と液相の挙動を独立に扱うことのできる
二流体モデルを開発した。ヘリカルコイル特有の
大きな遠心力と上昇角を取り入れ，かつ数値的な
安定を得るために大幅な改良が必要だった。
⑨１）「もんじゅ」運転前試験計画に係る国際レ
ビュー
２）「もんじゅ」の主要なナトリウム機器に関す
る保守点検計画書の見直しに関する検討

（Roger STUART）

　２００３年１月から３月にかけて実施した上記国際
レビューの結果，現状の試験計画が，基本的に十
分なものであり，ナトリウム漏えい対策工事が実
施されれば，安全性において何の問題もないこと，
また，今後の「もんじゅ」へ推奨する点として，
着実な試験の実施，及び照射用炉心として等，国
際的役割を果たすことなどが挙げられた。なお，
１０月から開始する左記２）の検討に係る研究計画
についても紹介された。

　報告会のまとめとして，田中国際・核物質管理部
長より，発表者並びに参加者の協力に対する謝辞
が述べられるとともに，特別研究員の今後の活躍
に期待する旨の講評がなされ，報告会は終了した。

３．おわりに

　第４回目を迎えた今回の研究概況報告会では，
サイクル機構に在籍中の特別研究員や関係する日
本人研究者のみならず，一般の技術系職員も会議
に参加し，　特別研究員の研究成果について技術
的な議論を活発に交わすことができた。
　次回の報告会では，さらに広範囲な技術系職員
が参加できるよう開催案内等の広報活動を充実す
るとともに，今回の報告会出席者から頂いたさま
ざまな提言や助言を反映する形で，この報告会を
さらに改善し，国際特別研究員制度による研究成
果の充実に努めたいと考えている。
　最後に，今回の報告会開催に当たり，ご参加と
ご協力を頂いた関係者の方々に感謝いたします。
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１．全体概要

　「常陽」MK‐Ⅲ１４万キロワット達成記念報告会
を茨城県大洗町の大洗文化センターにおいて，
２００４年１月２６日に開催した。
　高速実験炉「常陽」では，照射性能の向上を目
的として高速中性子束を約１．３倍，照射スペースを
約２倍に拡大することを柱とする「常陽」高度化
計画（MK‐Ⅲ計画）を進め，２００３年１１月２７日，国
の最終検査に合格した。本報告会は，これを記念
するとともに，「常陽」MK‐Ⅲの成功を社会に発
信し，「もんじゅ」との連携も含め，「常陽」MK‐
Ⅲの役割について，地元等関係者にご理解いただ
くことを目的としている。
　本報告会には，地元，メーカー及び「常陽」OB
等の関係者約６００人の参加があり，殿塚�一理事長
の開会挨拶の後，小谷隆亮大洗町長，酒井長敬旭
村長よりご祝辞をいただいた。
　また，「原子力との共生を考える」をテーマに，木
元教子氏（評論家）による特別講演が行われ，原
子力事業者と地元がともに栄えていくために何が
必要か，原子力事業者はどんな努力をすべきかに
ついて話があった。
　続いて，「次世代の高速炉サイクルへ」と題し，大
洗工学センターの現況について，永田敬大洗工学
センター所長より報告した後，鈴木惣十実験炉部
長より，事前検討を含め，約１５年かけて進めてき
たMK‐Ⅲ計画の概要を報告した。
　その後，コーディネーターに鳥井弘之氏（東京
工業大学教授）を迎え，松井秀樹氏（東北大学教
授），津久井豊氏（日本原子力発電（株）理事），
向井卓氏（三菱重工業（株）原子力技術部部長）及
びサイクル機構の向和夫「もんじゅ」建設所所長
代理，原広大洗工学センター副所長をパネリスト
として，世界最高水準の高速中性子照射炉となっ
た「常陽」MK‐Ⅲへの今後の期待についてパネル

ディスカッションが行われた。ここでは，「常陽」，
JMTR，HTTRを有する大洗地区が原子力開発の中
核的拠点になるためには，何が必要か等について
意見交換された。
　最後に岸本洋一郎副理事長が閉会挨拶を行い，
本報告会を盛会のうちに終了した。表１に報告会
のプログラムを示す。

２．来賓祝辞

　来賓である小谷隆亮大洗町長，酒井長敬旭村長
からご祝辞をいただいた。
　小谷隆亮大洗町長からは，『１９６３年（昭和３８年）に
原子力（原研）を誘致して以来，大洗町は，「常
陽」，JMTR，HTTRの３つの原子炉が立地するこ
ととなった。大洗町が，我が国の原子力開発に貢
献することを大いに期待する。大洗町では，町民憲
章にも原子の火を育てることを謳い，研究開発を
支援してきた。その成果が結実し，町民を含め，喜
びもひとしおである。昨年，サイクル機構の｢常陽
｣がMK‐Ⅲ改造工事の使用前検査に合格したほ
か，原研のHTTRでは，今後のクリーンエネルギー
として期待される水素の製造に成功する等，明る
い話題が続いた。世界の原子力研究を発展させる
町として，存在感を大いに示すものであった。旭
村も含め，地元町村民も原子力の発展を支えてい
る。新たな技術開発に向け，環境は整備されてお
り，研究開発のさらなる発展を期待する。』との言
葉をいただいた。
　引き続き，酒井長敬旭村長からは，『「常陽」MK
‐Ⅲが，原子力の研究開発に大きく寄与することを
期待する。エネルギーを外国に頼る我が国では，原
子力開発は必要であり，これらは国民の信頼の基
に進められ，相互の安全・安心が重要と認識する。
これまでも，地元と緊密な連携の下，運営を行って
きており，今後も，さらなる安全・安心が得られる

「常陽」MK‐Ⅲ14万キロワット達成記念報告会
～「常陽」から「もんじゅ」へ～

－２００４年１月２６日開催－
河野　直実　雨沢　孝幸�　三次　岳志�　前田　幸基＊ ＊1

大洗工学センター　照射施設運転管理センター　実験炉部
�大洗工学センター　管理部
�大洗工学センター　照射施設運転管理センター　照射管理課

＊

＊1
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よう，慎重な運転をお願いしたい。また，「常陽」
MK‐Ⅲの推進が，「もんじゅ」の早期運転再開へと
繋がることを祈念する。』と「常陽」の活躍，「もん
じゅ」早期運転再開に向けたエールをいただいた。

３．特別講演

　「原子力との共生を考える」をテーマに，原子
力委員である木元教子氏（評論家）に特別講演を
いただいた（写真１参照）。
　「原子力との共生」のキーワードは，１９６３年，
福井県議会が原子力発電所の誘致を決定した際に
使われた言葉であり，地元と事業者が共に栄える
ことを意味する。「共生」を達成した例として，
原子力関連施設の誘致により地場産業を発展さ
せ，大企業に負けない技術力を持つ企業を作り上
げた東海村が紹介された。
　また，サイクル機構をはじめとする原子力事業

者に対しては，「広聴」，「相互理解」のキーワー
ドを認識するよう提言があった。これまでの原子
力開発では「国民理解を得る」といったように，
事業者の考えを一方的に伝えることにより，国民
を理解させようとしてきた。しかし，これからは
国民が何を考えているか，何をイメージしている
かを理解して，これに合う提案をして原子力開発
を進めていくべきであり，そのためには，「公聴」で
はなく，広く意見を聴く「広聴」を進めていかな
ければならないとのことであった。
　原子力委員会では，「核燃料サイクルのあり方を
考える検討会」を開催し，全国の立地地域の首長，
電気事業者，ジャーナリスト，消費者，専門家，
研究機関及び行政庁から，９回にわたり原子力を
巡る問題点の本質は何か，信頼回復のために何が
求められているか，核燃料サイクルはどのように
あるべきかなどについて意見を伺っている。その
結果をとりまとめた冊子「核燃料サイクルについ
て」では，後半部分をQ&Aとしており，一般の人
がどのようなことを考えているかを把握する上
で，参考にしてほしいとの話があった。
　木元教子氏は，最後に，「原子力関連施設は『資
源』であることをよく認識してほしい。現在，六ヶ
所村でITERを誘致しているが，ITERを建設する
ことで，地元が活性するものではない。ITERの建
設により，地場産業を発展させることで地元が活
性するのである」として講演を締めくくられた。

表１　会議プログラム

日　時　　２００４年１月２６日（月）　１３：１０～１７：１０
場　所　　大洗文化センター

開会挨拶 サイクル機構　理事長 殿塚　�一
来賓祝辞 大洗町　町長 小谷　隆亮
 旭村　村長 酒井　長敬
特別講演 評論家 木元　教子
「原子力との共生を考える」
大洗工学センター報告
（１）所長総括報告 サイクル機構　大洗工学センター　所長 永田　　敬
（２）MK‐Ⅲの概要報告 同　照射施設運転管理センター　実験炉部　部長 鈴木　惣十
 実験炉部　原子炉第二課　課長 仲井　　悟
＜休憩＞
パネルディスカッション『「常陽」MK‐Ⅲへの期待』
コーディネーター 東京工業大学　教授 鳥井　弘之
パネリスト 東北大学　教授 松井　秀樹
 日本原子力発電（株）　理事　研究開発室長 津久井　豊
 三菱重工業（株）　原子力技術部　部長 向井　　卓
 サイクル機構　「もんじゅ」建設所　所長代理 向　　和夫
 サイクル機構　大洗工学センター　副所長 原　　　広
閉会挨拶 サイクル機構　副理事長 岸本洋一郎

１３：１０～１３：１５
１３：１５～１３：２５

１３：２５～１４：３０

１４：３０～１５：１５

１５：１５～１５：３０
１５：３０～１７：００

１７：００～１７：１０

写真１　木元教子氏（評論家）の特別講演
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４．大洗工学センター報告

　「次世代の高速炉サイクルへ」と題し，永田敬大
洗工学センター所長より，高速炉サイクルの必要
性や実用化調査研究の現況などについて報告が
あった。また，鈴木惣十実験炉部長より，「常陽」
MK‐Ⅲ計画のあゆみやMK‐Ⅲ炉心を用いた高速
炉技術開発の計画などについて説明があった。さ
らに，仲井悟原子炉第二課長より「常陽」MK‐Ⅲ
冷却系改造工事をまとめたビデオを紹介した。
　これらMK‐Ⅲ計画に係る詳細はサイクル機構
技報No．２１別冊特集「高速実験炉「常陽」の高度
化計画（MK‐Ⅲ計画）と今後の展望」にとりまと
められ，会場で参加者に配布された。

５．パネルディスカッション

　パネルディスカッションでは，大学，電力会社，
メーカー，「もんじゅ」を代表する各パネリストが
「常陽」に期待する役割を述べた後，ａ）「常陽」か
ら「もんじゅ」への技術伝承，ｂ）「常陽」，HTTR，
JMTRを有する大洗町が原子力研究の中核的拠点
となるためには，そしてｃ）原子力で培った技術
の一般産業での活用について，次のような意見交
換があった。
　ａ）については，向和夫所長代理，原広副所長
より，「もんじゅ」２次冷却系のNa漏えいは残念
であったが，「もんじゅ」と「常陽」は，人・技術
の交流を通じて，連携を図ってきたと回答された。
また，向井卓氏より，メーカーの立場から，FBR，
LWRの設計，建設を通じて取得した技術の伝承を
どのように行っていくかは重要な課題であり，
MK‐Ⅲ改造工事での経験が「もんじゅ」へ活用さ
れることを期待するとの話があった。
　ｂ）については，松井秀樹氏から，『「常陽」MK
‐Ⅲが完成し，JMTR，HTTRを含めると大洗地区
は世界有数の照射試験施設群となる。統合新法人，
大学，民間の人材がこれらの施設を共有し，研究
を進めていくための体制整備が次の課題である。』
との意見が述べられた。また，大洗地区が，国際
的にも活用されるためには，統合新法人の体制整
備に加え，大洗町の協力を得て，これらの滞在者
を受け入れるための住居，病院等のインフラやコ
ミュニティの整備が望まれるとの意見が出された。
　ｃ）については，向井卓氏から，これまでの例
として，耐震・免震技術，非破壊検査，ロボット
技術等があることが紹介された。サイクル機構か

らは，これまでに大洗工学センターでの特許が，
敦賀の「へしこ」製造に活かされた例などを紹介
し，特許の開放・技術支援を推進していることを
アピールした。また，地場産業が原子力開発の場
に参入していくためには，両者を取り持つビジネ
スコーディネーター等が必要との意見が出された。
　最後に鳥井弘之氏は，『「常陽」MK‐Ⅲにより，
大洗地区は世界最高水準の照射試験センターとな
る。今後の原子力開発にあたり，これらの施設を
国内外で活用するためには，産官学が協力し，体
制強化を図るとともに，インフラ整備のため大洗
町の協力が必要である。』としてパネルディスカッ
ションを締めくくられた（写真２参照）。

６．おわりに

　「常陽」は，MK‐Ⅲ計画の完遂により，世界最
高水準の高速中性子照射炉となった。本報告会を
通じ，「常陽」MK‐Ⅲは，「もんじゅ」の運転再開，
高速増殖炉サイクルの実用化に向け，運転・照射
実績を確実に蓄積し，これらの成果を着実に発信
していくこと，また，産官学連携の下，世界有数
の照射試験施設群となる大洗地区の一翼を担う原
子炉として，原子力一般，地元産業の活性化に向
けた体制を整備する必要があること等について，
認識が深められた。
　今後，これらの貴重な意見を踏まえ，皆様の期
待に応えられるように，必要な体制整備を推進す
るとともに，これまで以上に成果を発信し，安全
を第一として「常陽」の運転を行っていく。

謝　辞

　報告会にご参加いただいた皆様，開催にご協力
頂いた関係者に感謝，御礼申し上げます。

写真２　パネルディスカッションの様子
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第２回原研－サイクル機構
合同安全研究成果報告会
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－２００４年２月６日開催－

１．はじめに

　２００４年２月６日に東京都千代田区永田町の星陵
会館で「第２回原研－サイクル機構合同安全研究
成果報告会」を開催した。
　サイクル機構と原研の統合を踏まえ，原子力安
全委員会，規制行政庁等を支援するために，両機
関が実施している安全研究の成果報告会を合同で
開催することにより，研究成果を報告するととも
に，統合後の新法人における安全研究の進め方に
関する総合討論を行い，新法人が進める安全研究
に資することとした。
　報告会の開催に当たり，安全研究に関係する国，
大学，関係機関等に対して案内状を送付するとと
もに，原研及びサイクル機構のホームページでの
案内，日本原子力学会等の学会誌上及び電子メー
ル配信での案内等により広く参加者を募集した。

２．報告会

　報告会当日は，報告用スライド集（冊子），サ
イクル機構における安全研究成果の概要（２００１年
度～２００２年度）及び原研における原子力安全性研
究の概要（２００１年度～２００２年度）（CD‐ROM版）
を参加者に配付した。
　本報告会には，松浦原子力安全委員会委員長を
始め，国，大学，電力，メーカー，関係法人等か
ら２５９名（外部：１７６名，サイクル機構・原研：８３
名）の参加が得られた。
　プログラムを表１に示す。

２．１　研究成果の概要

（１）原研の安全研究成果の概要
　原研における安全性研究の位置付け，主要な研
究分野及び安全研究成果の指針類への反映例につ
いて紹介した後，最近の主要な成果の例として再
処理施設の臨界安全に関わる実験研究と環境放射

線測定器の校正技術に関する研究について報告し
た。最後に，原子力二法人統合準備会議報告書を
引用し，新法人における安全研究について基本的
な考えを述べた。
（２）サイクル機構の安全研究成果の概要
　サイクル機構における安全研究の基本方針につ
いて紹介した後，原子力施設等，環境放射能及び
放射性廃棄物処分の各安全研究について，最近の
成果を例示しながら報告した。また，安全研究成
果の指針・基準類への反映例について紹介した。
最後に，新法人における研究開発に係る安全研究
の考え方について言及した。

２．２　各分野の研究成果

（１）セッションⅠ「原子力施設等安全研究」
　原子力施設等安全研究分野から水炉の安全性と
して「軽水炉の熱水力安全評価技術の高度化に関
する研究」（原研）と高速増殖炉の安全性として
「過渡伝熱流動現象評価に関する研究」（サイクル
機構）について成果を報告した。質疑応答はなかっ
た。
（２）セッションⅡ「環境放射能安全研究」
　環境放射能分野から「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」（サイクル機
構）と「高エネルギー放射線の線量測定・評価に
関する研究」（原研）について成果を報告した。
プルトニウム被ばく事故の線量評価の必要性及び
サイクル機構と原研の本分野における統合効果に
関する質疑応答があった。
（３）セッションⅢ「放射性廃棄物安全研究」
　放射性廃棄物分野から「放射性廃棄物処分にお
ける長期的安全評価手法の研究」（原研）と「人
工バリア等の性能に関する長期的挙動評価」（サイ
クル機構）について成果を報告した。両機関の研
究成果を早期に統合し，活用すべきとの意見や，

石川　敬二

本社　安全推進本部



８４

サイクル機構技報　No.２２　２００４．３

会
議
報
告

コンクリート材料の実用化に関する質疑応答が
あった。

２．３　特別講演

　原子力安全委員会の東委員から，「安全規制にお
ける最近の話題」として，「高レベル放射性廃棄
物処分の防護基準の概要」と題する特別講演をい
ただいた。
　はじめに，浅地中処分の防護基準，固体廃棄物
処分に係る制度化の状況及び地層処分の概念につ
いて説明された。続いて，防護基準の共通的事項
として，線量拘束値，リスク拘束値，時間枠，評
価期間，人間侵入，再取り出しの可能性について
説明された。最後に，今後の取り組みとして，高
レベル放射性廃棄物，TRU廃棄物，高βγ廃棄物，
ウラン廃棄物に関する防護基準を挙げ，これらの
課題への新法人からの協力の必要性と期待を強調
された。

２．４　総合討論

　原子力安全委員会原子力安全研究専門部会の木
村部会長が議長を務め，文部科学省の渡辺原子力

課長，原子力安全・保安院の平岡原子力安全技術
基盤課長，原子力安全委員会の村田総務課長，電
気事業連合会の武藤原子力部長，東京工業大学の
鳥井教授及び原研の石島原子炉安全工学部長とサ
イクル機構の石黒バックエンド推進部次長をパネ
リストとして，新法人における安全研究の進め方
について総合討論を行った。
　まず，木村議長から総合討論の趣旨説明があり，
各パネリストから，必要な技術基盤の維持，ヒュー
マンエラーに関する体系的研究，確率論的安全評
価の大衆理解に関する研究の必要性等について基
調報告がなされた。
　これを受け，原研とサイクル機構の各パネリス
トから，研究インフラの確保，研究成果の信頼性
確保と国民への説明責任等について述べた。
　続いて，議長から示された論点に関して，パネ
リストとフロアを交えた討論を行った。原子力安
全基盤機構との役割分担，他の法人や大学の成果
の利用の重要性，研究の多様性と重点化の両立，
中核的研究機関（COE）としての先見性の重要性
等，多岐にわたる活発な議論があった（写真１，２
参照）。

表１　第２回原研‐サイクル機構合同安全研究成果報告会プログラム

日　時　　２００４年２月６日（金）　１３：１５～１７：００
場　所　　星陵会館

開会挨拶 サイクル機構　理事 菊田　　滋
原研の安全研究成果の概要 原研　東海研究所　副所長 野村　正之
サイクル機構の安全研究成果の概要 サイクル機構　特任参事 鈴木　治夫
セッションⅠ　原子力施設等安全研究
軽水炉の熱水力安全評価技術の高度化に関する研究

 原研　熱水力安全研究室長 中村　秀夫
過渡伝熱流動現象評価に関する研究 サイクル機構　流体計算工学研究Ｇ

 　　　主任研究員 村松　壽晴
セッションⅡ　環境放射能安全研究
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

 サイクル機構　線量計測課　副主任研究員 栗原　　治
高エネルギー放射線の線量測定・評価に関する研究

 原研　外部被ばく防護研究室長 山口　恭弘
セッションⅢ　放射性廃棄物安全研究
放射性廃棄物処分における長期的安全評価手法の研究

 原研　廃棄物安全評価研究室長 木村　英雄
人工バリア等の性能に関する長期挙動評価 サイクル機構　処分バリア性能研究GL 油井　三和

特別講演：安全規制における最近の話題 原子力安全委員会　委員 東　　邦夫
総合討論：新法人における安全研究の進め方 議長：（株）原子力安全システム研究所
 　　　技術システム研究所　所長 木村　逸郎
 東京工業大学　原子炉工学研究所　教授 鳥井　弘之
 経済産業省　原子力安全・保安院
 　　　原子力安全技術基盤課長 平岡　英治
 電気事業連合会　原子力部長 武藤　　栄
 原子力安全委員会事務局　総務課長 村田　貴司
 文部科学省　研究開発局　原子力課長 渡辺　　格
 原研　原子炉安全工学部長 石島　清見
 サイクル機構　バックエンド推進部次長 石黒　勝彦
閉会挨拶 原研　理事 早田　邦久

１３：１５－１３：２０
１３：２０－１３：３０
１３：３０－１３：４０
１３：４０－１４：１０

１４：１０－１４：４０

１４：４０－１５：１０

１５：１０－１５：３０
１５：４０－１６：５５

１６：５５－１７：００
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　最後に，原研の早田理事から総合討論でいただ
いた意見を新法人の安全研究に役立てるように努
めるとの発言があった。

３．おわりに

　今回は晴天にも恵まれ１７６名もの外部参加者を
得ることができた。
　東原子力安全委員に特別講演をいただいた後，
総合討論が行われ，文部科学省等の行政庁，電気
事業者，マスコミからのパネリストが一堂に会し
て，新法人における安全研究の進め方について意
見が述べられ，フロアも交えて活発な議論が交わ
された。
　特にパネリストから，それぞれの立場で，新法
人における安全研究の進め方に対する考え方が明
確に示され，大きな期待が述べられた点は，今後，
新法人の安全研究の計画策定の際に参考となる大
きな成果であった。
　来年度も，サイクル機構と原研の合同安全研究
成果報告会を開催する予定である。

　なお，本報告会で配付したサイクル機構分の資
料を以下に示す。
�　第２回原研－サイクル機構合同安全研究成果
報告会　プログラム　スライド集

�　JNC TN1400 2003‐005　安全研究成果の概要
（平成１３年度～平成１４年度－動力炉分野）
�　JNC TN1400 2003‐006　安全研究成果の概要
（平成１３年度～平成１４年度－核燃料サイクル分
野）

写真１　総合討論の様子

写真２　会場との質疑応答
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１．はじめに

　２００４年２月２６日，茨城県東海村にあるテクノ交
流館｢リコッティ」で核燃料サイクル開発機構（以
下，サイクル機構）と日本原子力研究所（以下，
原研）は，合同の技術移転説明会を茨城県の後援
を得て開催した。
　現在，原研は約５００件，サイクル機構は約１，０００
件の国内特許や実用新案を持っており，これらの
特許等や研究開発成果を企業の方々に活用してい
ただくため，これまでそれぞれ独自に技術移転を
進めてきた。
　今回の合同技術移転説明会は，両法人が統合し
て新たに原子力の研究開発を総合的に行う独立行
政法人としての活動に先がけ，先行的取組みの一
環として初めて実施したものである。

２．説明会の概要

　説明会は，｢リコッティ」の多目的ホールを会
場に，サイクル機構と原研の研究開発成果のパネ
ル，模型，製品等の展示コーナー，展示品等の概
要説明を行うプレゼンテーションコーナー，技術
移転相談コーナー，両法人の活動状況や統合準備
状況の紹介コーナーを設けて午前１０時から午後４
時まで開催した。
　当日は，約１００名の企業の方々や，プレスの方な
どが訪れ，展示品や特許内容の質問，新製品開発
のための技術相談など，初めての合同技術移転説
明会に対して大きな関心が示された。
　サイクル機構の展示コーナーでは，これまで６
年間に渡って実施してきた，サイクル機構が保有
する特許を原子力分野に限らず広く中小企業の
方々に利用して頂き，新しい製品を共同研究で開
発する「先端原子力関連技術成果展開事業制度」
で創出された製品を展示した。これらは，水中作
業工具，使用済み発泡スチロール容器を有効活用

したもの，魚類の糠漬け（へしこ）の製造を改良
したもの，レーザーを用いて複雑な配管の形状測
定を行うものなど１１件である。更に革新技術とし
て，大洗工学センターで開発した「ナノ組織制御
酸化物分散強化型（ODS）フェライト鋼被覆管」
を，東海事業所からは大学等との研究協力の一環
として進めている「先行基礎工学研究協力制度」
により実施した｢時間間隔解析技術を用いた次世
代放射線モニタリングシステム｣を展示した（写真
１参照）。
　原研の展示コーナーでは，先端機器やソフトウ
エア関係として，電力不要の真空安全弁，連続腐
食測定天秤，分散コンピューティング資源統合シ
ステムなど１１件，放射線利用技術として，放射線
架橋による高性能フッ素樹脂，生分解性ハイドロ
ゲルを使った床ずれ防止マットや蓄冷剤，傷に貼
る創傷被覆材など１３件，合計２４件の実用化した技
術や実用化を目指している技術の展示や紹介がな
された。
　プレゼンテーションコーナーでは，午前と午後
の２回にわたり，原研とサイクル機構から１時間
ほど展示品や技術移転制度の説明が行われた。
　技術移転相談コーナーでは，研究者やスタッフ，

原研･サイクル機構　合同技術移転説明会

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

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

－２００４年２月２６日開催－

佐々木修一

本社　技術展開部

写真１　会場の様子
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ビジネスコーディネーターが企業の方と技術移転
相談や展示品の詳細説明を実施した。また，両法
人の活動や統合準備状況の紹介コーナーでは，訪
れた方々が紹介ビデオやパネルなどを興味深そう
に見られていた。

３．おわりに

　今回の茨城県を皮切りに，今後は福井県や東京
でも開催を計画しており，原子力の研究開発を通
して創出した新技術を地元の企業の方々に有効に
使っていただく活動を更に積極的に進めて行く。
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表１　２００３年度設備点検主要工程 ：実績：計画

１．高速増殖原型炉「もんじゅ」

　２００３年度設備点検が２００３年５月６日より開始さ
れた。設備点検実績を表１，表２に示す。
　ナトリウム漏えい対策等に係る原子炉設置変更

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

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

高速増殖原型炉「もんじゅ」の研究開発
－高速増殖炉サイクルの研究開発－

備　　考２００３年度
項　　　　目

３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月

１次主冷却系設備

２次主冷却系設備

補 助 冷 却 設 備

２次メンテナンス
冷 却 系 設 備

原子炉補機冷却水設備

原 子 炉 補 機 冷 却
海 水 設 備

１次アルゴンガス系
設 備

機 器 冷 却 系 設 備

制御用圧縮空気設備

ディーゼル発電機設備

所 内 電 源 設 備

無 停 電 電 源
一般計装電源設備

屋 外 開 閉 所
主 要 変 圧 器 設 備

燃 料 交 換 設 備

１次主冷却系循環ポンプ（Ａ）メカニカルシール部等

２次主冷却系循環ポンプ（Ｂ）ポニーモータ等

２次メンテナンス冷却系電磁ポンプ等

原子炉補機冷却水熱交換器，冷却水ポンプ等

（Ｂ）

（Ａ） （Ｃ）

補助冷却設備（Ａ）送風機等

原子炉補機冷却海水ポンプ等

（Ｂ）

（Ａ）

１次アルゴンガス系圧縮機（Ｂ）等

ポニーモータ冷却ユニット
電磁ポンプ冷却ユニット（Ａ）等

機器冷却系冷凍機（Ｃ）等

制御用空気圧縮機等

（Ｂ）（Ａ）

注：状況によって工程の変更はあり得る。

非常用ディーゼル発電機，内燃機関等

（Ｂ）（Ａ） （Ｃ）

Ｂメタクラ，パワーセンタ等

交流，直流無停電電源，計算機用電源，一般計装用電源等

275kV，特高開閉所設備等 77kV特高開閉所設備，主要変圧器等

燃料出入孔・燃料交換孔ドアバルブ等

（Ｃ）

低圧配電盤点検
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　福井県のもんじゅ安全性調査検討専門委員会
は，２００３年８月１１日に技術的審議が終了し，９月１６
日に報告書案の審議が行われたのち，福井県民か
らの意見を踏まえて１１月１０日に第１９回の委員会が
開催され一部修正された。１４日に福井県知事へ最
終報告書を提出された。２１日には福井県知事から
サイクル機構への要請事項を受領した。
　地域の皆様にサイクル機構の業務及び原子力の
基本的な事項も含めて理解していただくことを目
的に「さいくるミーティング」を継続して実施し
ている。２００１年１０月１日から開始して，現時点で
３６３回，１０，７５０人の方々と交流を図った。なお，６
月１２日より「理解促進活動の強化キャンペーン」
を展開し，地元区長や企業への訪問を含めて，取
組を強化している。期間中，１１月２０日には第５回敦
賀フォーラムを開催した。
　「もんじゅ」現場見学会を継続的に開催し，本
期間中に２，５６３名（累積７５，１１９名）の方々に直接現
場を見学して戴くとともに，ご意見を頂戴した。

２．「もんじゅ」に係る研究開発

　「もんじゅ」による研究開発，FBRサイクル総
合研修施設や運転訓練シミュレータを用いた運転
員・保守員の教育訓練，国際協力，敦賀地区の技
術情報管理及び外部機関との研究協力にかかわる
業務を進めている。

２．１　研究開発

（１）プルトニウム利用高度化を目指した研究開発
　原子炉の運転サイクル期間を延ばし，プラント
稼動率を上げるため，高速増殖炉燃料を高性能化
し経済性を向上させる研究開発を進めている。
　高速増殖炉燃料の高性能化については，運転再
開後に当初の安全・安定運転を達成した後の新し
い炉心体系への移行計画やそれと同時に開始する
マイナーアクチニド照射試験計画などについて検
討を継続した。「もんじゅ」制御棒の長寿命化に
ついては，ダブルポーラスプラグ（多孔質金属製

については，２００２年１２月２６日に許可され，翌２７日
にナトリウム漏えい対策工事等の設計及び工事の
方法の変更に係る認可申請書を提出したが，２００３
年９月１２日，設工認変更に係る審査の過程におい
て申請書の記載の修正，追加等が必要になったと
判断した事項について，経済産業大臣に「設計及
び工事の方法の変更に係る認可申請書の一部補
正」を行った。併せて，電気事業法に基づく工事
計画の変更認可申請等の手続きを行った。１２月２６
日，床ライナの熱ひずみについて追加解析等の評
価検討を行った結果を追記し，一部補正を行った。
　原子力発電所に対する国の安全規制の強化が図
られることになったことを受け，「研究開発段階に
ある発電の用に供する原子炉の設置，運転等に関
する規制」の改正が２００３年１０月１日に行われた。
この改正を受け，１２月２４日，国に対して，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
の保安規定の変更認可申請を行った。今後，国に
よる審査を受けていくこととなる。
　新型転換炉ふげん発電所において類似トラブル
が続けて発生した事態を重く受け止め，１０月から
敦賀地区の従業員が一体となって取り組む「安全
管理活動集中キャンペーン月間」として各種活動
を実施した。主な活動として，１０月１日に協力会社
含めた安全大会にて決意表明を実施した。１０月９
日～１２月２２日には所長との職域懇談会にて協力会
社含めてトラブル事例や通報連絡などのテーマで
車座対話を実施した。独立行政法人消防研究所フ
ェローである斎藤直氏による「原子力施設におけ
る火災安全－火災・爆発を理解するための基本的
事柄」と題した安全管理講演会を１１月５日（もん
じゅ），６日（ふげん）に実施した。ふげん発電所
においては，期間中，今後も運転を継続する設備
について，運転操作手順書及び設備・機器の安全
装置等の点検を行うとともに教育訓練の充実・強
化のための点検を行った。
　２００３年度第３回保安検査が１２月２日～１９日にか
けて実施された。

表２　２００３年度設備点検期間内の設備保全工程 ：実績：計画

備　　考
２００３年度

項　　　　目
３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月

もんじゅ港湾内の浚渫
取水口，もんじゅ港の浚渫等

注：状況によって工程の変更はあり得る。
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稼動率を向上させる必要があり，大洗工学セン
ターを中心に進めている実用化戦略調査研究の一
環として，国際技術センターでは運転・保守コス
トの低減のための検討を行っている。
　高温用蒸気発生器体積検査技術の開発について
は，試験体（蒸気発生器伝熱管）を取付ける既設
ナトリウムタンクの改造検討を行っている。また，
ナトリウム中目視検査技術の開発については，水
中で実験を行うために超音波装置の仕様とターゲ
ットモデルの検討を行った。

２．２　教育訓練

　運転員，保守員の教育訓練を平成１５年度FBRサ
イクル総合研修計画に基づいて計画的に進めてお
り，１０月から１２月にかけての３ヶ月分の研修とし
て５コースのナトリウム取扱研修を９回，４コー
スの保守研修を４回，シミュレータ研修を７コー
ス計９回実施した。期間中，研修施設来訪者が
１０，０００人を達成した（写真１参照）。一方，本社と
共催の形で「FBR基礎講座」を開催するとともに，
シリーズ的に実施している「第４回もんじゅ建設
の歩み」と低放射線の影響に関する特別講演を開
催した。また，外部機関研修として福井県の消防
学校ナトリウム取扱研修や契約に基づく保安院ナ
トリウム取扱研修，更に京都大学大学院のシミュ
レータ研修を実施した。

２．３　国際協力

　「もんじゅ」・国際技術センターを国際的に開か
れた共同研究の場として研究開発を推進するた
め，従来から進めている運転経験に関する情報交
換に加えて，「もんじゅ」における　１）運転前試
験，２）照射試験関連，３）高速炉技術の保存と活

の端栓）型ナトリウムボンド・ピンの成立性の見
通しを確認するためのナトリウム洗浄後の長期保
管試験などを実施中である。
（２）供用期間中検査技術開発
　供用期間中検査技術開発については，主として，
原子炉容器廻り検査システムと蒸気発生器伝熱管
検査システムの開発整備を進めている。原子炉容
器廻り検査システムについては，検査装置への搭
載を検討しているEMAT（電磁超音波探傷器）に
ついて，センサー用磁石の小型高性能化のための
構造検討を行っている。試作したHalbach構造の
EMATの超音波強度，超音波指向性等の２００℃ での
基本性能を調べるために高温特性解析を終了し，
検証に必要な高温試験に着手した。蒸気発生器伝
熱管検査システムについては，ECT（渦電流探傷）
センサー性能の向上を目指し，センサーの解析・
試作・試験を進めており，実寸大のモックアップ
装置を用いて各種人工欠陥の検出試験を継続し
た。
（３）運転・保守支援技術，機器・システム技術の

高度化
　運転・保守を支援するためのシステム開発，デー
タベースの整備，事故･トラブルを未然に防ぐため
の異常診断技術の開発等を進めている。
　運転・保守支援技術開発については，「もんじ　
ゅ」作業票・保修票管理システムの開発，CADデー
タの整備を継続して進めている。
　予防保全技術の開発として，地震時速報システ
ムの検討を継続した。また先行高速炉のトラブル
事例についてもんじゅへの反映事項の抽出を進め
た。
（４）もんじゅプラント評価
　「もんじゅ」性能試験等の実機データから，系統
設備の設計余裕及び設計解析の妥当性を示し，得
られた知見を将来炉の設計に資することを目的
に，もんじゅ設計技術評価を実施している。
　高速炉の設計条件や仕様を決める際の判断を支
援するソフトウエアの高度化を進めるとともに，
蒸気発生器の内部挙動を詳細に把握するための解
析コードの整備を進めている。また，１次主冷却系
設備を中心にスクラムフォルトツリーの検討・評
価を実施している。
（５）FBR実用化戦略調査研究
　軽水炉に比肩できるFBR発電コストを達成する
ためには，定期検査の期間を短縮し，プラントの 写真１　研修施設来訪者１０，０００人達成セレモニー
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殖炉構造材の超長寿命疲労強度特性に関する基礎
研究，�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）に
ついて２００３年度分を進めている。
　先行基礎工学研究協力としては福井大学との光
画像計測を応用した気液二相壁面乱流の特徴抽出
に関する研究，京都大学とのFe基系ホイスラー合
金熱電モジュールの高温システム適合技術に関す
る研究につき共同研究の２００３年度分を実施してい
る。
　大阪大学との共同研究として，原子炉容器廻り
検査装置に搭載を検討しているEMAT（電磁超音
波探傷器）に用いる高性能磁石配置の検討を進め
ており，EMATを試作し基本特性を調べている。
また，もんじゅ性能試験データに基づく増殖比・
反応率評価と評価手法の高度化等の検討を実施し
ている。
　九州大学との公募型研究として，蒸気発生器の
伝熱管内に挿入された探傷プローブの振動ノイズ
の原因究明を目的とした検討を進めており，プ
ローブに取付けた加重計と加速度計から得られた
データの整理分析を行っている。
　また，福井大学大学院工学研究科に非常勤講師
を派遣し，「エネルギー・環境概論」の講義を開
始した。更に，福井県産業支援センターが中核機
関となって，文部科学省から補助を受けて実施す
る「都市エリア産学官連携促進事業（福井まんな
かエリア）」に参画すべく手続を進めた。

（敦賀本部）

用の三つを重点課題として国際協力を推進してい
る。１２月に行われた，仏原子力庁との協力に係る
定期調整会議においては，仏側から新たに「もん
じゅ」を活用したMA燃焼についての研究の提案
があり，今後，両者の専門家間で事前検討を行っ
ていくことで合意した。また，その直後に行った
BNFLとの協力に係る定期調整会議においても，
新たな分野の協力として，「もんじゅ」との協力
について，今後，実現のために調整を進めていく
ことで合意した。

２．４　技術情報管理

　「もんじゅ」プラント運転支援に必要なネット
ワーク等情報処理環境，性能評価などに利用する
共有科学技術計算機環境の運用・管理，事務業務・
FBR研究開発業務に必要な計算機等のITインフラ
環境の運用・整備・高度化を継続した。本期にお
いては，敦賀本部サーバ室施錠管理，もんじゅ用
ファイルサーバのディスク領域拡張，もんじゅネ
ットワークへのファイアーウォール設置，デジタ
ルメディアの粉砕による廃棄のルール策定，下期
改善提案の募集開始などを実施した。

３．外部機関との研究協力

　若狭湾エネルギー研究センターとの研究協力と
して「B4Cペレットのイオン照射実験による中性
子照射時の組織損傷に関する基礎研究」や「ナト
リウム取扱い技術にかかわる社会的受容性研究」
について２００３年度業務を進めている。
　福井大学と４件の共同研究（�ヘリカルコイル
型蒸発器管内の沸騰現象の可視化実験，�高速増
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１．はじめに

　高速増殖炉（FBR）サイクル実用化戦略調査研
究は，安全性を大前提とした上で，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，FBRサイクルが本来有する資源有効
利用，環境負荷低減等の長所を最大限に活用した
実用化像を提案する。併せて将来の社会の多様な
ニーズに柔軟に対応できる開発戦略を提示すると
ともに，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ための技術体系を整備する
ことを目的としている。
　本研究は，フェーズⅠ（１９９９年度，２０００年度）
及びフェーズⅡ（２００１年度から５年間）と，段階
を踏んで実施することとし，１９９９年７月から，サ
イクル機構，電気事業者，（財）電力中央研究所
（電中研）及び日本原子力研究所（原研）などから
なるオールジャパン体制で研究開発を開始した。
さらに，その後の研究開発については，５年程度
ごとにチェック・アンド・レビューを受けながら，
ローリングプランで進め，競争力のあるFBRサイ
クル技術を２０１５年頃までに提示することを目標と
している。
　フェーズⅡでは，フェーズⅠで抽出したFBRシ
ステム及び燃料サイクルシステムに関する有望概
念について，可能な限りの定量的な評価が実施で
きるレベルまで設計研究を深めるとともに，技術
的選択の根拠を示す上で必要となる要素技術開発
（データを取得する試験の実施，設計評価のための
解析技術の整備等）を実施し，これらの成果を基
にFBRサイクル全体の整合性に配慮しながら，実
用化候補概念として有望な候補（複数）を選定し，
併せて必要な研究開発計画（ロードマップ）を提
示することとしている。
　フェーズⅡの中間とりまとめを行う２００３年度の
第３四半期では，中間取りまとめに向けて，技術

検討書の取りまとめを行うとともに，電気事業者
等と協議・調整を図りつつ，報告書及びエグゼク
ティブ・サマリー（要約版）の執筆に着手した。

２．高速増殖炉システム

　２００３年度第３四半期は，本年度に実施する中間
とりまとめに向けて，各炉概念の設計研究と要素
技術開発を着実に進展させた。以下に，炉概念ご
とに進捗状況を概説する。
�　ナトリウム（Na）冷却炉
　プラント設計では，中間評価に向け，これまで
の設計検討の結果を踏まえた大型炉及び中型炉の
経済性評価を実施した。中型炉設計検討では，超
音波流量計，破損燃料検出器（FFD）等のプロセ
ス計装の具体化，中間熱交換器（IHX）上部プレ
ナムでの１次系共用型炉心冷却系（PRACS）によ
る自然循環除熱特性解析等を実施し，成立性を見
通した。炉心概念については，混合酸化物（MOX）
燃料炉心では，中間とりまとめに向けた総合評価
に必要な炉心データをとりまとめて提示した。金
属燃料炉心では，炉心出口温度の高度化（５５０℃）に
対応した炉心仕様を設定するためのパラメータ
サーベイを進め，概略仕様を絞り込んだ。
　Na冷却炉固有の課題への対応としては，２重
管蒸気発生器（SG）について，安全性の考え方や
２重伝熱管破損時の補修方法等について検討・評
価した。供用期間中検査及び補修（ISI＆R）につ
いては，Na冷却炉の特徴を反映しつつ軽水炉と同
等の運転・保守性を確保するためのISI＆R方針及
びプラント設計への反映策の検討を継続している。
　要素技術開発では，原子炉容器のコンパクト化
に関する技術開発として，１/１．８スケール液面部
分モデル試験を実施している。これにより，２重
ディッププレート（D/P）体系では，D/P間の流
れにより上段D/Pを通過する鉛直方向流速が緩和
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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－
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＊ボイド反応度：固体燃料と冷却材に液体を用いる原子炉の炉心内において，冷却材の沸騰あるいは気泡通過等の原因によるボイド（気泡）化が炉
心反応度に及ぼす核的な反応度効果。

され，ガス巻き込みが抑制されることを確認した。
また，気泡を伴う渦の発生条件のカバーガス圧力
依存性を明らかにするため水中渦基礎試験を実施
し，気泡を伴う渦の発生条件の流体圧力依存性を
把握した。ループ数削減・大流量化に係わる構造・
材料の健全性評価については，１/３縮尺水流動・
振動試験装置の製作・据付を完了し，データ取得
に向けた準備作業を進めている。また，今年度後
半に実施するエルボ部可視化試験については，試
験体製作を進めている。１次冷却系ポンプを組み
込んだIHXの開発については，加振器振動試験を
終了し，結果を分析中である。また，振動試験結
果による解析モデルの検証を実施している。自己
作動型炉停止機構（SASS）の炉外試験については，
SASS動作時の熱衝撃に対する健全性を確認する
ため，耐熱試験後の過渡試験を実施した。なお，
「常陽」での炉内試験については，要素照射試験
体の製作を継続して実施している。
�　鉛ビスマス冷却炉
　２００３年度の設計研究では，保守補修性向上の観
点からプラント概念の見直しを行うとともに，総
合評価に必要となるデータを整備し，開発目標へ
の適合性を評価する。また，ドイツ・カールスルー
エ研究所（FZK）を中心に進めている腐食特性に
関する試験を継続して実施する。
　第３四半期のシステム設計としては，中間評価
に向け，主要機器の引き抜き補修の考慮等，保守
補修性向上の観点から見直したプラント概念につ
いて経済性評価を実施した。また，技術的成立性
を評価し，開発課題を抽出した。炉心設計では，
炉外腐食試験の中間知見から，鉄鋼材料の酸化形
態に基づき暫定した被覆管最高温度５７０℃ を採用
した場合（従来は６５０℃）の炉心について炉心特
性の評価を実施し，概略評価の妥当性を確認した。
また，総合評価用に高燃焼度・高フルエンス炉心
の設計データをとりまとめて提示した。
　要素技術開発では，FZKとの協力で実施してい
る国産材の流動鉛ビスマス中腐食試験を実施して
いる。また，これまでに実施してきた停留（流れ
のない）鉛ビスマス中での腐食試験や高温鉛ビス
マス中腐食試験（電中研との共同研究）材の材料
分析を継続して実施している。上記試験研究を始
め，腐食に係る研究を継続して実施し，鉛ビスマ

ス冷却炉の基本的な成立見通しを得るための知見
の整備を進めている。
�　ガス冷却炉
　２００３年度の設計研究では，炉心形態として横方
向流冷却概念を中間評価で用いる代表概念と位置
づけ，本炉心概念に適合するシステム，設備，機
器などの仕様設定及び系統設備配置設定を実施す
る。炉心設計では，２００２年度に引き続き横方向流
冷却概念炉心の高燃焼度化の検討を進めるととも
に，増殖比を抑えて燃料サイクルの経済性向上を
狙った高内部転換炉心概念の構築や超ウラン元素
（TRU）組成対応の柔軟性の評価，炉心周りの遮
蔽設計を含めた炉心構成要素の設計等を進める。
また，中間とりまとめに向け，総合評価に必要と
なるデータを整備し，開発目標への適合性を評価
する。
　第３四半期においては，システム設計として，
プラント起動・停止計画，原子炉格納施設を具体
化した。炉心設計では，横方向流冷却概念基準炉
心（取出燃焼度１２０GWd/t）の仕様を設定し炉心
特性解析を行うとともに，設計基準内事象過渡解
析を行い，設計目標を満足する見通しを得た。
　被覆粒子燃料に関しては，被覆層候補材の一つ
であるTiNを対象に，これまでに強度特性，高温
特性及び厚膜形成技術等に着目してTiNの基礎特
性調査を進めている。これらの結果の整理を通じ
て，今後の被覆層材の材料研究開発計画，スケジ
ュールを再検討する。
�　小型炉
　小型炉についてはNa冷却小型炉，鉛ビスマス冷
却小型炉の設計研究，及び多目的利用として水素
製造に関する検討を継続して実施している。
　Na冷却小型炉では，長期燃料無交換，運転保守
補修の簡素化，多目的利用など高速炉特有のア
ピールポイントを幅広く追及し，魅力的な小型炉
概念を提示する計画である。炉心燃料設計では，
金属燃料でZr密度３領域化により出口温度５５０℃
を達成するとともにコンパクト化と長寿命化（２０
年燃料無交換）を両立させる炉心としてボイド反
応度＊）６ドル及び８ドルに相当する炉心・燃料仕
様を設定した。ボイド反応度６ドルの炉心につい
ての安全解析の結果，異常な過渡変化時のスクラ
ム不作動事象（ATWS）でも，燃料健全性を維持
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できる見通しを得た。現在，ボイド反応度８ドル
の炉心のATWS解析を進めており，今後，安全上
の特徴を把握する。プラントシステム設計では，
原子炉容器軸長短縮により更なる物量低減が可能
なことやATWS発生時に炉心・制御棒相対変位反
応度を有効活用できることから，検討対象概念と
して選定した「コンパクト化タンク型炉」につい
てプラント概念の構築を行った。また，長尺炉容
器に懸念される上部炉内構造物の耐震性及び制御
棒挿入性について検討し，その成立性を確認した。
　鉛ビスマス冷却小型炉では，２０年及び３０年寿命
炉心の仕様設定が終了し，プラント概念図の作成
を行うとともに，３０年寿命炉心の安全解析を行い
ATWS時に燃料健全性を維持できる見通しを得た。
　水素製造については，二酸化炭素を発生しない
低温熱化学法を用いた原子力水素プラントについ
て，構造材料調査，原子炉２次冷却系基本構成の
検討，原子炉冷却系機器物量のパラメータサーベ
イを実施し，プラントの基本構成に係わる検討を
継続している。
�　炉型に共通な技術開発課題
　FBRシステムに係わる炉型に共通な要素技術開
発については，炉内試験等を必要とする比較的長
期の開発期間を要するものが多いが，フェーズⅡ
の最終とりまとめ（２００５年度末）に焦点を合わせ，
順次成果を出すことに留意しながら進めている。
　高性能被覆管（ODS鋼）の開発では，２００２年度
の成果に基づいて改良したプロセスによる中空キ
ャプセル大型素管を製造し，特性評価を進めてい
る。また，ロシアBOR‐60炉でのODS鋼燃料ピン
先行照射試験を継続実施している。
　再臨界回避概念の成立性を見通すためにカザフ
スタンで実施している試験研究（EAGLEプロジェ
クト）においては，炉内試験に関し中規模試験用
のモックアップ試験体を用いて，核加熱や予熱・
冷却に関する技術確認を実施するとともに，本試
験に向けて試験容器と試験燃料の入手・許認可手
続きを継続した。炉外試験については，燃料模擬
物質の最終選定に向けた試験を実施し，アルミナ
を燃料模擬物質とした試験技術を確立した。一方，
その後のNa試験については，Na及びNa機器類，洗
浄機器類の準備を進めた。
　構造設計手法の開発では，実用化構造設計基準
（FDS）策定に向け，非弾性設計解析指針及び熱荷
重設定指針の検討を継続した。また，２重管SGの

球形管板の３次元構造解析法を開発した。システ
ム化規格については，信頼性評価手法及び設計・
検査等の部分基準間の裕度交換手法に関して，例
題を通じた検討を進めた。
　高クロム鋼（１２Cr鋼）の開発では，FBR候補熱
処理材の大気中試験とNa中試験を継続した。ま
た，V，Nb成分調整材の衝撃試験及び引張試験，
長時間靭性を低下させる主要因としてLaves相に
着目した組織観察及び定量分析等によりFBR用
12Cr鋼の熱処理及びFBR候補組成の検討を実施
している。
　３次元免震技術の開発では，「建屋全体３次元免
震方式」及び「建屋水平免震＋機器上下免震組合
せ方式」の開発を継続している。「建屋全体３次元
免震方式」の開発では，空気バネと油圧装置を組
み合わせたハイブリッド型を選定し，本免震シス
テムの設計検討を実施している。「建屋水平免震＋
機器上下免震組合せ方式」の開発では，皿バネと
組み合わせて使用する水平荷重支持構造について
検討を進めるとともに，免震構造設計手法につい
て中間とりまとめを実施中である。

３．燃料サイクルシステム

　フェーズⅠにおいて選定した再処理システム及
び燃料製造システムの概念毎に，これまでの要素
技術開発成果を踏まえ，設計の合理化・詳細化を
図るとともに，中間とりまとめを実施している。
（１）再処理システム
�　先進湿式法
　システム技術開発では，要素開発側との意見交
換を踏まえ，技術的成立性及び経済性を中心に，
設計検討結果の精査を実施した。また，FBR導入
期に要求される経済性や軽水炉からのマイナーア
クチニド（MA）のリサイクル等，システムの運
用シナリオに係る検討を実施している。
　高レベル放射性物質研究施設（CPF）において
は，本年度の第２キャンペーンとして，実使用済
燃料を用いた粉体溶解試験，晶析試験及び単サイ
クル共抽出試験を実施し，採取した試料の分析を
進めている。
�　乾式法（酸化物電解法，金属電解法）
　酸化物電解法については，枢要技術であるMOX
電解共析に関して，国内では，今年度実施するウ
ラン（Ｕ）による電解試験の準備を終え試験に着
手した。また，海外機関を利用した研究開発では，
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ロシア・原子炉科学研究所（RIAR）において，最
適な電解条件の把握のため実際の使用済燃料の処
理を想定して複数の核分裂生成物（FP）イオンを
溶融塩中に添加して実施する電解試験を計画して
おり，今期はMOX試験を継続して行った。
　金属電解法については，電中研との共同研究に
基づきCPFに設置したプルトニウム（Pu）試験用
設備において，Ｕを用いた試験を開始し，酸化物
Uの金属への還元，電解槽での金属Ｕの回収（図
１），回収されたＵの蒸留精製の一連の試験を行っ
た。電中研と原研との共同研究においては，原研
大洗研究所のアルゴン雰囲気グローブボックス内
に設置した小規模電解槽及び蒸留試験装置で，照
射用U‐Pu‐Zrの３元合金照射ピン製造に用いる金
属Puを製造するための試験を行った。
（２）燃料製造システム
�　簡素化ペレット法
　システム技術開発では，要素開発側との意見交
換を踏まえ，技術的成立性及び経済性を中心に，　
設計検討結果の精査を実施した。
　ショートプロセス製造技術については，外部識
者による課題評価でのコメントを含め，次ステッ
プの燃料製造要素技術開発計画と照射燃料の供給
に向けた準備を継続している。低除染のTRUを含
有する燃料製造技術開発については，Amを含有
する高除染MOX燃料試作ペレットの分析を進め
ている。Am/Npと模擬FPを添加したペレット燃
料について，物性測定及び評価を継続するととも
に，具体的な照射条件の検討を行っている。

�　振動充てん法
　今後の振動充てん法の評価に向けた小規模ウラ
ン試験の準備を完了し，試験を開始した。
　また，スイス・ポールシェラー研究所（PSI）
との共同研究において，オランダHFR炉で今年度
から振動充てん燃料照射試験を実施する計画であ
る。今期は，搬入を完了したピンを照射リグに組
立て，次期の第１回照射に向けた準備を継続して
いる。
�　鋳造法
　電中研－原研共同研究において，常陽照射用金
属燃料ピン作成試験に向けて，グローブボックス
の設置を行った。グローブボックス内に設置する
射出成型装置については，コールド試験用装置の
設計経験を基に，U‐Pu‐Zrの３元合金製造装置を
設計した。
（３）その他
　新リサイクル技術（ORIENT‐cycle）１）について
は，分離技術者のみならず廃棄物等幅広い分野の
メンバーによる検討を踏まえ，革新的分離技術に
ついて，経済性等の観点も踏まえて分離技術を組
み合わせ，新たな分離スキーム案を構築するとと
もに，その評価を継続している。

４．総合評価

　有望なFBRサイクル概念を明確化するため，候
補概念に関する多面的評価を進めている。定量的
な評価指標である経済性，資源有効利用性，環境
負荷低減性については評価構造を設定し，評価対

図１　CPFにおけるウランを用いた金属電解法試験

金属電解試験装置 回収した金属ウラン
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象とするFBRサイクル候補概念についてデータを
設計部署より収集しデータベースに登録した。核
拡散抵抗性・技術的実現性・社会的受容性の定性
的な評価指標については，担当者からのヒアリン
グを実施し評価用データを収集している。各評価
指標の統合化を行う「重み」については，有識者
の意見聴取等を行いつつ検討を進めた。具体的に
は，今後の電力，エネルギー市場に影響を及ぼす
マクロな社会的要因を念頭に置き，将来社会の価
値観を表す複数のシナリオを準備し，各シナリオ
において視点間で一対比較する方法を用いて安全
性を除く６つの指標（経済性，資源有効利用性，
環境負荷低減性，核拡散抵抗性，技術的実現性，
社会的受容性）の重みを設定することとした。
　また，FBR以外の他エネルギー源との比較評価
に関しても，各評価指標を定量化するためのデー
タ収集を進めた。
　各FBRサイクル候補概念を導入した場合のシナ
リオを想定し，軽水炉からFBRへの移行状況，ウ
ラン累積需要量，使用済燃料貯蔵量の推移などの
燃料サイクル収支を予備的に評価した。FBRサイ
クル候補間で導入可能時期や炉心性能の違いによ
る資源的観点と環境負荷の観点からみた各候補概
念の特性を把握した。
　諸量解析コードについては，長寿命核分裂生成
物（LLFP）分離・変換サイクルの諸量解析機能を
追加し，試計算を実施した。
　FBRサイクルデータベースについては，各デー
タベースの検索・表示機能の改良を行うとともに，
データベースの情報登録を継続的に実施した。
　FBRサイクルの社会的受容性向上の検討につい
ては，訴求対象，FBRサイクルが有する強み・弱
み・機会・脅威を整理した上で，取り組みスケジ
ュール及び目標達成のために達成すべき要件を明

らかにし，今後のアクションプランの検討を行っ
ている。検討にあたっては，有識者の意見聴取を
実施し参考としている。
　燃料サイクル施設を対象とした安全性のリスク
特性把握については，設計要求に対する充足性の
見通しを判断するため，代表的な湿式システムと
乾式システムを対象として施設外への放射性物質
放出リスク及び放出放射能による公衆の健康影響
リスクの推定を行った。その結果，両システムと
もに，放射線被ばくによる急性死亡リスクは無視
でき，個人の致死ガンリスクについても，判断基
準の目安値である１０－６ガン死亡/人/年/サイト（１
年間に日本で個人が悪性新生物により死亡する確
率値の約０．１％に相当）を下回る見通しを得た。炉
システムについては，Na冷却，鉛ビスマス冷却及
びヘリウムガス冷却の代表概念について安全設計
概念のレビュー及び予備的な安全解析結果に基づ
く安全設計要求の充足見通しについて検討し，そ
の結果を技術検討書ドラフトにまとめた。
　また，総合評価用の２２ケースについて炉システ
ム及び燃料サイクル施設を対象とした平常時にお
ける周辺公衆の放射線被ばく（環境負荷低減性の
指標のひとつの評価尺度）について検討した。設
計概念によっては，放出挙動についての基礎デー
タの取得が必要であるが，全ケースとも設計要求
への充足性を満足する見通しである。
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１．高速増殖炉固有の研究開発

　高速増殖炉（FBR）の研究開発は，安全確保を
前提に，「経済性向上，資源の有効利用，環境負荷
低減，核不拡散性の確保」を目標に，燃料サイク
ルと整合をとり，実用化に向けて競争力のある技
術に仕上げることを目指している。
　このため，大洗工学センターを中心に，FBR固
有の特徴（高速中性子の利用，高温構造システム，
液体金属等を冷却材として利用）を踏まえて，「安
全性の研究」，「炉心・燃料の研究」，「構造・材料
の研究」をFBR基盤技術開発の３本柱とし，米国，
仏国，露国等との国際協力を活用して効率的に実
施している。
　現在は，FBRサイクル実用化戦略調査研究にお
ける種々の候補概念の成立性判断や絞込みと国の
安全研究に研究成果を反映することを目的に重点
化を図って進めている。

１．１　安全性の研究

　FBRの安全性の研究は，FBRの特徴を十分に考
慮し，FBRの実用化を支える基盤研究としてFBR
サイクル実用化戦略調査研究へ成果を反映するこ
と，国の安全規制への貢献の観点から安全基準類
や安全審査のための判断資料の提供等，国の研究
機関として安全研究を推進する役割を果たすこ
と，サイクル機構が有する「常陽」，「もんじゅ」の許
認可及び安全性維持・向上に主体的に貢献を果た
すことを目的に研究の重点化を図り進めている。
�　確率論的安全評価に関する研究
　確率論的安全評価に関する研究は，FBRの安全
性を包括的に評価するための確率論的安全評価
（PSA）手法及びFBR機器の信頼性データベースを
開発・整備するとともに，その適用を通じてFBR
の安全性の向上に資するものである。
　確率論的安全評価（PSA）手法については，FBR

サイクル実用化戦略調査研究で進めている大型及
び中型ナトリウム炉の概念設計仕様の変更を受け
て，炉心損傷の年間発生頻度を算出し，実用化へ
の課題を再検討した。また，FBR機器の信頼性デー
タベースについては，機器信頼性データベース
“CORDS”の最新データベースに基づき，故障率
データハンドブックの作成を継続した。
�　燃料安全に関する研究
　燃料安全に関する研究は，過渡条件下における
燃料破損メカニズムと破損限界の実験的な解明と
合理的な破損評価手法の開発，炉心局所事故時の
燃料ピン・冷却材伝熱挙動と被覆管破損後の燃料
損傷拡大挙動の実験的な解明とこれらの評価手法
を開発し，FBR燃料（主としてMOX燃料）の実
用化と安全評価上の基準類の整備に資するもので
ある。
　定常及び除熱能力低下型条件下での破損限界評
価については，実用化被覆管候補材料であるODS
鋼（酸化物分散型強化鋼）の照射材短時間強度デー
タ評価より制限値の合理化の検討を行った。過出
力条件下での破損限界評価については，米国アル
ゴンヌ国立研究所（ANL）との共同研究で行う炉
内試験計画に反映するためCABRI‐RAFT計画試
験の過出力試験結果をまとめ，国際会議（ICONE
‐12）へ論文投稿を行った。
�　炉心安全に関する研究
　炉心安全に関する研究は，炉心損傷事象に係わ
る実験的データベース及び安全評価手法を整備・
適用して，FBRの炉心安全性の向上に資するもの
である。
　再臨界排除（溶融した燃料が再集合し，出力が
再上昇して有意な機械的エネルギー放出に至る事
象を排除すること）可視化基礎試験については，
冷却材逆流型FCI（燃料と冷却材の熱的相互作用）
試験を９試験実施し，試験データの取得を行った。
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カザフスタン共和国国立原子力センター（NNC）
の試験炉IGRを用いた再臨界問題排除に向けた試
験研究（EAGLEプロジェクト）においては，融体
の排出経路の壁破損挙動について調べる試験
（WF）のモックアップ試験体を使用して，試験技
術の確認を行い，本試験の準備を進めた。炉外試
験ではナトリウムを用いた試験の準備を継続した。
�　伝熱流動に関する安全研究
　伝熱流動に関する安全研究は，FBRの安全性向
上及び安全評価に不可欠な伝熱流動に関する評価
手法，基盤データを整備し，技術基盤を確立する
ものである。特に，異常な過渡変化から設計基準
外事故までを対象とした総合的な解析評価手法の
確立及び冷却材バウンダリや炉内構造物の健全
性，崩壊熱除去時の炉心除熱特性，反応度抑制機
能喪失事象（ATWS）を対象とした炉心核的特性と
伝熱流動を結合させた受動安全特性を評価する手
法の確立と実験的知見の取得に重点を置いている。
　高燃焼炉心内での変形燃料ピンバンドルに対す
る熱流動現象の評価については，サブチャンネル
解析コード（ASFRE）と燃料変形解析コード
（BAMBOO）の連成解析手法の検証を継続し，局
所詳細熱流動解析用有限要素コードは，組み込ん
だモデル（低レイノルズ数型の乱流モデル，熱乱流
モデル）の検証を行った。また，全炉心熱流動解
析手法（ACTコード）の検証作業を完了した。サー
マルストライピング（高サイクル熱疲労）に関する
研究では，T字管合流部の混合現象の試験評価を
国際会議（NURETH‐10）で発表した。また，サーマ
ルストライピングの評価手法に関して，｢配管の高
サイクル熱疲労に関する評価指針｣（JSME S０17‐
2003）に反映した。
�　ナトリウム及び格納系に関する安全研究
　ナトリウム及び格納系に関する安全研究は，ナ
トリウムに係わる安全性評価技術の高度化を図る
とともに，ソースターム及び格納系安全評価技術
の高度化を図るものである。
　ソースターム評価手法の開発については，炉内
ソースターム総合解析コード“TRACER”コード
について，気泡移動・分離モデルの改良，解析並
びにマニュアル整備を進めている。ナトリウム燃
焼に関する研究に関しては，空気中の液体ナトリ
ウムの液滴状燃焼のメカニズムを把握するため落
下液滴燃焼実験を開始した。実験は，ナトリウム
の液滴を空気中に落下させ，自発着火するまでの

時間，落下の様子などを測定するものである（図
１参照）。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）による１２Cr鋼のウェステージ（損耗）試験
データの整理を完了するとともに，蒸気発生器水
リーク試験（SWAT‐3R）装置の総合機能確認試験
を終了し，注水試験の準備を開始した。また，高
温ラプチャ解析コード“TRUE”及び破損伝播解
析コード“LEAP‐BLOW”によるSWAT‐3R試験
の予備解析を終了し，試験運転への反映を開始し
た。

１．２　炉心・燃料の研究

　炉心・燃料の研究は，安全性に優れた合理的な
設計に反映することを目的に，FBR炉心の特徴で
ある，使用温度が高いこと，高速中性子場で照射
されること，ナトリウム等を冷却材に用いること，
高燃焼度まで燃料を使用すること等を踏まえて進
めている。
�　炉心に関する研究
　炉心の研究は，FBR炉心の特徴である中性子エ
ネルギーとして核分裂スペクトルの数MeV領域
から数十eVまでの５桁に及ぶ広い範囲での中性
子の反応を精度よく評価するための核特性評価技
術の開発，高燃焼度化や高線出力化に対応する燃
料体の伝熱流動を評価するための熱流動評価技術
の開発を進めている。
　核特性評価技術の開発では，露国臨界実験装置
（BFS）実験解析成果に基づく，BN‐600ハイブリ
ッド炉心の解析精度評価を終了し，報告書にまと
めた。また，マイナーアクチニド（MA）核種生成・
消滅量評価に関する検討として，MA核データの

図１　落下燃焼するナトリウム液滴
　　　（試験容器内部を上から見た様子）
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精度向上目標の検討を実施した。
　熱流動評価技術の開発では，高燃焼度変形燃料
ピンバンドル内熱流動評価手法の整備を実施して
おり，局所詳細解析手法について，低レイノルズ
数型の非等方乱流モデルの導入及び基本検証を実
施した。
�　燃料に関する研究
　燃料の研究は，燃料サイクルコストの低減や炉
心サイズのコンパクト化を図るため，混合酸化物
燃料（MOX）ペレット燃料を中心に，集合体取出
平均燃焼度１５０GWd/t，ピーク線出力４００W/cm以
上，被覆管最高温度約７００℃ 以上を目標とし，燃料
ペレットから集合体規模までの高燃焼度での挙動
を評価するための燃料特性評価技術開発，高燃焼
度下でのスエリング特性に優れた材料を開発する
ための炉心材料開発に重点を置いて進めている。
また，FBRサイクル実用化戦略調査研究で対象と
なっている金属燃料や窒化物燃料，振動充填燃料，
マイナーアクチニド（MA）含有燃料等の新型燃料
開発を進めている。
　燃料特性評価技術開発では，MOX燃料を照射す
ると，Puが再分布し再分布領域がホットスポット
となり，燃料温度が上昇する等の課題がある。そ
こで，MOX燃料ペレットにおけるPu再分布挙 
動の評価を実施するため，燃料挙動解析コード
“CEDAR”の化学的挙動モデルの高度化を図る。
その解析コードの高度化に対応するための物性試
験として行う，拡散係数測定試験の準備を継続し
た。
　炉心材料開発では，露国原子炉科学研究所
（RIAR）で製造した酸化物分散強化型（ODS）フェ
ライト鋼被覆管燃料ピンの露国高速実験炉BOR‐
60での照射試験を継続している。
�　照射技術開発及び照射後試験技術開発
　高速実験炉「常陽」では，照射試験ニーズに対
応した照射装置の開発や照射条件を評価するため
の照射技術開発を進めている。また，「常陽」等
で照射した燃料や材料は高線量となることから，
遮蔽窓越しにマニプレータを用いた遠隔操作によ
り試験を行う。このため，遠隔操作性・保守性に
優れ高精度でデータ採取を可能とするための照射
後試験技術開発を進めている。
　照射技術開発では，プラントの状態監視・異常
検知の観点から，安全性・信頼性の向上に反映す
るため，光ファイバーによる計測システムの開発

を実施している。当該四半期では，「常陽」MK‐
Ⅲ性能試験において，定格熱出力で原子炉運転中
の１次主冷却系機器の歪・振動データを取得した。
　照射後試験技術開発では，燃料・材料の継続照
射を目的とした各種照射リグの再組立技術を確立
するための技術開発を進めている。当該四半期で
は，照射済のC型照射燃料集合体に対して外側ラ
ッパ管交換によるバンドル単位での再組立試験を
実施した。（図２）
�　分離変換技術開発
　長寿命核種（核分裂生成物，アクチニド核種）
の分離変換技術は，放射性廃棄物の廃棄量の低減，
ウラン資源の利用効率の向上や白金族元素等の希
少金属の回収，有効利用等を目的に技術開発を進
めている。
　当該四半期においては，露国との共同研究であ
る全アクチニドの同時一括抽出法に関する研究を
継続実施した。また，地層処分の負荷低減を実際
の高速炉サイクルを例にとって定量評価を米国カ
リフォルニア大学との共同研究で行った。

１．３　構造・材料の研究

　FBRの構造・材料の研究は，炉の使用期間に渡
って運転温度が高温でかつ機械的荷重や熱応力の
厳しい条件で使用されるというFBR特有の課題に
焦点をあてて，プラント建設コスト低減とプラン
トの高温化・長寿命化，並びに運転信頼性の向上
を通じてFBRの安全性，経済性の向上を図ること

Ｃ型照射燃料集合体

外側ラッパ管の交換

図２　照射燃料集合体の再組立
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を目的としている。
�　高温構造設計技術開発
　高温構造設計技術開発は，主要機器構造の設計
最適化と信頼性向上，原子炉構造のコンパクト化
と系統構成の簡素化というFBRの実用化の課題を
解決するため，構造解析コードの開発，クリープ
疲労損傷の防止に重点をおいた強度評価手法の高
度化と構造設計基準の整備，熱過渡荷重評価から
構造健全性評価を統合して解析する技術の開発，
設計から製作・運転・保守を包括的にとらえ構造
設計の抜本的な合理化を狙ったシステム化規格技
術の開発に重点をおいて進めている。
　構造解析コードの開発については，汎用非線形
構造解析コード“FINAS”を，実用化戦略調査研
究及び基礎基盤研究における種々の解析ニーズに
反映させている。構造健全性評価に係る解析・評
価技術の開発では，SUS304試験体の周波数応答特
性を確認するために，高サイクル熱疲労試験装置
を用いた熱疲労強度試験を継続した。また，高サ
イクル熱疲労試験装置の開発成果を，機械学会に
発表した。システム化規格技術の開発については，
裕度交換（裕度の重複を避け，過剰な裕度を適正
な水準に設定すること）の有効性実証を目的とし
て，内圧と熱過渡が重畳する場合の構造健全性に
ついて検討を継続した。
�　材料評価技術開発
　FBRの構造材料は，高温すなわちクリープ現象
が生じる温度領域で使用されること，ナトリウム
等の液体金属が冷却材として使用されること等か
ら，軽水炉ではさほど重要でないクリープやク
リープ疲労に対する強さ，さらには延性などの高
温における材料特性や耐食性に優れていることが
要求される。このため，高温強度に優れた低炭素・
窒素添加のオーステナイト系ステンレス鋼
（316FR鋼）や高クロムフェライト鋼（12Cr鋼）
等の材料開発，材料強度データベースと材料強度
基準の整備，高温強度・寿命評価法の開発，高
温・長時間使用環境下における構造材料の損傷機
構の解明と損傷検出技術の開発，ナトリウムや鉛
ビスマスなどの冷却材に対する構造材料の耐食性
評価と腐食機構の解明に重点をおいて進めている。
　高クロムフェライト鋼の材料開発では，FBR用
12Cr鋼（HCM12A）の大気中長時間材料試験，熱
時効試験及びナトリウム中材料試験を継続した。
Pb‐Bi腐食特性評価及び腐食制御基礎技術の開発

では，独国カールスルーエ研究所（FZK）と共同
で実施している主要国産FBR材料（316FR，
HCM12A，ODS）を対象とした流動Pb‐Bi共晶合
金（LBE）中腐食性確認試験を継続した。これま
でに得られた成果を，ハイブリット炉材料及びそ
の関連技術に関する国際ワークショップ
（IWMHR‐3），米国原子力学会（GLOBAL2003），
重液体金属炉に関する国際会議（HLMC2003）で
発表した。漏えいナトリウムの活性抑制技術の開
発においては，ナトリウム化合物の熱力学特性評
価試験を継続した。
�　耐震設計技術開発
　FBRの機器類は，低内圧と大きい熱応力を考慮
して相対的に薄肉構造を採用することから，耐熱
応力設計に加えて耐震設計を十分に行うことが重
要となる。また，FBRに免震構造を採用すること
により地震入力を低減でき，物量削減や設計の簡
素化・標準化等が期待できる。このため，地震時
の高温配管の耐震強度評価法の開発，地震荷重を
根本的に緩和する技術としての３次元免震構造と
その評価技術に関する研究を進めている。
　上下免震評価法の開発においては，水平荷重支
持構造の皿バネ材料の摩擦試験の準備作業に着手
した。３次元免震構造とその評価技術について
は，建屋３次元免震構造として，空気バネ油圧装
置を組合せたハイブリッド型を選定し，免震シス
テムの設計に着手した。

２．高速実験炉「常陽」

　「常陽」は，液体金属ナトリウム冷却の高速増
殖炉（FBR）実験炉として，１９７７年の初臨界達成
以来，熱出力５０MW及び７５MWでの増殖炉心（MK
‐Ⅰ炉心）による運転を経て，１９８３年から照射用
炉心（MK‐Ⅱ炉心）として，熱出力１００MWでの
照射運転を開始し，２０００年６月末に累積運転時間
約６万１千時間，積算熱出力約５０億６千万kWhを
達成し，MK‐Ⅱ炉心としての運転を終了した。
　その後，高性能燃料・材料の開発をより効率的
に進めること及び外部からの幅広いニーズに即し
た照射試験を行うために，「常陽」高度化計画（MK
‐Ⅲ計画）を進めている。MK‐Ⅲ計画では，MK‐
Ⅱ炉心より高速中性子束を高める（約１．３倍）と
ともに，炉心燃料領域を拡大し，制御棒の配置を
変更して照射用集合体装荷数を増加（約２倍）及
び燃料取扱設備の自動化等により照射運転時間の
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増大（約１．５倍）を図る。これら炉心の高中性子
束化と炉心領域の拡大に伴い原子炉定格出力が
１００MWから１４０MWに増大することにより，冷却
系の機器（主中間熱交換器２基，主冷却機４基及
び２次主循環ポンプ用モータ２台）を交換し，７
月２日，MK‐Ⅲ炉心での初臨界を達成した。当該
四半期は，性能試験に伴う原子炉運転を継続実施
し，１０月２８日に定格出力１４０MWに到達した。引

き続き，各種性能試験に伴う原子炉運転を実施し，
１１月２７日にMK‐Ⅲの使用前検査及び第１３回施設
定期検査に合格した。その後は，MK‐Ⅲ炉心での
第１サイクル炉心構成のための燃料交換作業を実
施した。表１に「常陽」の工程表を示す。

（大洗：開発調整室）

表１　工程表

２００５年度２００４年度２００３年度２００２年度２００１年度２０００年度年度

運転
工程

M
K
‐
Ⅲ
計
画

炉心冷却系機器据付工事・総合機能試験・性能試験
▽合格

第１３回定期検査

MK‐Ⅱ運転（１００MW） 性能試験

▲

MK‐Ⅲ運転
（１４０MW）

第１４回定期検査

▲

▲

▲

（１４０MW）
MK‐Ⅲ運転
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１．燃料の研究開発等

　本業務は，高速増殖炉燃料サイクルのトータル
コストの大幅低減を可能にする燃料の開発を目的
としている。第１段階として加工，再処理コスト
が低く，高燃焼度化が可能な太径中空燃料を用い
た高経済性炉心について研究し，燃料概念の絞り
こみを実施している。
　当該四半期は，高速増殖原型炉「もんじゅ」に
太径中空燃料の燃料要素９１本タイプの燃料集合体
と燃料要素１２７本タイプの燃料集合体を装荷する
場合を想定し，その炉心構成を検討した。
　また，高速増殖炉サイクルの実用化に向けた「実
用化戦略調査研究」の一環として，簡素化ペレッ
ト法を採用したマイナーアクチニド（MA） ＊添加
低除染燃料製造施設の検討を実施している。
　当該四半期は，MA添加低除染燃料の核・熱影
響に鑑み，セル内設備として遠隔運転・遠隔保守
が可能な，成型，焼結，集合体組立等の枢要設備
について概念設計を行った。

２．燃料製造技術開発

　中空ペレット製造技術開発は，高速増殖炉の運
転サイクルの長期化（高稼働率），燃料費低減のた
めの高燃焼度化並びに高線出力化等に必要な燃料
の中空ペレットの安定製造及び製品収率の向上を
目的としている。
　今年度は，引き続き中空ペレット製造用モック
アップ試作機（成型設備）を用いて，模擬粉末に
よる機器単体の性能評価試験を実施している。
　当該四半期においては，乾式ダイ潤滑型成型技
術の確証試験を行った。
　簡素化プロセス技術の開発は，MOX（混合酸化
物）燃料の製造プロセスを大幅に削減し，製造コ

ストを抑えることを目的としている。前年度まで
の試験により本プロセス要素技術の技術的成立性
を確認している。
　今年度は，簡素化プロセス技術の開発として，
本プロセスにより製造されたMOXペレットの照
射性能を確認するために２００７年度から「常陽」で
実施する照射試験に向けて，試験燃料の製造を行
う計画である。
　当該四半期においては，この試験燃料製造の準
備を行った。
　スフェアパック燃料の開発は，模擬粒子を用い
たコールドの充てん試験を継続するとともに，被
覆管内の粒子燃料の充てん状況を評価し，振動充
てんの最適条件を把握するため，Ｘ線ラジオグラ
フィによる検査装置を乾式プロセス・材料試験棟
に新設した。また，応用試験棟に整備した振動充
てん燃料製造試験装置（粒子燃料製造及び振動充
てんの試験装置）を用いたウラン試験を開始した。
　スフェアパック燃料の照射試験をスイスPSI
（ポールシェラー研究所）及びオランダNRG（Nu-
clear Research and Consultancy Group）との共同
研究により準備している。PSIにおいて製造した
スフェアパック（写真１：スフェアパック燃料ピ
ン）に加えて比較参照用のペレット，バイパック
の各燃料をオランダNRGが運転管理している
HFR（High Flux Reactor）へ輸送し，照射試験に
向けて炉サイトでの準備を進めている。
　スフェアパック燃料の設計コードの開発を進め
ており，既存のペレット用の設計コードに粒子燃
料を評価するためのモデルを整備して，追加する。
熱伝導度を評価するためのモデルについては，微
焼結UO2粒子を用いた測定手法の開発及びFP，
TRUを模擬した低除染UO2ペレットを用いた熱伝
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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－

＊マイナーアクチニド：ウランやプルトニウムからの核変換により生成する放射性元素のうち，Np（ネプツニウム），Am（アメリシウム），Cm（キ
ュリウム）の総称
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導度測定準備を継続している。機械強度を評価す
るためのモデルについては，粒子充てん体の実効
弾性率モデルの改良を継続している。

３．核変換の技術開発

　核変換技術開発は，高レベル放射性廃棄物
（HLW）中の放射性物質を短寿命核種や非放射性
核種に核反応を利用して変換し，管理の時間を短
縮することを目的に進めている。その中で，工学
的に可能な技術とするために必要不可欠な核反応
断面積データの実験研究及び測定技術開発を実施
している。
　米国ORNL（オークリッジ国立研究所）との共
同研究の一環として，Pd‐107の熱中性子捕獲断面
積に関する情報を得るため，Pd‐107が中性子捕獲
する際に１０－14秒という瞬時に放出される即発ガン
マ線の測定データの解析を実施し，熱中性子捕獲
断面積の下限値を解析評価し，資料の取りまとめ
を実施している。
　また，核断面積測定技術開発の一環として，即
発ガンマ線分光法と飛行時間測定法による断面積
測定手法の開発を並行して進めた。即発ガンマ線
分光法については，ガンマ線検出器（ペアースペ
クトロメータ）の性能把握試験を実施した。飛行

時間測定法については，BGO検出器（Bi4Ge3O12結
晶シンチレータを用いたγ線検出器）とデジタル
波形処理技術を用いた核断面積測定システムを開
発し，放射性核種の中性子捕獲断面積測定に適用
可能であることを，Np‐237サンプルを例に実証し
た。
　核データ測定精度の更なる信頼性向上を目指し
て，文部科学省公募型研究の一環として「高度放
射線測定技術による革新炉用原子核データに関す
る研究開発」を継続し，革新的な核データ測定装
置である全立体角Ge検出器開発の技術要素であ
る，反同時計測用BGO検出器の開発及びGe検出器
のセグメント化技術開発を継続した。

４．燃料製造

 「常陽」MK‐Ⅲ第一次取替燃料集合体（８５体）の
製造については，ペレット製造，燃料要素加工及
び燃料集合体の組立を継続した。これまでに燃料
集合体８体の官庁検査を受検し，合格した。
　ロシアから調達した「常陽」MK‐Ⅲ取替炉心燃
料集合体用の原料濃縮ウランを東海事業所に受入
れた。

５．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，プルト
ニウム系廃棄物の減容・安定化処理技術の開発を
目的として，今年度も焼却設備等の実証試験を実
施している。
　当該四半期においては，難燃物焼却設備の実証
試験運転を１１月下旬まで行い，今年度累積で約４６０
本（２００リットルドラム缶換算）の焼却を行った。こ
の後，２００４年１月から開始する設備の保守点検に
向けた準備を行った。

写真１　製造したスフェアパック燃料ピン

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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高速増殖炉燃料再処理技術の研究開発
－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，経済性等の高速炉燃料サイ
クル実用化の要件に応えるため，湿式再処理工程
の合理化やマイナーアクチニド（MA）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，
経済性等に優れた先進的な再処理プロセスとする
ため，溶解・抽出技術に関する効率化及び簡素化
に係る要素技術や晶析技術に関する要素技術の開
発を進めている。
　高レベル放射性物質研究施設（CPF）では，２００３
年１０月より高濃度溶解液を得るための基礎検討と
して，従来の使用済燃料のせん断片溶解に対し，
粉化した使用済燃料の溶解試験を実施し，粉化燃
料に対する溶解挙動評価を実施した。また，粉化
燃料溶解試験で得られた高濃度溶解液を用いて，
晶析技術に関する試験を実施し，使用済燃料を用
いた初めての晶析挙動評価を開始した（写真１：
晶析試験で得られた燃料結晶）。グローブボックス
においても，これまでの晶析要素試験に引き続き，

ウランとプルトニウムの混合割合をパラメータと
した晶析挙動評価試験を実施した。更に，遠心抽
出器を用いた抽出試験については，溶解液供給時
の温度を考慮した試験を実施し，抽出挙動を確認
した。試験結果については，これまで実施してき
た高効率溶解試験，U/Pu/Np共抽出試験，晶析試
験等とともにデータ解析，評価を継続している。
（２）マイナーアクチニド等の湿式分離研究
　マイナーアクチニド（MA）回収技術開発の一環
として，アメリシウム（Am）等を分離するTRUEX
法，SETFICS法等の技術検討を継続している。

１．２　乾式法

　現行の再処理法と比較し，経済性に優れること
が期待されている乾式法の技術開発を進めている。
　乾式再処理プルトニウム試験に関する（財）電力
中央研究所との共同研究契約に基づいて，CPFに
設置した金属電解法プルトニウム試験設備のコー
ルド試験等の調整試運転を行い，ウラン試験に向
けた設備の改造，機能確認等を終了した後，ウラ
ンを使用したLi還元，電解還元，蒸留の試験を実
施し，一連のプロセスを通じたデータを取得した。
　酸化物電解法については，電気事業者がRIAR
（ロシア原子炉科学研究所）に委託して実施してい
る模擬使用済燃料試験（２００３年１１月開始）及びPu
電気化学測定データの取得（２００３年１２月開始）に
立会い，試験データ等の収集を継続している。ま
た，応用試験棟では，電解槽開発における電極構
造の検討を兼ねて，ウランの塩素化溶解試験，電
解試験（写真２：回収したUO2電解析出物）を実
施し，機器設計に必要なデータを取得した。
　分析技術開発については，溶融塩（NaCl‐CsCl
塩，温度約６５０℃）中での希土類元素（Sm，Pr，
Nd）の吸光度測定試験を継続した。

写真１　晶析試験で得られた燃料結晶
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２．機器・材料開発

２．１　前処理工程機器開発

　YAGレーザによる燃料集合体の切断性能を把
握するため，YAGレーザによる模擬燃料ピン及び
ラッパ管の切断試験を実施している。
　使用済燃料粉砕化技術開発としては，昨年度に
改良を行った機械式粉砕要素試験機について，模
擬燃料ピンを用いて，回転刃，スクリーンの耐久
性を評価する試験を実施した。また，回収した破
砕片を繰り返し破砕することで，破砕片の細粒化
（高磁化率化）を図るための試験を実施した。試
験後も，破砕片の分析作業を実施している。
　一方，粉砕燃料粉と粉砕金属紛を分離する磁気
分離技術については，２００２年度に製作した磁気分
離要素機について，分離性能向上のための運転条
件（磁束密度，ドラム周速等）の最適化を目的と
する分離試験を実施した。

２．２　分離工程機器開発

　乾式再処理機器開発としては，坩堝冷却式高周
波誘導加熱（CCIM技術）を採用した形状管理型

溶融塩電解槽の加熱特性及び電解特性を把握する
ため，２００２年度，第二応用試験棟に設置したCCIM
型電解槽の試験装置を用いた加熱試験を開始し
た。本試験装置では，CCIMによる溶融塩の加熱
特性，模擬物質のスカル層への移行特性，高周波
環境下における電解析出への影響等を評価する。
また，電極構造設計に必要なウラン析出への電流
密度分布の影響を確認するため，プロセス開発業
務と兼ねてウラン電解試験を実施した（写真２参
照）。
　塩蒸留装置の開発については，塩蒸発速度に対
する模擬析出物の有無，温度，圧力等の影響を把
握するための塩蒸留基礎試験を行い，データの解
析を実施している。
　湿式再処理機器開発としては，工学規模の遠心
抽出器システムにおける逆抽出特性を評価するた
め，応用試験棟に設置している抽出システム試験
設備を用いたウラン試験を実施した。本設備は，
抽出（１６段），逆抽出（１２段），溶媒洗浄（６段）の遠
心抽出器から構成されており，約１０kg‐HM/hrの
処理能力を有する。ウラン試験後，試験で得られ
たサンプルの分析作業を実施している。

２．３　材料技術開発

　高温環境下での乾式再処理機器用材料の検討と
して，溶射セラミックスコーティング材の耐久性
試験を実施し，データの整理作業を実施している。

３．関連施設の設計・建設

３．１　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）

写真２　ウラン試験で回収したUO2電解析出物
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１．地層処分研究開発

１．１　処分技術の信頼性向上

（１）緩衝材の連成挙動に関する研究
　熱－水－応力－化学連成挙動に関する概略モデ
ル構築の一環として，その構成要素である熱－水
－応力連成モデル，物質移行モデル，地球化学モ
デルの解析コードの開発をそれぞれ継続して実施
した。このモデル構築に関して，数値解析への取
り組みとして２００２年度の成果を中心に国際会議
GeoProc2003（２００３年１０月１３～１５日）において発
表した。また，熱－水－応力連成試験設備（COU-
PLE）について，連成モデルの検証・確証に必要
となるデータ取得を目的に，温度，飽和度，膨潤
圧，pH等の計測を継続した。
（２）緩衝材の長期力学的変形挙動
　緩衝材の流出に関する研究では，CTスキャンを
用いた亀裂内侵入ベントナイトの密度分布測定結
果の取りまとめを実施するとともに，ベントナイ
トコロイドの発生量を定量的に評価するための流
水試験を継続した。また，緩衝材クリープ試験及
び緩衝材の基本特性に関するデータベースの構築
ならびに，人工海水条件下におけるガス移行試験
を継続実施した。さらに，人工海水条件下におけ
る埋め戻し材特性の予備試験や緩衝材の熱特性に
関する測定結果などを技術資料として取りまとめ
た。
（３）緩衝材の化学的相互作用による変化
　雰囲気制御下で６年間ベントナイトと鉄を共存
させた試験の結果を技術資料として取りまとめて
いる。また，鉄型化加速試験用の試験準備として
層間イオンをFe2＋に置換した試料の調整を行い，
XRD分析によりFe2＋に置換されていることを確認
した。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。
（４）オーバーパック材料の腐食評価に関する研究
　炭素鋼のマグネタイト共存下での腐食挙動を把
握するための腐食試験を継続した。また，炭素鋼
の腐食局在化に関する成果を第１３回アジア太平洋
防食会議APCCC‐13（２００３年１１月１６～２１日）にお
いて報告した。チタンの不動態皮膜の安定性及び
水素吸収挙動に関して，主に還元性環境での実験
研究を継続し，３年間浸漬した試料の取り出し，
分析を開始した。銅については，酸化性環境にお
ける腐食局在化に関する試験データの整理及び還
元性環境における硫化物の影響試験を継続した。
銅の酸化性環境における防食局在化については，
第５０回材料と環境討論会（２００３年１１月５～７日）
においてこれまでの成果を報告した。
（５）ナチュラルアナログ研究

［地層処分で想定される現象と類似した自然
界での現象についての研究］

　数百年から千年にわたって土中に埋没していた
鉄製遺物の出土した遺跡について，埋没環境等を
把握する目的で，土壌や地下水の分析を継続して
いる。出雲大社遺跡出土の鉄製品を対象とした長
期健全性に関するデータ取得の結果について，粘
土層で覆われ出土した鉄製斧がほとんど腐食せ
ず，１００年以下の埋没試料から外挿した腐食量の予
想値を超えていないことが分かり，国際会議
（ICEM��03）での発表を行った。火山ガラス等のナ
チュラルアナログ研究については，既存のデータ
のデータベース化や新たな試料の適用性に関して
検討を行っている。
（６）公募型研究
　核燃料サイクル公募型研究で実施している「緩
衝材および周辺岩盤の力学的安定基準の作成」に
おいては，緩衝材の力学挙動に関する予備試験及
び試験手法の検討を継続した。
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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
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１．２　安全評価手法の高度化

（１）水理・物質移行に関する研究
　多孔質媒体水理試験装置（MACRO）を用いた
塩水浸入試験において透水性が低く障害になって
いた上流側と下流側に設置してある隔離板を改良
し，透水性を良好にした。亀裂状媒体水理試験装
置（LABROCK）では，単一平行平板亀裂を有す
るアクリル岩体（１辺１０cmのブロック岩体）を
用いて，平行平板亀裂入口でのトレーサー濃度が
一様になるように境界条件を改良し，透水トレー
サー試験を実施した。その結果，幾何学的開口幅，
水理開口幅，物質移動開口幅についてほぼ一致し
た解析値が得られた。また，単一亀裂を有する花
崗岩体（１辺１０cm）について，X線CT装置を用
いて非破壊状態で亀裂開口幅を計測し，画像差分
法を用いた計測データ（CT値）の開口幅との相関
関係についての検討結果をまとめた。亀裂ネット
ワーク水理試験装置（NETBLOCK）では，２００２年
度にレジン注入を行った単一亀裂を有する１０cm
岩体を研削，写真撮影することによる亀裂開口幅
の計測を終了し，計測結果について取りまとめを
行っている。
（２）不確実性評価に関する研究
　データ不確実性を確率分布として表現する手法
を実際に適用してみるための準備として，分配係
数（Kd）の設定を例としたサイクル機構内の研究
者へのインタビューの内容とその手順等を整理し
た。
（３）生物圏評価に関する研究
　既存の生物圏評価モデルを対象として，全入力
パラメータについて感度解析を行った結果をまと
め，２００３年度環境研国際検討委員会「放射生態学
と環境の被ばくに関する国際シンポジウム」（２００３
年１０月２２～２４日）において発表した。
（４）技術情報統合システムに関する研究
　技術情報の体系化及びデータベースのシステム
機能に関して，システム製作を開始している。
（５）性能評価研究
　２００３年８月１日より外部公開した熱力学データ
ベース及び収着データベースホームページの運用
を継続し，ユーザー登録数１００件を達成した。コロ
イドの影響を考慮した核種移行モデルの開発に関
しては，コロイド共存系での核種の亀裂中の移行
実験を実施し，その実験結果の解析を通じて，核
種－コロイドの収着プロセスについて速度論を扱

うことの重要性が示された。その結果（日本原子
力学会２００３年秋の大会で一部報告）をまとめ，研
究報告として日本原子力学会への投稿資料を作成
した。緩衝材間隙水の研究に関しては，緩衝材の
間隙水pH，組成等の時間空間変化を捉えるために
実施した，蒸留水系，人工海水系，低アルカリ性
セメント浸出液系での試験結果について，原子力
バックエンド研究に投稿するため論文作成を行っ
ている。
（６）地層処分放射化学研究施設（QUALITY）にお

ける核種移行研究
　溶解度試験に関しては，NpO2･xH2O（am）の溶
解度積を求める新たな試験を開始した。収着試験
に関しては，海水条件におけるベントナイト及び
岩石に対する，Cs及びSeの収着試験を継続した。
また，ベントナイトコロイドに対し，コロイドの
特性評価及びNpの収着試験を継続するとともに，
Csの収着試験を開始した。拡散試験に関しては，
ベントナイト及び凝灰岩中のC，Clの透過拡散試
験を継続するとともに，同試料に対するトリチウ
ム水の拡散試験の準備を開始した。
（７）博士研究員による研究及び先行基礎工学研究
　博士研究員による研究「海水系地下水条件での
堆積岩及びその岩盤亀裂充填鉱物に対する核種収
着挙動とそのモデル構築」においては，幌延地域
の堆積岩の分析，評価を継続すると共に，地下水
水質分析結果に基づいて模擬地下水を調整し，Cs
収着試験を開始した。
　先行基礎工学研究で実施している「オーバーパ
ック材腐食生成物が緩衝材性能に及ぼす影響に関
する研究」においては，QUALITYにおけるNp及
びFeを用いた拡散試験を継続した。また，「亀裂
内不均質性を考慮した流体解析」においては，格
子ガスオートマトン法を用いた解析コードの改良
及び操作性の向上，さらに不均質性パラメータの
抽出を継続して行っている。

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

　隆起・侵食に関する研究では，１０万年オーダー
の隆起・侵食が地質環境に与える影響を把握する
ための，地形変化シミュレーションモデルの開発
を実施した。気候・海水準変動が地質環境に与え
る影響を把握するため，海水準変動にともなう平
野の地層・地形の発達に関する調査計画の検討を
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進めた。
　火山活動に関する研究では，地殻構造調査手法
の整備を行なうための，鳴子火山地域を事例研究
の対象とした電磁探査計画の検討を行った。火山
活動の長期予測モデルの開発については，第四紀
火山を対象とした確率モデルの高度化に関する検
討を進めた。また，坑井温度データベースの公開
準備及び坑井温度を用いた熱流束解析手法の検討
を行った。
　地震・断層に関する研究では，地下の震源断層
等を抽出する技術開発の一環として，地下での震
源断層の存在が指摘されている中国地方を事例研
究の対象とし，リニアメントの判断基準に関する
検討を行った。また，断層活動による地質環境へ
の力学的及び水理学的な影響等を把握する手法の
開発を目的として，断層周辺岩盤の断層岩（断層
粘土や断層角レキ等），小断層，割れ目等の分布に
関するデータを収集・整理し，水理地質構造モデ
ル等の検討を進めた。
　地質環境の長期安定性に関する研究で得られた
データを効率的に活用できるよう，収集データを
一元管理するためのGIS（地理情報システム）デー
タベースの整備を行った。また，地殻変動の将来
予測の信頼性の向上を目指すため，地殻変動をシ
ミュレーションする有限要素法プログラムの開発
を進めた。
　陸域地下構造フロンティア研究のうち，地震発
生に関する研究では，弾性波アクロスの東濃鉱山
内での観測試験を継続し，送受信のルーチン化を
進めた。また，正馬様用地内に新規の地震観測ア
レーを年度内に設置すべく準備中である。電磁ア
クロスについては，東濃鉱山から連続送信した
EM（電磁アクロス）信号を正馬様用地内で受信
する電場・磁場観測を継続した。
　活断層帯での地殻活動研究では，測地用GPS観
測網による跡津川断層周辺の精密地殻変動観測の
ほか，地震観測，地殻応力観測を継続中である。

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
　岩盤の長期挙動に関する研究については，東濃
鉱山の坑道周辺岩盤長期観測を継続実施すると共
に，坑道クリープ解析の取りまとめを継続実施し
た。孔壁崩壊現象に関する研究では，月１回の定
期観察を実施すると共に，孔壁崩壊形状の計測，

試錐孔周辺のAE（Acoustic emission）及び電位等
の連続計測を実施した。
　坑道周辺の地質環境特性に関する研究について
は，間隙水圧のモニタリングを継続した。不飽和
領域の原位置計測手法に関する研究では，TDR
（Time Domain Reflectometry）による原位置計測
を終了し，計測結果の整理ならびに室内試験の準
備を実施中である。また，孔間レーダー及び間隙
水圧の原位置計測の準備を開始した。
　ナチュラルアナログ研究については，東濃ウラ
ン鉱床の地質変遷を解明するため，ウラン鉱床を
含む母岩の年代測定を継続して実施した。また，
月吉断層に沿う物質移行調査の一環として採取し
た試料の化学分析及び同位体分析を実施した。
（２）広域地下水流動研究
　地下水涵養量の算定及び表層部の地下水特性の
長期的な変化を把握するために，表層水理観測機
器を用いた長期観測を継続実施した。
　深層を対象とした試錐調査（DH‐14，15号孔）
では，掘削作業を継続し，DH‐15号孔において堆
積岩及び花崗岩上部を対象とした水理試験を実施
した。また，既存試錐孔における地下深部の水圧
及び水質の長期的な変化の観測を継続した。
　地表のリニアメントと地下深部の不連続構造・
比抵抗構造との関係の把握を目的とした試錐調査
及びVSP（Vertical Seismic Profiling）探査では，掘
削作業を実施した後，VSP探査の準備作業を実施
した。

２．３　超深地層研究所計画

（１）調査試験研究
�　瑞浪超深地層研究所
　超深地層研究所計画における第１段階（地表か
らの調査予測研究段階）の調査研究の一環として，
瑞浪超深地層研究所用地の地質環境特性を把握す
るための調査研究を継続した。
　２００３年３月より開始した深層試錐調査（予定掘
削長約１，３５０m）は基盤である花崗岩に到達し，深
度２５０mまで垂直に掘削した。その後，試錐孔を
南西方向へ約１２度に傾斜させるため，コントロー
ル掘削を開始し，１２月末現在，深度約５００m付近
を掘削中である。１０月以降，花崗岩の透水性割れ
目を対象に水理試験（２点）を実施した。
　浅層試錐孔４孔を利用した地下水の水圧及び水
質に関する長期観測を継続中であり，これらの試
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錐調査及び観測で得られる岩石や地下水の試料を
対象とした各種室内試験・分析を実施中である。
　地質環境のモデル化・解析については，文献調
査・地表踏査・物理探査，及び既存試錐孔・浅層
試錐孔による調査の２段階の情報により，地質構
造モデル及び水理地質構造モデルを構築し，情報
量の増加に伴う不確実性低減の過程を評価するた
めの地下水流動解析を実施中である。
　また，昨年度実施した調査研究の成果を取りま
とめた技術報告書を作成した。
　調査技術開発については，第２段階の調査研究
で必要となる調査手法の整備に向け，高差圧対応
水理調査機器の概念設計及び逆VSP法探査に関す
る情報収集及び調査仕様を検討するための予備解
析を実施中である。また，立坑・坑道壁面調査手
法及び試錐掘削工法については検討作業を開始し
た。
　工学技術の基礎に関する研究については，情報
化施工，品質保証，突発湧水対策，地震動評価に
関する委託研究を実施中である。
②　正馬様用地
　既存試錐孔を利用した地下水の水圧の長期観測
及び地下水涵養量の算定を主目的とした表層水理
定数観測を継続中である。
（２）施設設計及び建設管理
　瑞浪超深地層研究所における研究坑道掘削工事
において，現在，主立坑及び換気立坑の坑口上部
（地表から深度１０m程度まで）について，鉄筋工事，

型枠工事，コンクリート打設などの躯体工事を行
っている。
　また，施工計画，品質保証計画，安全衛生管理
体制などについて検討した。
　（写真１　瑞浪超深地層研究所：研究坑道掘削
状況）

２．４　幌延深地層研究計画

　２００３年度第３四半期においては，第２四半期に
引き続き，各種の現場調査を継続実施した。施設
建設については，造成工事（第Ⅰ期）を終了した。
　東海事業所エントリー国際ワークショップに先
立ち，１０月２０，２１日の２日間，アメリカ，スウェー
デンなどの海外の研究者を対象にして，幌延の深
地層研究施設建設用地の見学会を開催した（写真
２）。
　幌延フォーラム（２００３年１２月１５日：幌延町公民
館で開催）において，調査研究の現状を報告した。
　各調査研究における実施内容は以下のとおりで
ある。
（１）地層科学研究
�　地質環境調査技術開発
　地質調査については，幌延町内において地表地
質調査などを実施した。また，研究所設置地区及
びその周辺において，物理探査（電磁探査）を実
施した。
　表層水理調査については，２００２年度に設置した
河川流量観測システムによる観測を，研究所設置

写真１　瑞浪超深地層研究所：研究坑道掘削状況
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地区及びその周辺地区内の２河川（ペンケエベコ
ロベツ川，下エベコロベツ川）を対象に継続実施
した。また，幌延町内の４箇所に設置した気象観
測装置による観測を継続した。
　試錐調査については，HDB‐6（予定掘削長
６２０m），HDB‐7孔（予定掘削長５２０m），HDB‐8孔
（予定掘削長４７０m）の掘削及び試錐孔を利用した
各種調査を実施した。
�　地質環境モニタリング技術の開発
　２００２年度までに掘削した試錐孔について，地下
水の水圧・水質長期モニタリング装置の設置を開
始した。２００１年度に地下水の水圧・水質長期モニ
タリング装置を設置した試錐孔においては，地下
水水圧のモニタリングを継続した。
�　深地層の工学的技術の基礎の開発
　地下施設の基本設計を継続した。
�　地質環境の長期安定性に関する研究
　２００２年度に開始した各種観測（地震，GPSなど）
を継続した。
（２）地層処分研究開発
　下記の�～�の研究項目について，室内試験な
どを開始した。
�　人工バリア等の工学技術の検証
�　設計手法の適用性確認
�　安全評価手法の信頼性向上
（３）環境調査
　２００３年度秋季モニタリング調査を行うと共に，
重要植物の移植を実施した。

３．国際共同研究

（１）スイスとの共同研究

　スイスNAGRA（放射性廃棄物管理協同組合）
との共同研究の一環として参加しているグリムゼ
ル原位置試験でのCRR（コロイドと放射性核種の
遅延評価）プロジェクトにおける各試験及びモデ
ル開発については，前回のワークショップを踏ま
えた取りまとめ作業を行っている。また，同原位
置試験のHPF（結晶質岩中の高アルカリプルーム
の影響評価）プロジェクトについては，現地にて
採取した岩石を用いた室内試験を東海ENTRY及
び東濃地科学センターにおいて継続すると共に，
HPF及び次期フェーズの計画に関する共同研究会
議（２００３年１１月２７～２８日）に参加し，セメントの
岩盤への影響評価の現状や課題について議論し
た。瑞浪及び幌延の二つの深地層の研究施設計画
に関わる技術的支援の一環として，NAGRAの研究
者と共同で現在実施中の試錐調査や地下水流動に
関するモデル化・解析に関する技術的検討を継続
している。
　モンテリー地下研究所における国際共同プロジ
ェクトでは，２００３年７月より開始したフェーズ９
における間隙水の地球化学的評価試験（PC試験）
に継続参加中である。PC試験に関する技術検討会
議（２００３年１０月１４，１５日開催）に参加した。
（２）スウェーデンとの共同研究
　スウェーデンSKB（核燃料廃棄物管理会社）と
のHRL（Hard Rock Laboratory）における共同研
究に関し，プロトタイプ処分場プロジェクト
（PRP）については，人工バリア及び周辺岩盤の挙
動のデータ取得を継続した。また，予測解析を実
施した結果について，運営会議（２００３年１１月１２～
１４日，スウェーデン）において報告した。TRUE 
Block Scale Continuationに関しては，亀裂ネット
ワークモデルを用いたトレーサー試験の予測解析
及び試験結果の評価について取りまとめた。さら
にこれまで実施した水理試験とトレーサー試験に
関して，新たな構造を加えたモデルに基づく詳細
解析を継続した。
（３）米国との共同研究
　米国DOE（エネルギー省）各研究所との共同研
究を実施している。LBNL（ローレンスバークレー
国立研究所）とは，水理・物質移行に関わるサイ
ト特性調査及び予測技術に関する共同研究とし
て，幌延及びエスポ地下研究所HRLで取得された
データを用いたモデルの改良及び解析を継続し
た。PNNL（パシフィックノースウエスト国立研

写真２　幌延の深地層研究施設建設用地見学会
幌延町役場前にて撮影（２００３年１０月２１日）
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究所）とは，２００３年度はホウケイ酸ガラス中のト
リウムの溶解度制限固相の把握，シリカ系での４
価のアクチニド元素の挙動に関わる熱力学データ
の開発を継続して実施している。SNL（サンディ
ア国立研究所）とは，岩盤中への拡散現象，コロ
イド移行挙動等に関する実験研究，不確実性評価
についての共同研究を継続している。このうち不
確実性評価として，地質環境の調査と性能評価の
連携について，２００３年度に実施する解析計画の検
討と解析で用いる幌延で取得されたデータを本年
度の感度解析に取り込むための分析を継続してい
る。
（４）カナダとの共同研究
　カナダAECL（原子力公社）との共同研究につ
いては，地下研究施設（URL）でのトンネルシー
リング性能試験（TSX）においてデータ取得を継
続するとともに，２００４年より開始するプラグの解
体・サンプリングについて，TSX調整会議（２００３
年１０月３０～３１日，カナダ）に基づく計画案の最終
的な調整を実施している。
（５）その他の国際協力
　多機関が参加している国際プロジェクトに関し
ては，DECOVALEX（熱－水－応力連成現象解明
モデル高度化のための国際共同研究）について，
最終報告書に資するために担当の解析結果を取り
まとめるとともに，各タスクにおけるこれまでの
成果を国際会議GeoProc2003（２００３年１０月１３～１５
日）で発表した。
　ベルギー原子力研究センター（SCK･CEN）と
の共同研究会議（２００３年１０月２９～３０日，フランス）
に参加し，α放射性核種含有ガラス固化体を用い
た原位置試験（CORALUSプロジェクト）の進捗
状況を確認するとともに，サイクル機構が実施し
た核種移行モデリング評価結果について討議した。
　ITC（地層処分に関する国際研修センター）の

運営委員会が１２月８日に開催され，サイクル機構
が２００３年度の活動状況のレビューと２００４年度の計
画について意見交換を行った。

４．関係機関との協力

　原子力安全委員会特定放射性廃棄物処分安全調
査会の場を通じて，基盤となる情報や知見を提供
し，安全規制に関わる課題整理に関する議論を支
援した。
　電力中央研究所（電中研）との協力として，幌
延における２００３年度の共同研究を継続実施した。
その一環としてボーリングの許認可手続きを実施
し，掘削に向けての準備作業を実施した。

５．研究成果の公的資源化

　２００２年度における研究開発全体の進展・成果を
取りまとめた報告書「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－平成１４年度報告－」
（２００３年８月公表）について，原子力委員への説明
を行った。
　「国際新技術フェア」（日刊工業新聞社主催）に
おいて，パネルや模型の展示を行い，来場者に対
する個別説明を通じて，地層処分技術に関する研
究開発について広く情報提供を行った（１１月１９～
２１日）。
　日本計画研究所主催のセミナーでは，「地層処分
事業化に向けた研究開発の展開」と題した講演に
より，地層処分技術開発の最新動向について情報
提供を行った（１０月１４日）。
　また，今年度の研究開発成果の進捗等の報告を
目的とした「地層処分技術に関する研究開発報告
会」の準備を開始した。

（本社：経営企画本部　バックエンド推進部）
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１．再処理施設

　分離精製工場は，２００３年１２月３日に抽出工程か
らの核分裂生成物及びプルトニウムの押し出しを
終え，０３－２キャンペーンを終了した。実績工程
を表１に示す。
　本キャンペーンの処理量は，約１３．９tであり，
２００３年１２月末における使用済燃料の累積処理量
は，約１，０２３tとなった。
　本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。
　使用済燃料の受入については表３に示す。
　再処理施設は，２００３年６月３日より第１６回施設
定期検査の受検を開始し，９月１７日からは，製品
の回収率及び高放射性廃液蒸発缶の処理量等の
「施設運転中の検査」を受検し，２００３年１１月１４日に
終了し，１２月１８日付で合格証を受領した。
　施設定期検査の性能の技術上の基準に基づく検
査項目は，以下のとおりである。
・警報装置，非常用動力装置その他の非常用装置，
安全保護回路及び連動装置の作動

・放射性廃棄物の廃棄施設の処理能力
・主要な放射線管理施設の性能
・放射線管理を必要とする場所における線量率及

び空気中の放射性物質濃度
・核燃料物質が臨界に達することを防ぐ能力及び
使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める能
力

・製品中の原子核分裂生成物の含有率
・製品の回収率
・火災及び爆発を防止する能力その他の性能

１．１　プルトニウム転換技術開発施設運転

　プルトニウム転換技術開発施設では，９月から
１１月にかけて混合転換に関する技術開発運転を行
い，今期計上分として約１２６kgMOX（約１０８kgPu＋
U）を転換処理した。
　また，プルトニウム燃料センターに約９０kg 
MOX（輸送回数４回，約７８kgPu＋U）を出荷し
た。その他として，工程設備の保守，調整を実施

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

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

軽水炉燃料再処理技術の研究開発

冷却期間
（年）

平均燃焼度
（MWD/T）

集合体数
（体）

燃料重量（t）
炉装荷時ベース

項目

原子炉名称

８．９～
１９．０

２７，９００３８６．８
中国電力㈱
島根原子力発電所
１号機

１３．５～
３０．１

１６，８００８３．２
関西電力㈱
美浜発電所
２号機

１０．７～
１０．８

３２，２００１０４．０
九州電力㈱
玄海原子力発電所
１号機

－２６，６００５６１３．９合　計

表２＊　使用済燃料集合体の性状

２００３年月

項目 １２月１１月１０月

キャンペーン

第１６回
施設定期検査

表１　０３－２キャンペーン実績工程

注１：使用済燃料せん断開始からPu及び核分裂性生物の押し
出し終了まで

注２：抽出工程からの核分裂生成物及びPuの押し出し終了まで
注３：使用済燃料の処理を行い受検する検査

注３
１４

注１ 注２
１８ ３

＊端数処理を行っているので，重量の和（又は差）にずれが生
じる場合がある

表３　使用済燃料の受入量

受 入 日受 入 量（ｔ）原子炉名称

２００３年１０月１４日４．７美浜発電所



１１４

サイクル機構技報　No.２２　２００４．３

概
況
報
告

している。
　なお，２００３年１２月末現在における累積転換量は
約１３．６tMOX（約５．６tPu）である。

１．２　ガラス固化技術開発施設（TVF）開発運転

　溶融炉更新工事に伴い，ガラス固化体の製造を
実施していないため，２００３年１２月末までのガラス
固化体の累積製造本数は前期同様１３０本である。

１．３　ガラス溶融炉の更新

　モックアップ試験棟で実施していた改良型溶融
炉の作動試験を２００３年１２月に終了し，２００４年１月
より，　ガラス固化技術開発施設（TVF）への搬入・
据付作業を開始する。

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
　固定化試験においては，回収クリプトンを固定
化した固化体（固定化容器）のクリプトンの保持
特性として，固定化容器を１００℃ で５，０００時間加温
保持した後の再放出量測定を実施した。
　固定化コールド試験においては，ターゲット電
極の冷却性能を評価するための特性試験を実施し
た。
　クリプトン回収技術開発施設については，高圧
ガス保安法に基づく定期自主検査を実施した。

３．関連施設の設計・建設

３．１　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
　本施設は，低放射性廃棄物処理技術開発棟（以
下「技術開発棟」という。）及び発電機棟から成る。
　技術開発棟の地下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。
　発電機棟の地上１階には発電機室，高圧配電盤
室等を，地上２階には給気機械室等を配置する。
１）建家規模
�　技術開発棟
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）
�　発電機棟
構造：鉄筋コンクリート造
階数：地上２階
建築面積：約６００m2

 　　　　（延床面積：約７００m2）
２）主要設備
�　技術開発棟
ａ）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
ｂ）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リットル／日以上 １基

約３m3／日以上 ２基
�　発電機棟
　技術開発棟の停電時に必要な電源を確保するた
め，発電機棟に発電設備を設置する。
（主要機器の能力）
　ディーゼル発電機　　容量１，０００kVA ２基
（３）進捗状況
１）許認可
　再処理施設に関する設計及び工事の方法に係る
一部変更を２００３年１０月２日に経済産業省へ申請
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し，２００３年１１月７日に認可された。
２）工　事
　技術開発棟建設工事は，地上階躯体工事を開始
した。
　発電機棟建設工事は，基礎躯体工事を継続した。

写真１　LWTFの工事外観

　写真１にLWTFの工事外観を示す。

東海：建設工務管理部

再処理センター� �
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１．処理処分技術開発

１．１　低レベル放射性廃棄物の処理処分技術開発

　サイクル機構から発生する低レベル放射性廃棄
物について，安全性を確保しつつ合理的な処理処
分を進めるため，以下の対応を図っている。
（１）低レベル放射性廃棄物管理計画
　２００２年３月に取りまとめた低レベル放射性廃棄
物管理プログラムに基づき，各施設から発生する
それぞれの廃棄物に対して，合理的に廃棄体を製
作するための廃棄物の分別，処理，廃棄体として
の確認の方法に関する検討を継続している。
　合理的に廃棄体を製作する方法の１つとして，
MOX系廃棄物，再処理系廃棄物を対象とした廃棄
体化処理施設の概念検討を実施している。また，
廃棄物データの精度向上に向けた取り組みとし
て，雑固体廃棄物に付着している核種の組成，放
射能濃度のデータ取得を実施している。図１に基
本的な廃棄物処理処分フローを示す。
（２）低レベル放射性廃棄物処理技術開発
１）難処理有機廃棄物処理技術開発
　サイクル機構では，焼却処理が困難な廃フッ素

油，廃溶媒等の難処理有機廃棄物の処理技術評価
を目的として，水蒸気改質処理（スチームリフォー
ミング）法による分解酸化処理技術開発を実施し
ている。
　この水蒸気改質処理法は，有機物を高温の水蒸
気と混合することにより分解，ガス化し，次に空
気と反応させて酸化させ，水，二酸化炭素等に完
全分解・酸化する技術であり，焼却炉と比較して
小型，単純構造のため腐食対策が容易，設備コス
トが低い，大気圧に対し負圧運転可能等の特徴を
有している。図２に水蒸気改質処理装置の概念図
を示す。

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

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

環境保全技術開発

図１　基本的な廃棄物処理処分フロー

図２　水蒸気改質処理装置の概念図



１１７

サイクル機構技報　No.２２　２００４．３

概
況
報
告

　廃棄物は約６５０℃ に加熱したガス化装置内で水
蒸気と接触し，低分子の有機化合物に分解し，ガ
ス化する。ウラン等の放射性物質のうち固体のも
のはガス化装置において残渣として除去される。
また，粒子状のものは高温フィルタにより除去さ
れる。分解ガスと気体状の放射性物質は高温フィ
ルタを通過し，主反応器に導かれる。分解ガスは
主反応器において高温の空気と反応し（約
１，０００℃），水，二酸化炭素，ハロゲン化水素等に
なる。分解ガス成分のうち，水，ハロゲン化水素
等はスクラバにより除去され，二酸化炭素は大気
に放出される。また，気体状の放射性物質はスク
ラバにより除去される。
　２００２年度に設置したコールド実証試験装置によ
り模擬廃棄物を用いたコールド分解処理試験を開
始し，処理温度，フィルタ，スクラバ等の特性に
ついて評価を実施している。また，実廃棄物処理
試験等のホット試験を行うため，本装置のホット
仕様への改造及び管理区域への移設に係る検討を
継続した。
　２００４年度以降は，改造後のホット実証試験装置
を用いて，模擬廃棄物及び実廃棄物処理試験を実
施していく予定である。
（３）低レベル放射性廃棄物（TRU廃棄物）の処分
技術開発

１）核種移行に係る個別現象モデル／データ整備
　セメント系材料の硝酸塩や硝酸塩変遷生成物に
よる変質，硝酸塩やセメント系材料由来の高pHプ
ルームによるベントナイト／岩盤の長期変質への
影響及び硝酸塩の変遷に関する２００３年度の研究を
継続し，処分システムに及ぼす硝酸塩の影響に関
する研究成果を取りまとめるとともに，セメント
系材料に起因する高pHプルームのベントナイト
／岩盤への影響については，モデルの確証研究を
行っている。本研究成果は，CEAとの協力協定に
基づく専門家会議（２００３年１２月４日）及びNAGRA
ワークショップ（２００３年１２月８～９日）において
報告した（図３参照）。
２）処分システムの長期安定性
　ニアフィールド水理場の長期的変遷評価システ
ムの構築に関して，これまで実施してきた化学的
変遷及び力学的変遷に関する試験結果等を用いた
個別モデルの開発／確証を行い，これらを段階的
にプロトタイプシステムに組み込み，システムの
高度化を継続している。

３）システム性能評価
　処分システムの性能に関連するパラメータの相
対的重要度及び処分システムが安全に成立するた
めの十分条件の網羅的抽出に関する研究（包括的
感度解析）を継続している。これまでに，次期TRU
廃棄物処分技術の取りまとめに研究成果を反映さ
せるため，インベントリーデータ等の最新データ
に基づいた入力パラメータの変動範囲に関する検
討を実施した。
４）処分材料の高度化
　我が国では，TRU廃棄物処分における支配核種
のひとつである放射性ヨウ素について，長期保持
性能を有する固化体の開発が行われており，その
一つとして，サイクル機構の自主技術である銅マ
トリックス固化体が提案されている。２００３年度は，
この銅マトリックス固化体の海水系模擬地下水中
における浸出挙動について評価している。
（４）ナトリウム洗浄・処理技術の開発
　ナトリウムを使用した原子炉施設等のメンテナ
ンスや施設の廃止解体時等には，放射性物質を含
むナトリウムが付着した機器，配管等が排出され
るとともに，原子炉の冷却材として使われた多量
の放射性ナトリウムが排出される。このため，安
全かつ経済的に多量の放射性ナトリウムを処分す
る技術や機器の洗浄・除染を行う技術を確立する
必要があり，それらの技術開発に取り組んでいる。
　ナトリウム洗浄技術開発については，機器等の
クレビス部（すき間）を対象としたナトリウム洗
浄処理試験データを整理し，報告書にまとめた。
ナトリウム処理技術開発においては，ナトリウム
転換基礎試験装置を用いて，苛性ソーダ水溶液中
にナトリウムを連続注入する長時間ナトリウム注
入試験のための設備改造を実施した。

図３　個別現象評価モデルの一例
（金属腐食に伴う硝酸イオンの化学的変遷モ
デルによる実験結果の解析例）
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２．廃止措置技術開発

　２００１年度策定した５ヶ年計画に基づき，以下の
とおり各事業所にて施設の廃止措置及び関連する
技術開発を進めている。

２．１　「ふげん」の廃止措置

（１）新型転換炉「ふげん」
　新型転換炉ふげん発電所は，２００３年３月２９日を
もって初臨界（１９７８年３月２０日）以来約２５年にわ
たる運転を終了し，６月２７日より第１８回定期検査
を実施中である。廃止措置に向けた準備作業の一
環として系統重水の回収作業を実施し，１０月２９日
までに原子炉本体内の重水を原子炉補助建屋の貯
槽に回収した。また，廃止措置準備作業時の被ば
く低減等を目的として原子炉冷却系の系統化学除
染を１１月７日から１２月１５日にかけて実施し，当初
目的の除染効果が得られたことを確認した。
　２００３年９月８日にはトリチウム除去装置建屋の
１階（管理区域内）において火災警報が発報した。
現場の状況を確認したところ，トリチウム除去装
置吸着塔の出口に設置してある後置フィルタの
ケースが焦げ，室内に白煙が発生していたが，敦
賀美方消防組合の消防隊により鎮火していること
が確認された。原因はトリチウム除去装置の再起
動の際に，再生加熱を終了した直後の吸着塔を選
択して再起動したことにより，その後段に設置し
てある後置フィルタに高温空気（約２７０℃）が流入
してフィルタが焼損したものと推定された。対策
としては，運転手順書の確認基準の具体的な記載，
運転管理体制面でのチェック体制の改善，同装置
の運転に関わる運転員の再教育・反復教育の実施，
吸着塔選択に関するインターロック設備の追加な
どを実施することとした。
　今後も引き続き安全管理の徹底を図りながら，
第１８回定期検査を実施するとともに，廃止措置準
備作業等を実施していく。
　１９６６年（昭和４１年），原子力委員会がATRを自
主開発することを決定して以来，３８年にわたった
新型転換炉の開発は，２００３年９月３０日の国及び原
子力委員会への開発業務の終了報告をもってその
幕を閉じた。また，１０月３０日には，東京・虎ノ門
にて国・地元・OB等の関係者約２００人を集め，新
型転換炉技術成果報告会を開催した（写真１）。
　本報告会では，サイクル機構技報第２０号別冊特
集〔「ふげん」におけるプルトニウム利用実績と技

術開発成果〕を編集刊行し配布した。
（２）「ふげん」用燃料の処置
１）使用済燃料の搬出，輸送等
　２００３年１２月末現在，「ふげん」の使用済燃料貯蔵
プールには７０４体の使用済燃料を保管中である。
　使用済燃料の輸送については，今後計画的に搬
出していくこととしている。
　また，２００４年１月中旬より２月末にはIAEAによ
るMOX燃料の再検認として使用済燃料貯蔵プー
ルにおいての貯蔵燃料の放射線測定を実施する予
定である。
（３）関連技術開発
１）　照射後試験
　「ふげん」で高燃焼度を達成したMOX燃料の照
射特性を把握するため，日本原子力研究所東海研
究所燃料試験棟（以下，原研という）及び核燃料
サイクル開発機構大洗工学センターにて照射後試
験を実施中である。本期間中は，大洗工学センター
において，燃料ペレット金相試験，及び燃料ペレ
ット機器分析を行うとともに，原研において，マ
イクロ燃焼度測定，残留FPガス分析，ペレット熱
拡散率測定，被覆管バースト試験及び被覆管水素
分析を実施し，燃料ペレットのふるまいに関する
データを採取した。
２）高燃焼度MOX燃料の再処理特性研究
　上記燃料の一部を利用し，将来の核燃料サイク
ルに必要な燃焼が進んだMOX燃料の再処理施設
での溶解特性を把握するため，日本原子力研究所
と共同で研究を進めている。本期間中は，今年度
に実施する溶解特性試験に必要なパラメータ調査
を実施するとともに試験用試料の切断等，試験の

写真１　新型転換炉技術成果報告会
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準備を開始した。
３）課題評価
　新型転換炉「ふげん」の開発について機構外の
専門家から研究開発課題評価（事後評価）を受け，
９月３０日に評価結果を公開した。
４）国際貢献
�文部科学省原子力研究交流制度
　２００３年度同制度の計画に基づき，１０月２７日，中
国より６名の研修生を受入れた。このうち１名は，
予定されていた研修期間（２ヶ月）を終了し１２月
２６日に帰国した。残りの５名については，２００４年
４月１８日まで研修を継続する。同研修では，受入
れ時に集合教育として机上研修（約２週間）を，
引き続き各課に配属して，「ふげん」の担当者が
OJTで指導する実務研修（約５ヶ月）を実施して
いる。
　同制度に基づく中国への講師の派遣について
は，１１月９日～１１月１９日に本年度の第一次派遣団
として３名を派遣した。また２月２９日～３月１０日
には第二次派遣団として３名を派遣する予定であ
る。
　これまでの同制度に基づく研修生の受け入れ実
績は２００３年１２月末現在累計で６８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，ノルウェーの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継
続しており，２００３年度分の契約調印を１０月１４日に
行った。
　１０月２０日から２４日にかけて，カナダで開催され
たOECD/NEA廃止措置協力計画・技術交換会議に
出席し，原子炉本体解体技術の検討状況及び解体
作業シミュレーションシステムについて報告する
とともに，海外の廃止措置状況についての情報収
集を実施した。
　そのほか，放射能インベントリ評価，重水系や
炉心等の特有機器の解体手順，除染方法，廃棄物
の処理方法等の調査，検討，試験を継続して実施
している。

２．２　製錬転換施設の廃止措置

　乾式設備のうちウラン転換試験設備の本年度予
定の解体工事（F2転換・精製工程等）を１０月から
実施した。

２．３　ウラン濃縮施設の廃止措置

（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，窒素ガスを封入し維持している。
（２）滞留ウラン除去・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
除去・回収することを目的として，製錬転換施設
においてフッ化ガス（７フッ化ヨウ素）製造設備
の運転を実施している。また，原型プラントDOP
‐2においては，滞留ウラン除去・回収試験を７月
末まで実施した。その後は，次の滞留ウラン除去・
回収試験の準備作業を実施している。
（３）遠心機処理技術開発
　原型プラント遠心機の汚染部分を分離除去する
ための試験を実施した。

２．４　解体エンジニアリングシステムの構築

　人形峠環境技術センター施設設備に関するデー
タベース化の業務を継続するとともに，解体エン
ジニアリングシステム（プロトタイプ）の構築と
して三次元CADとサブシステムとのリンク化を
進めた。
　また，センターのウラン系施設廃止措置計画策
定に関する検討を継続した。

２．５　デコミッショニング技術の開発

　大洗工学センターにおいて解体が予定されてい
る施設・設備（主に重水臨界実験装置，旧廃棄物
処理建家）について，その特徴を考慮した解体技
術の開発及び合理的な施設解体方法の検討を実施
している。これらの検討ツールとして，施設内に
設置された機器の情報（３次元位置，材質，放射
能量等）を基に解体手順などを選択して，解体に
必要なコスト，人員，工程，被ばく量等を算出し，
解体計画の最適化を図るデコミッショニング評価
システム“DECMAN”を開発している。
　解体技術開発として，汚染状態を模擬する予備
試験結果より，母材ごと汚染を除去する方法及び
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試験計画の検討に着手した。また，解体技術評価
手法デコミッショニング評価システム（DEC-
MAN）の機能向上を図った。

２．６　DCA廃止措置

　DCA（重水臨界実験装置）は，１９６９年の初臨界
以来，新型転換炉開発のための研究開発を実施し，
新型転換炉原型炉「ふげん」の設計，運転及び実
証炉の設計に成果を反映し，所期の目的を達成し
た。その後，１９９５年から２０００年にかけて未臨界度
測定技術開発を目的とした研究開発を進め，臨界
度モニター開発の見通しを得た。また，１９９１年よ
り，毎年東京工業大学大学院生の実習の場として
も利用され，２００１年９月２６日に３２年間の運転を終
了した。その後，２００２年１月２１日に国に解体届を
提出し，廃止措置に着手した。
　DCAの廃止措置は，原子炉機能を停止する第１
段階（２００１年度開始），燃料棒分解洗浄設備等を
解体撤去する第２段階（２００３年度開始），原子炉
本体を本格的に解体する第３段階（２００８年頃開
始），そして原子炉建屋を解体する最終段階の第４
段階（２０１３年頃開始）に分けて実施することを計
画している（表１参照）。また，廃止措置の概略
を図４に示す。
　当該四半期においては，１０月１５日から燃料棒分
解洗浄設備の解体作業を開始し，１２月１２日に終了
した。また，１２月１９日に第３２回施設定期検査に合
格した。

３．鉱山跡措置

　鉱山保安法及び環境保全協定等に従い，構内及
び構外の鉱山関連施設の維持・管理を継続した。
　鉱さいの措置に関連して，スーパーサイフォン
フィルタのろ過砂を用いたラジウム除去の実証試
験を継続した。また，坑水処理に係る廃棄物発生

量の低減化に向けた水質調査及び処理の合理化に
向けた基礎試験を継続した。鉱さい等の長期的な
安定化方策及び安全性にかかわる評価に向けた検
討を継続した。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。
　
４．関連施設の設計・建設

４．１　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。

４．２　固体廃棄物処理技術開発施設（LEDF）

　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，廃棄物発生量の増大等の課題が顕在化
している。そこで，廃棄物の高減容化，安定化に
関する技術開発とその実証を図るとともに，照射
試験等を円滑に推進するための固体廃棄物処理技
術開発施設（LEDF）の建設を計画している。

２００６年度２００５年度２００４年度２００３年度２００２年度２００１年度

DCA廃止措置

表１　DCA廃止措置計画

燃料棒分解洗浄設備の解体
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
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解体工法解析評価
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

第２段階（燃料棒分解洗浄設備等を解体撤去）

第１段階（原子炉の機能停止）

図４　DCA廃止措置概略図



１２１

サイクル機構技報　No.２２　２００４．３

概
況
報
告

表２　固体廃棄物処理技術開発施設（LEDF）設計工程

２００４年度２００３年度２００２年度２００１年度

○固体廃棄物処理技術開発施設
（LEDF）
　�　内装設計

　�　建家設計
基本設計 実施設計

合理化設計Ⅱ 基本設計Ⅰ 基本設計Ⅱ 詳細設計Ⅰ

（内装基本設計） （内装設備選定）

図５　固体廃棄物処理技術開発施設（LEDF）鳥かん図

［施設の概要］
○処理能力：約１３トン／年
○建家規模
・構造：鉄筋コンクリート造

○処理フロー及び建家概念
・図５にLEDFの処理フローと建家の概念を示
す。

　２００３年度は，表２の計画に基づき，２００２年度ま
でに実施した内装設備（部屋配置，処理プロセス，
物流計画等）及び建屋の基本設計Ⅰをより具体化
するための基本設計Ⅱを実施する。当該四半期に
おいては，基本設計Ⅱとして内装設備，建屋・附
帯設備の設計作業を継続した。

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

大洗：開発調整室

人形：環境保全技術開発部� �
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核物質管理と核不拡散対応

１．核物質管理

１．１　核物質防護

　英国及び仏国の核物質防護についての調査を行
った。（２００３年１０月１３～２０日）

１．２　核物質利用

　プルトニウム利用に関する海外動向調査２００３年
度中間報告書を関係者に配布した。

１．３　計量管理報告

（１）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）核物質管理学会日本支部年次大会において，
核拡散抵抗性評価手法に関する発表を行った。
（２００３年１１月７日）

（２）２００３年１１月１１，１２日，敦賀本部国際技術セン
ターにおいて透明性及びワイヤレス・コミュニ
ケーションに関するワークショップを開催し，

IAEAやその他の研究機関の関係者と意見交換
を行った。（写真１参照）

（３）GenIV核拡散抵抗性・核物質防護ワーキング
グループ会合（米国ニューオリンズで開催）に
参加した。（２００３年１１月２０日，２１日）

２．２　保障措置研究・技術開発

（１）核物質管理・保障措置委員会を開催し，大学
関係者，国内研究機関の有識者との意見交換を
行った。（２００３年１０月２１日）

（２）日・IAEA保障措置協定追加議定書第４条に基
づき，以下の施設で短期通告施設立会いが行わ
れた。

（本社：国際・核物質管理部）

提出日（２００３年）件数報　告　書　名

１０/１，１０/１５，１０/２４，１１/１３，
１２/１５

６７在 庫 変 動 報 告 書（ICR）

１０/１，１０/２４，１１/４，１１/６，
１１/１９，１１/２５，１２/１６，１２/１９

２４実在庫量明細報告書（PIL）

１０/１，１０/２４，１１/４，１１/６，
１１/２５，１２/１６，１２/１９

２１物 質 収 支 報 告 書（MBR）

１０/３，１０/７，１０/２７，１０/２９，
１０/３１，１１/７，１１/１２，１１/１９，
１１/２８，１２/１９，１２/２４

１２２国 籍 管 理 報 告 書（OCR）

日　付施　　　　設事業所

１０/１４RETF東　海

１０/３０濃縮工学施設人　形

１１/２０Pu転換技術開発棟（PCDF）東　海

写真１　ワークショップ風景
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安全管理と安全研究

１．個人被ばく線量測定・評価技術の高度化

１．１　外部被ばく線量測定・評価技術の高度化研究

　TLD（熱蛍光線量計）を内蔵した中性子線量計
について，臨界事故時の線量評価への利用を検討
している。現在，252Cf及びその減速場における実
験及びモンテカルロ法輸送計算コードMCNP4C
を用いた計算により評価を進めている。今四半期
も中性子線量計の表面に設置した線量計について
より詳細な計算を行い，実験結果との整合性を図
るため，計算体系の再検討を行っている。
　東海事業所で使用しているTLD（UD‐８００シリー
ズ）のホルダーを利用したOSL（光刺激ルミネセ
ンス線量計）による新しい計測システム“InLight”
について，特性試験を行なった。計測機器校正施
設のＸ線・γ線を利用してエネルギー補正用フィ
ルターのエネルギーレスポンスを調べた結果，
３６keVから６６７keVの範囲で±１２％以内に収まる
ことを確認した。

１．２　内部被ばく線量測定・評価技術の高度化研究

　体外計測法における体格補正を行うため，計数
効率の評価にシミュレーションを適用することを
検討している。シミュレーションの妥当性は，フ
ァントムに対する計数効率を実験とシミュレーシ
ョンで比較することで確認でき，既にスキャニン
グ型全身カウンタに対しては，その妥当性を確認
している。今四半期では，このスキャニング型全
身カウンタに対して，MIRD数学ファントム
（Cristy and Eckerman, 1987）の新生児，１歳児，
５歳児，１０歳児，１５歳児及び成人の各体格の全身
均一線源の場合における計数効率をシミュレーシ
ョンによって評価した。計算の結果，体格が大き
くなるにつれて計数効率は小さくなること，計数
効率曲線の傾向は体格にほとんど依存しないこと
などの知見が得られた。

　上記のシミュレーションによる体格補正である
が，高度な技術を要し，誰もが簡便に扱えないた
め，汎用性の高い実用ツールの開発を並行して進
めることとした。実用ツールでは，検出器の有感
領域の計数効率を微小体積ごとに事前に評価し，
それらを評価対象とする線源領域内で積算して全
体の計数効率を計算することを検討した。なお，
本ツールの基本的な設計は既に実施しており，今
後ベンチマーク試験による検証を行う予定である。
　このほか，前四半期で実施したIAEA主催の体外
計測プログラム「Direct Measurement of Radionu-
clides in Simulated Organs」及びサイクル機構東
海における内部被ばくモニタリングを取りまと
め，日本放射線安全管理学会第２回学術大会（２００３
年１２月：筑波）において，ポスター発表した。

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

　放射性表面汚染モニタの校正に用いられる面線
源は，JIS Z4334及びISO 8769で表面放出率の均一
性が変動係数で１０％以内であることが要求されて
いる。そこで従来から多く用いられている天然ウ
ラン線源と，36Cl及び241Am陽極酸化被膜線源の均
一性について，イメージングプレート（IP）を用い
て評価した。天然ウラン線源については有効面 
積１０cm×５cm，陽極酸化被膜線源については
１０cm×１０cmのものを使用し，ROI（着目領域）面
積１cm2で分割し，それぞれの領域における発 
光量（PSL値）を読み取り，変動係数を算出した。そ
の結果，天然ウラン線源で８．９％，36Cl線源６．５％， 
241Am線源８．０％であった。なお，JIS等では均一性
を評価する場合，個々の面積を１０cm2以下とする
ことを規定しているため，ROI面積９cm2で再分割
すると，変動係数は５．８％，３．６％及び６．０％となる。
したがって，これらの面線源はJIS等の要求を十分
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に満足するものであることが分かった（図１参
照）。

２．２　臨界監視技術の高度化に関する研究

　臨界安全監視システムの開発の一環として，希
ガス測定装置に使用するソフトウエアの設計を行
った。本ソフトウエアは目的エネルギーごとに１
時間ごとの放出量を自動的にデータとして保存す
る通常監視モード，１分ごとの放出量をデータとし
て保存する臨界監視モードが設定でき臨界事故時
の希ガス放出量を詳細に測定できるようにした。
また，それらのデータをリアルタイムにグラフ化
できるように設計した。
　また，再処理施設の一部の工程に設置している
中性子用臨界警報装置のエネルギー特性をモンテ
カルロ法輸送計算コードMCNP‐4Bで計算した。

２．３　走行式放射線モニタの高度化に関する研究

　これまでの検討内容を踏まえ概念設計を行うと
ともに，走行台車に搭載する放射線管理用機器の
事故時における耐久性を確認するための試験方法
の調査・検討結果を踏まえた耐熱，耐湿，耐煙，
耐放射線に関する試験を行った。これらの試験に
はすべて市販品の放射線機器を用いた。耐熱試験
は０～６０℃，耐湿試験は６５％と９０％の条件下で行
った。耐煙試験については，２μmのベントナイ
ト４０g/m3の濃度条件下で行い，耐放射線試験は，
γ線（137Cs）を１～１００mSv/h，中性子線（252Cf，

Am‐Be）を１０～７００μSv/h照射する条件で行った。
その結果，いずれの試験においても本モニタの運
用上の問題点は認められなかった。
　今後は，本モニタの概念設計及び搭載機器の耐
久性試験結果を取りまとめ技術レポート化する予
定である。

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

　放射線モニタの応答シミュレーション技術の，
実機の設計評価への応用を進めている。今期は，
中性子線量計への適用を検討している熱／高速中
性子同時検出型中性子計数管のうち，円筒形計数
管を対象とした応答評価を行っている。線量計へ
の適用を想定し，さまざまな中性子場を模擬した
入力に対する出力と，中性子線量評価値との対比
を開始した。

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

　放射性物質の挙動と拡散予測モデルに関する研
究では，東海村沿岸拡散モデルを構築するために
これまでに収集した地形データと境界条件の下，
海流計算のテストランを行った。
　地球規模の海洋環境における放射性物質移行モ
デルに関する研究では，日本周辺海域の評価に重
要な日本海Cs拡散モデルにおいて，日本海におけ
る最適な拡散係数を見出すために種々の拡散係数
を用いて計算した。

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

　時間間隔解析法を用いた測定技術の開発の一環
として，半導体検出器（空乏層：１００μm）のβ線
に対する検出効率について電着β線源を測定し算
出した。その結果，図２に示す効率曲線が得られ
た。この結果をもとに，今後空乏層を増加させて
計数効率の改善を図り，さらにβ‐α相関事象に時
間間隔解析法を適用し，人工放射性核種（Pu等）
を定量するための測定法についての検討を行って
いく。
　一方，質量分析法を用いた極低濃度放射性核種
の定量に関しては，マイクロ波導入質量分析装置
（MIP‐MS）を測定系に用いたヨウ素‐１２９（129I）の

図１　241Am陽極酸化被膜線源（１０cm×１０cm）の
測定におけるIP画像
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定量に向けての機器調整を行った。MIP‐MSの検
出感度は，検出器電圧，測定条件等により変化す
るため，MIP‐MSの改造によりその最適条件を再
調整した。その結果，検出下限値は０．０７mBq/ml
となった。本測定系を環境試料に適用するために
はさらに検出下限値を下げる必要があり，今後は
真空度を上げるための改造及び更なる機器調整を
行う。

３．３　大気中ラドン濃度の測定

　サイクル機構はウラン鉱山跡地を有し，ラドン
の監視が義務づけられている。しかし，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，測定法自身も
開発研究する必要がある。
　今期は，前期に引続いて，積分型測定器による
大気中ラドン濃度の測定，地表からのラドン散逸
量の測定等の調査を継続した。さらに，各種測定
器の試験を実施した。その他，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
による実環境試験を継続した。
　またドイツ連邦物理・技術研究所（Physikalisch -
 Technische Bundesanstalt; PTB）とのラドン相互
比較実験を実施した。

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

　MOX加工施設等の換気設備等の検討のため，既

存の施設の情報について調査を継続した。
　また，換気系解析のための市販の熱流動解析
コード（CFD）の適用性検討のため，過去に実施
した実験のモデル化の見直し，データの処理を実
施した。

４．２　核燃料施設の安全解析手法の開発・整備

　中性子及びガンマ線線量評価コードシステムの
合理的な遮蔽評価を実施するための高度化整備と
して，核定数ライブラリ等の改良を継続して実施
した。
　臨界事故時の線量評価手法の検討として，臨界
計算コードと遮蔽計算コードの接続計算手法を用
い，硝酸ウラニル溶液系，硝酸プルトニウム溶液
系及びMOX粉末系を線源とした場合における臨
界事故規模，遮蔽体及び線量の関係の評価･検討を
実施した。また，第７回臨界安全性国際会議
（ICNC2003）（２００３年１０月：東海村，テクノ交流館
リコッティ）において，臨界事故警報システムと
エリアモニタの検出に関する検討と題して，口頭
発表した。
　MOX加工施設等の臨界管理に関する研究とし
て，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）に関連したMOX均質系
の臨界データの比較･評価を行った。また，MOX
非均質系の臨界ベンチマークとして，これまで実
施されたものに加えて，International Handbook 
of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experi-
mentsに示されている実験に対する評価・検討を
許認可評価用解析コードシステムSCALE4及びモ
ンテカルロ法輸送計算コードMCNP4を用いて行
った。

４．３　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適用性研究として，核燃料施
設の事故シナリオ，事故評価・解析手法の検討，
モデルプラントの設定検討のため，引き続き原子
炉と原子炉以外の原子力施設に対する確率論的な
安全評価の実施に関する手順の差異，特徴につい
て検討を実施するとともに，化学工業分野での安
全評価について，米国化学技術者協会（AIChE）
の「ハザード評価手順ガイダンス」の調査を実施
した。

（本社：安全推進本部）

図２　半導体検出器のβ線に対する検出効率
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国際会議　　　　
海外派遣・留学　
主要外国人の来訪
国際協力協定　　
余剰兵器解体プルトニウム処分協力

１．国際会議

１．１　国内

会 議 名 及 び 内 容開 催 場 所期 間

「JNC/FZK（独国カールスルーエ研究所）高レベル廃棄物管理に係る技術会合」東 海
２００３年
１１月１０～１２日

「JNC/DOE（米国エネルギー省）透明性及びワイヤレス・コミニュケーションに関するワー
クショップ」

も ん じ ゅ１１月１１～１２日

２．海外派遣・留学

目　　　　　　　　　　的派 遣 ・ 留 学 先期　　　　　間

2003年度海外派遣研修
米国
カリフォルニア大学バークレー
校

２００３年１０月～２００４年９月

欧州原子力関連情報の収集及び関係機関との連絡･調整業務
JNC
パリ事務所

２００３年１０月～２００４年９月

振動充填燃料開発に係る共同研究
オランダ
Nuclear Research and Consul-
tancy Group （NRG）

２００３年１０月～２００５年３月

１．２　国外

会 議 名 及 び 内 容開 催 場 所期 間

「JNC/BNFL（英国原子燃料会社）乾式再処理技術に関する技術会合」
英国
リズレー，セラフィー
ルド

２００３年
１０月６～９日

「JNC/CEA（仏国原子力庁）シミュレーションコード専門家グループ会議
仏国CEA
パリ，サクレー研究所

１１月５～７日

「JNC/KAERI（韓国原子力研究所）高レベル放射性廃棄物地層処分に係る研究協力会議」
韓国
大田市

１１月２７～２８日

「JNC/CEA先進技術協定に基づく調整会合」
仏国CEA
サクレー研究所

１２月３日

「JNC/CEA放射性廃棄物処分分野における専門家会合」
仏国CEA
サクレー研究所

１２月４～５日

「JNC/BNFL先進技術協定に基づく運営グループ会合」
英国
セラフィールド

１２月８日

「JNC/NAGRA（スイス放射性廃棄物管理共同組合）TRU廃棄物処分研究開発に係るワーク
ショップ」

スイス
チューリッヒ

１２月８～９日

ベルン大学との高アルカリ水と岩盤との影響試験研究に係る研究調整会合
スイス
ベルン

１２月１０日

「JNC/NNC（カザフスタン共和国国立原子力センター）EAGLEプロジェクト第２０回技術会議」
カザフスタン共和国
クルチャトフ

１２月１５～１８日
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目　　　　　　　　　　的派 遣 ・ 留 学 先期　　　　　間

SIMMER‐IIIコードの研究開発に係る共同研究
仏国CEA
グルノーブル研究所

２００３年１１月～２００４年１０月

米国原子力関連情報の収集及び関係機関との連絡･調整業務
JNC
ワシントン事務所

２００３年１１月～２００６年１１月

３．主要外国人の来訪

訪 問 者訪 問 場 所訪 問 日

仏国ビュガ長官東 京２００３年１０月３１日

露国フローピンラジウム研究所(KRI)アンダーソン副所長東 海２００３年１１月７日

OECD/NEAエチャベリ事務局長も ん じ ゅ２００３年１１月２８日

露国MINATOMベヅツエフ原子力局長東 京２００３年１１月２８日

米国DOEマグウッド原子力科学技術局長東 京２００３年１２月１５日

４．国際協力協定

　特になし

５．余剰兵器解体プルトニウム（解体プル）処分

協力

（１）３体デモ照射は，ロシア原子炉科学研究所
（RIAR＊1））との共同研究契約に基づき，２００３年
４月から１体の燃料集合体の照射後試験を実施
している。非破壊試験は終了（データ整理中）
し，現在燃料ピンの破壊試験を実施している。

（２）BN６００安全解析は，ロシア物理エネルギー研
究所（IPPE＊2））との共同研究契約に基づき，
BN６００＊3）のハイブリッド炉心化に際しての安

全性について評価及び解析を実施している。
（３）RIAR施設整備は，RIARとの共同研究契約に
基づき，BN600ハイブリッド炉心へ燃料供給す
る設備の改造を実施している。

（本社：国際・核物質管理部）

＊１）RIAR : Research Institute of Atomic Reactors　原
子炉科学研究所

＊２）IPPE : Institute of Physics and Power Engineering
　物理エネルギー研究所

＊３）BN600 : Buistrui Neitron （Fast Neutron）600　ロ
シアの高速原型炉
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業務品質保証活動

　業務品質保証活動においては，公衆と環境の安
全及び社会的信頼の確保を前提とした原子力の開
発及び利用の促進に係る業務の高い品質を確保す
ることを目的に，すべての業務を対象として，業
務に要求される品質（要求品質）を定め，その達
成に向けた活動を推進している。

１．経営管理サイクルと業務品質改善活動

　２００３年度の業務実施計画に係る年度途中（上期）
の実施状況を理事長に報告する業務推進・品質改
善に関する中間報告会を１０月，１１月に開催した。
また，理事長への中間報告会に先立ち，各部門に
おいて２００３年度上期の活動実績を確認する部門長
診断会を，９月から１０月にかけて実施した。

２．指導会

　２００３年度は，５事業所が７つの検討テーマについ
て活動を行っている。品質保証の外部専門家によ
る指導の下，敦賀本部，東海事業所，大洗工学セ
ンター，人形峠環境センター及び東濃地科学セン
ターの指導会を開催した（写真１参照）。

３．安全・品質監査

　定期監査として，１０月に本社支援部門における
安全・品質監査を実施し２００３年度の定期監査を終
了した。２００３年度の安全・品質監査結果について
１２月の理事会議に報告するとともに，同月２４日付
で各事業所あて是正指示・報告依頼を行った。

４．品質保証委員会

　２００３年度第２回の品質保証委員会を１２月１２日に
開催し，２００４年度業務品質保証活動基本方針・基
本計画（案）を審議したほか，２００３年度安全・品質
監査の結果等を報告した。

５．ISO等の認証取得・維持活動の推進

　各事業所におけるISO認証取得・維持活動の進
捗状況を踏まえ，教育･研修等を実施している。
ISO9001内部監査員研修を東海事業所及び人形峠
環境技術センターにて，ISO14001内部監査員研修
を東濃地科学センターにて，ISO9001/ISO14001内
部監査員合同研修を敦賀地区にて実施した。また，
ISO14001環境法研修を幌延深地層研究センター
にて，OHSAS18001労働安全衛生法研修を東海事
業所にて実施した。

６．業務品質保証に関する階層別教育

　業務品質保証活動の推進に必要な考え方の理解
を深めることを目的に階層別教育を実施している。
　１０月から１２月の期間で，専門職，一般職の各階
層を対象に，業務品質保証に関する階層別教育を
各事業所において６回実施し，２００３年度に予定し
た階層別教育を終了した。１２月末までの受講者数
は５２９名である。

 

写真１　指導会の様子
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７．品質保証強化月間活動

　毎年１１月は，品質意識の高揚を目的に「品質月
間」として全国的な運動が展開されている。機構
においても，１１月を「品質保証強化月間」と定め，
これを機会に，一人一人が品質保証についての認

識を一層深め，今後の活動の充実を図ることを目
的として，各事業所において品質保証の専門家に
よる講演会等を開催した。

（本社：品質保証推進部）



１３１

サイクル機構技報　No.２２　２００４．３

活
動
報
告

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

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

外 部 発 表

１．外部発表

１．１　外部発表実施状況

　２００３年１０月から１２月において外部発表終了の届けがあった外部発表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

（５４件）高速増殖炉（ F B R ）関係

日本原子力学会誌　４４巻６号 　２００２年
研究室紹介：各燃料サイクル開発機構，大洗工学センター，要素技術開発部，
新技術開発試験グループ

１

（財）若狭湾エネルギー研究センター研究成果報告集
第５巻 ２００３年

ナトリウム技術に関するリスクコミュニケーションの検討２

Journal of Nuclear Materials　V.323 ２００３年
Power‐to‐melts of uranium‐plutonium oxide fuel pins at a beginning‐of‐life 
condition in the experimental fast reactor JOYO

３

Journal of Nuclear Science Technology ２００３年
Numerical Simulation of Non‐premixed Diffusion Flame and Reaction Prod-
uct Aerosol Behavior in Liquid Metal Pool Combustion

４

The 5th International Meeting of Pacific Rim Ceramics
（名古屋）２００３年１月

Interstitial atom behavior in neutron irradiated beta‐silicon nitride.５

NURETH-10 （ソウル）２００３年１月
Experimental Study on Flow Optimization in Upper Plenum of Reactor Ves-
sel for a Compact Sodium Cooled Fast Reactor

６

NURETH-10 （ソウル）２００３年１月Study on fluid mixing phenomena for evalution of thermal striping in a mixing tee７

ロシア高速炉国際会議
（IPPE原子力研究所）２００３年１月２９日

A Promising Sodium-Cooled Fast Reactor Concept and its R&D Plan８

原子力学会ホ－ムペ－ジおよび原子力学会誌 ２００３年２月第４世代原子炉国際フォーラム解説／第４章高速炉９

高速増殖炉サイクル研究開発セミナ－　ポスタ－セッ
ション （日本科学未来館）２００３年２月７日

「高速実験炉常陽」，「燃料材料の研究開発と照射後試験技術」１０

２００２年核デ－タ研究会報文集 ２００３年３月2.2 Fuel composition analysis for fast reactor spent fuel１１

２００２年核デ－タ研究会報文集 ２００３年３月JOYO MK-II Core Characteristics Database ‐Update to JENDL‐3.2‐１２

電気化学会　「酸化物の関与する鉄の腐食の調査」委員会
報告書 ２００３年３月

「酸化物の関与する鉄の腐食の調査」報告書（JNC作成部分：第２章，第４
章１．２節４章２節，および付録４）

１３

日本機械学会　配管の高サイクル熱疲労に関する評価指
針 JSME S 017‐2003 ２００３年３月

Ｔ管継手における温度変動現象１４

Proceedings of Symposium:Energy&the Environment‐Th
（アンア－バ－）２００３年３月１日

Design Study on Advanced Fast Reactor Cycle Systems in Japan１５

日本金属学会　春期大会 （千葉大学）２００３年３月２７日中性子照射したODS鋼の微細構造安定性１６

OECD/NEA ２００３年４月JOYO MK-II Core Characteristics Database１７

日本機械学会基準　「配管の高サイクル熱疲労に関する評
価指針」 　２００３年４月

配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針　付録２構造物の周波数応答特性
とその評価

１８

日本機械学会基準「配管の高サイクル熱疲労に関する評価
指針」 ２００３年４月

配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針　付録１流体内温度変動から構造
物の疲労破損までの機構

１９

ICONE-11 （東京京王プラザ）２００３年４月２０日
Droplet Breakup under Impulsive Acceleration Using Moving Particle Semi-
Implicit Method

２０

ICONE-11 （東京京王プラザ）２００３年４月２０日
A Comparative Design Study of Pb‐Bi Cooled Reactor Cores with Forced 
and Natural Convection Cooling

２１

日本原子力学会誌　４５巻５号 ２００３年６月
高速増殖炉サイクル研究開発セミナー
　－若手研究者と語る研究開発の将来展望－

２２
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（５４件）高速増殖炉（ F B R ）関係

Journal of Nuclear Science Technology　４０巻７号
２００３年７月

A Combined Method to Evaluate the self shielding Effect in PowerFast Reac-
tor Fuel Assembly Calculation

２３

日本機械学会２００３年度年次大会
（徳島大学）２００３年８月６日

非弾性解析による構造設計アプローチの検討（３）
　－負荷履歴効果の評価方法の検討－

２４

SMiRT-17 （プラハ）２００３年８月１７日
A Development Program of Three‐dimensional Seismic Isolation for Ad-
vanced Reactor Systems in Japan

２５

SMiRT-17 （プラハ）２００３年８月１７日Crack Opening Displacement of Crack in a Plate Subjected to Bending Load２６

日本原子力学会英論文誌　４０巻９号 ２００３年９月
Numerical Prediction of Secondary Flows in Complex Areas Using Concept 
of Local Turbulent Reynolds Number

２７

GENES4/ANP2003 （京都）２００３年９月１５日Conceptual Design of a Medium Scale Lead‐Bismuth Cooled Fast Reactor２８

GENES4/ANP2003 （京都）２００３年９月１５日
Development of 3D Seismic Isolation Technology for Advanced Nuclear 
Power Plant Application

２９

GENES4/ANP2003 （京都）２００３年９月１５日Development of Distributed Plant Monitoring and Diagnosis System and Monju３０

GENES4/ANP2003 （京都）２００３年９月１５日
LMFBR Design and its Evolution(4) An Innovative Concept of Sodium-Cooled 
Middle‐Scale Modular Reactor Pursuing High Economic Competitiveness

３１

GENES4/ANP2003 （京都）２００３年９月１５日MA/LLFP Transmutation Experiment Options in the Future Monju Core３２

GENES4/ANP2003 （京都）２００３年９月１５日
R&D issues in Structural Design Standard for Commercialized Fast Rreactor 
Components

３３

日本機会学会２００３材料力学部門講演会　
（富山大学）２００３年９月２４日

高速炉原子炉容器の非弾性解析解の構成式依存性に関する検討３４

日本機会学会２００３材料力学部門講演会　
（富山大学）２００３年９月２４日

流体温度ゆらぎに対する接液構造物のき裂進展特性３５

日本機会学会２００３材料力学部門講演会　
（富山大学）２００３年９月２４日

In‐Line流力弾性振動による配管系の疲労破壊現象の解明と早期寿命予測法
の確立

３６

The 10th International Topical Meeting on Nuclear
（ソウル）２００３年１０月

Numerical Simulation of Free Surface Vortex in Cylindrical Tank３７

日本混相流学会誌　１７巻３号 ２００３年１０月高速増殖炉におけるガス巻込み研究の現状３８

日本混相流学会誌　１７巻３号 ２００３年１０月高速増殖炉におけるナトリウム燃焼の解析手法３９

日本金属学会２００３年秋の大会
（北海道大学）２００３年１０月１１日

酸化物分散強化型（ODS）フェライト鋼の高温酸化挙動４０

日本金属学会２００３年秋の大会
（北海道大学）２００３年１０月１１日

分子動力学法を用いたFe‐Cr‐Ni系合金の構造変化シミュレーション４１

ICNC2003
　（日本原子力研究所東海研究所）２００３年１０月２２日

Current Status of PIE Activities in O‐arai Engineering Center of JNC on FBR 
MOX Fuel

４２

（財）若狭湾エネルギー研究センター　研究成果報告集　
５巻 ２００３年１１月

広範なエネルギー領域をカバーする中性子検出器の開発４３

日本燃焼学会誌「燃焼研究」　４５巻１３３号 ２００３年１１月高速増殖炉における冷却材ナトリウム漏えい燃焼対策４４

平成１５年度安全研究成果発表会（動力炉分野）
（サイクル機構大洗工学センター）２００３年１１月７日

平成１５年度安全研究成果発表会資料（動力炉分野）４５

第３５回溶融塩化学討論会 　（千葉大学）２００３年１１月１３日Na2O2によるFeの腐食反応のその場ラマン分光観察（１）４６

熱工学コンファレンス （金沢大学）２００３年１１月１４日流体温度ゆらぎがある平行平板間流路内の非定常熱伝達４７

Global2003 （ニューオリンズ）２００３年１１月１６日A Promising Gas-Cooled Fast Reactor Concept and its R&D Plan４８

Global2003 （ニューオリンズ）２００３年１１月１６日Behavior of uranium‐plutonium mixed carbide fuel irradiated at JOYO４９

Global2003 （ニューオリンズ）２００３年１１月１６日Investigation of Shape Recovery Characterictics on Ferrous Shape Memory Alloy５０

Global2003 （ニューオリンズ）２００３年１１月１６日Irradiation Performance of Uranium‐Plutonium Mixed Nitride Fuel Pins in JOYO５１

International Conference Nuclear Power and Fuel Cycle　
（デミトロフグラード(RIAR)）２００３年１２月３日

Development of ODS Ferritic Steel Cladding and its Irradiation Test in BOR-60５２

日本材料学会　高温強度部門委員会
（秋田）２００３年１２月４日

STBA24鋼の室温および高温下における超寿命疲労強度特性５３

ロシア高速炉国際会議
（IPPE原子力研究所）２００３年１２月１１日

Lead‐Bismuth Cooled Fast Reactor Conceptual Design in Feasibility Study５４
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（１３件）先 進 リ サ イ ク ル 関 係

日本原子力学会和文論文誌　２巻３号 ２００３年３月乾式再処理プロセスにおけるNaCl-2CsCl溶融塩精製技術 リン酸塩沈殿実験１

日本学術振興会　原子炉材料第１２２委員会　平成１４年度第
５回委員会資料 　（東京大学）２００３年３月３日

先進的核燃料リサイクル技術の開発２

The RRTD 2nd International Workshop
（青森）２００３年３月２４日

The Study for Reduction of Waste Generated by Aqueous Reprocessing３

Journal of Nuclear Science and Technology Vol.40 N..8 
２００３年８月

Measurement of Thermal Neutron Capture Cross Section and Resonance In-
tegral of the sup 237 Np(n,γ) sup 238 Np Reaction

４

２００３年電気学会秋季大会 （北海道大学）２００３年９月１２日XAFSによるランタンオキシクロライドの短距離構造解析５

２００３年電気学会秋季大会 （北海道大学）２００３年９月１２日炭素電極電析物のその場のⅩ線回折測定６

KURRI Progress Report 2002 ２００３年１０月Measurement of Neutron Capture Cross Sections for Radioactive Nucleides７

第３５回溶融塩化学討論会 　（千葉）２００３年１１月１３日電極反応数値解析（１）　自然対流物質伝達における拡散層厚さ評価８

第３５回溶融塩化学討論会 　（千葉）２００３年１１月１３日電極反応数値解析（２）　共存対流物質伝達における拡散層厚さ評価９

第３５回溶融塩化学討論会 　（千葉）２００３年１１月１３日溶融塩電解法乾式再処理技術開発の現状１０

Global2003 （ニューオリンズ）２００３年１１月１６日
Advanced Fuel Fabrication System Concepts Using Advanced‐Aqueous‐Re-
processing Product

１１

Global2003 （ニューオリンズ）２００３年１１月１６日
Integrated Experiments to Demonstrate Electrometallurgical Pyroprocess of 
Metal and Oxide Fuel

１２

Global2003 （ニューオリンズ）２００３年１１月１６日Vipac Fuel Fabrication for Irradiation Tests of the FUJI Project１３

（６件）プルトニウム燃料（MOX）関係

Annuals of Nuclear Energy V. 30  2003年Practical correction of dead time effect in variance-to-mean ratio measurement１

日本原子力学会誌　４５巻７号 ２００３年８月日本のMOX燃料の実績と今後の展望２

日本原子力学会誌　私の研究から　４５巻９号 ２００３年９月照射後試験用Ｘ線CT装置の開発経緯及び取得データ評価の現状３

第９回原子力発電浜岡夏期体験セミナー
（中部電力浜岡発電所）２００３年９月４日

MOX燃料の開発と利用４

Tech Meet Improved Fuel Pellet Materials Designs
（ブリュセッル）２００３年１０月２０日

Establishment of Low Density MOX Pellet Fabrication Process５

ICFRM-11 （京都大学）２００３年１２月７日Welding Technology Development in 9Cr‐ODS Martensitic Steels６

（８件）放 射 線 廃 棄 物 関 係

国際ワークショップ
“PREDICTION OF LONG TERM CORROSION BEHAVI- 
OUR IN NUCLEAR WASTE SYSTEM” ２００１年１１月

Effect of Magnetite as a Corrosion Product on the Corrosion of Carbon Steel 
Overpack

１

｢バックエンド｣夏期セミナー （静岡）２００３年７月３１日幌延深地層研究計画　～地下水の地球化学特性調査の現状～２

9th Information Exchange Meeting on Actinide and Fis-
sion Product Pratitioning and Transmutation

（慶州）２００３年９月２１日
Carbonate Complexation of Neptunium(IV) in Highly Basic Solutions３

9th International Conference on ICEM'03
（オックスフォード）２００３年９月２１日

Development of Foam Floating Decontamination System for Radioactive 
Solid Wastes from MOX‐Fuel Fabrication

４

第５８回土木学会年次学術講演会
（徳島大学）２００３年９月２４日

セルオートマトン法による流体・物質移動解析手法の検討５

放射線と地球環境　生態系への影響を考える ２００３年１０月高レベル放射性廃棄物地層処分安全評価における安全指標の考え方６

GeoProc2003 （ストックホルム）２００３年１０月
Effect of coupling behavior of the near field on groundwater flow of the far 
field for geological disposal of high level radioactive waste

７

International Workshop on Geotechnical X‐ray CT (GeoX2003)
（熊本大学）２００３年１１月６日

An Examination of Aperture Estimation in Fractured Rock８

（２４件）地層処分技術に関する研究開発関係

Nagra Technical Report NTB00‐08 ２００３年５月

Grimsel Test Site Investigation Phase IV (1994-1996): The Nagra-JNC In 
Situ Study of Safety Relevant Radionuclide Retardation in Fractured Crystal-
line Rock, IV: The In Situ Study of Matrix Porosity in the Vicinity of a Water 
Conducting Fracture

１

日本原子力学会バックエンド部会 （静岡）２００３年７月３１日サイクル機構における深地層の研究施設計画の現状「幌延深地層研究計画｣２

Journal of Nuclear Science and Technology ２００３年９月A Technical Problem in Through‐Diffusion Experiments for Compacted Bentonite３

Thirteenth Annual V.M.Goldschemidt Conference
２００３年９月

Isotopic study of the groundwater at Horonobe,nothern Hokkaido, Japan４
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（２４件）地層処分技術に関する研究開発関係

Catalogue of the characeristics of argillaceous rocks
２００３年９月

難透水性岩盤の特性に関するカタログ（稚内層および声問層）５

Goldschmidt conference 2003　 （倉敷）２００３年９月７日REDOX investigation around the drift in the Tono Uranium Mine,Japan６

日本地質学会第１１０年学術大会
（静岡大学）２００３年９月１９日

北海道幌延地域におけるヌカナン断層群の断層露頭とその意義７

資源・素材２００３ （山口大学）２００３年９月２２日ボーリングコアの三次元弾性波速度分布と初期応力の関係について８

資源・素材２００３ （山口大学）２００３年９月２２日深地層の研究施設における防災対策について９

資源・素材２００３ 　（山口大学）２００３年９月２４日
超深地層研究所計画における岩盤力学研究の現状
　－東濃地域を例とした様々なスケールを対象とした初期応力評価－

１０

２００３日本放射化学会年会・第４７回放射化学討論会（ポス
ターセッション）　 （泉の森ホール）２００３年１０月１日

マグネタイト表面におけるネプツニウム（Ｖ）の還元１１

日本地震学会秋季大会　 （京都）２００３年１０月１６日
アクロス計測による複素誘電率スペクトル測定　IV.改良四極法による1/f型
誘電分散の測定

１２

International Conference on Coupled T‐H‐M‐C  (Geo-
Proc 2003) （ストックホルム）２００３年１０月１３日

A Research Program for Numerical Experiments on the Coupled Thermo -
Hydro -Mechanical and Chemical Processes in the Near-Field of a High-
Level Radioactive Waste Repository

１３

物理探査学会平成１５年度第１０９回学術講演
（関西大学）２００３年１０月１５日

幌延深地層研究計画における堆積岩を対象とした物理探査（２）１４

第２回若手研究者発表討論会  （東京大学）２００３年１０月１６日高レベル放射性廃棄物地層処分の安全評価における不確実性解析の現状と課題１５

平成１５年度環境研国際検討委員会「放射生態学と環境の放
射線被ばくに関する国際シンポジウム」

（六ヶ所村）２００３年１０月２２日

Biosphere Assessment for High-level Radioactive Waste Disposal: Modelling 
Experiences and Discussion on Key Parameters by Sensitivity Analysis in 
JNC

１６

地下水学会２００３秋季講演会 （岐阜）２００３年１０月２３日TDRによる岩盤の水分飽和度の原位置測定１７

地下水学会２００３秋季講演会 （岐阜）２００３年１０月２３日幌延深地層研究計画における地下水の地球化学特性調査について１８

Large Scale Field Tests in Granite
（シーチェス）２００３年１１月

Coupled Thermo‐hydro‐mechanical Analysis of the Prototype Repository 
Project using Numerical Code THAMES

１９

The 3rd International Symposium on Rock Stress
（熊本）２００３年１１月４日

Development of the Three‐Dimensional In‐Situ Stress Measurement Equip-
ment with the Overcoring Method and Its field Application for Deep Boreholes

２０

平成１５年度地層科学研究情報・意見交換会
（瑞浪）２００３年１１月１０日

平成１５年度地層科学研究情報・意見交換会　配布用OHP集（幌延分）２１

平成１５年度　第３回原子力関係者マネージメントセミナー
　 （日本原子力産業会議）２００３年１１月１３日

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への取り組み２２

京都大学原子炉実験所専門研究会
（京都大学原子炉実験所）２００３年１１月２１日

幌延深地層研究計画２３

幌延フォーラム　 （幌延）平成１５年１２月１５日幌延深地層研究センターにおける調査研究の現状２４

（２件）再 処 理 関 係

日本原子力学会誌　４４巻１０号 ２００３年１０月会議報告　講演会「長寿命核種の核変換のための新分離プロセスの創成について」１

18th International Conference on Magnetic Technology　
（盛岡）２００３年１０月２０日

Effect of Zeta Potential of Particles Dispersed in Aqueous Solution on Mag-
netic Filtration Efficiency

２

（２件）環 境 保 全 関 係

デコミニュース　２５巻 ２００３年米国高速中性子試験炉（FFTF:Fast Flux Test Facility）の閉鎖プロジェクト１

High Temperature Materials Chemistry-XI
（東京大学）２００３年５月１９日

Steam Reforming:Alternative Pyrolytic Technology to Incineration for Volume 
Reduction and Stabilization of Low‐Level Radioactive Organic Liquid Wastes

２

（１件）新 型 転 換 炉（ A T R ）関 係

「水化学最適化」研究専門委員会報告書 ２００３年６月ATR運転実績（「水化学最適化」研究専門委員会報告書）１

（１２件）放 射 線（ 安 全 ）管 理 関 係

日本保健物理学会第３７回研究発表会
（東京）２００３年６月１６日

Ge半導体検出器を用いた野外ダストモニタの開発１

日本保健物理学会第３７回研究発表会
（幕張プリンスホテル）２００３年６月１６日

事故時大気拡散プログラムの開発２

第２０回ESR応用計測研究発表会
（岡山理科大学）２００３年９月２４日

積算線量測定を目指した天然鉱物からのルミネッセンスの基礎的研究３

9th Symposium on Neutron Dosimetry (NEUDOS9)
（デルフト工科大）２００３年９月２８日

Characteristics of the JNC Workplace Simulated Neutron Fields using sup 
252 Cf Surrounded with Cylindrical Moderators

４
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（１２件）放 射 線（ 安 全 ）管 理 関 係

9th Symposium on Neutron Dosimetry (NEUDOS9)
（デルフト工科大）２００３年９月２８日

Criticality Dosimetry Program in JNC 
　‐Dosimetry in the SILENE Criticality Accident Dosimetry Intercomparison
　Exercise‐

５

第４７回放射化学討論会 （泉の森ホール）２００３年１０月３日鉱物からのラジオルミネッセンス特性６

Protection of the Environment from the Effects of Ionizing 
Radiation （ストックホルム）２００３年１０月１６日

Regulatory Control of Discharges to the Environment: An Operator's View７

7th Inter'l Conf on Nuclear Criticality Safety
（東海村）２００３年１０月２０日

Study on the Detection of the Criticality Accident Alarm Systems and Area 
Monitors

８

第６２回全国産業安全衛生大会　労働衛生部会　科学物質
管理分科会 　（名古屋）２００３年１０月３０日

化学物質管理システム及びWEB版MSDS検索システムの開発及び運用９

第６２回全国産業安全衛生大会 （名古屋）２００３年１０月３０日簡易型及び詳細型を用いたリスクアセスメントの実施１０

日本放射線安全管理学会　第２回大会
（つくば研究交流センター）２００３年１２月５日

管理区域内におけるRn及びRn子孫核種の濃度変動傾向について１１

第４５回環境放射能調査研究成果発表会
（虎ノ門ホール）２００３年１２月１０日

土壌中のPu同位体及びAm濃度とその放射能比について１２

（２件）核 物 質 管 理 関 係

核物質管理センターニュース　１３２巻１１号 ２００３年１０月
第４４回核物質管理学会（INMM）年次大会参加して４　核物質の計量管理に
かかわるセッションの概要（１）

１

第２４回INMM日本支部年次大会
（学士会館）２００３年１１月７日

プルトニウム燃料施設における計量分析の品質管理に関する経験２

（８件）そ の 他

Deep Sea Research Part II Vol.50 ２００３年１月
Oceanic General Circulation Model for the Assessment of the Distribution of 
sup 137 Cs in the World Ocean

１

9th International Conference on ICEM'03
（オックスフォード）２００３年９月２１日

Long-term Assessment Model of Radionuclides in the Oceans (LAMER)
‐Development and Validation of the Diffusion Model in Global Ocean‐

２

平成１５年度日本科学教育学会第２回研究会
（茨城大学）２００３年１０月１１日

大洗わくわく科学館と地域の大学，学校，ボランティアとの連携３

第１４回　加速器科学研究会
（エポカルつくば）２００３年１１月１１日

RF電子銃のビームトランスポート４

Global2003　 （ニューオリンズ）２００３年１１月１６日Scenario Study on Fast Reactor Cycle Deployment５

国際原子力安全セミナー
（日本原子力研究所東海研究所）２００３年１１月１７日

SA‐L‐18 Thermal Reactor Benchmark６

日本リスク研究学会第１６回研究発表会
（東海村リコッティ）２００３年１１月２０日

リスクポータルサイト「リスク情報なび」の開発７

日本リスク研究学会第１６回研究発表会
（東海村リコッティ）２００３年１１月２０日

東海村における実践的なリスクコミュニケーション戦略８
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技術情報管理
情報システム

１．技術情報管理

　研究開発成果をまとめた機構作成成果報告書，
委託研究報告書，共同研究報告書等を効果的に利
活用するため，これらの書誌情報等をデータベー
ス化するとともに，利便性向上のため，ウェブ利
用クライアント＆サーバ方式データベースシステ
ム（成果情報データベースシステム：JSERV）の
社内運用を行っている。また，報告書等の作成者
が直接入力することによりデータベース化を行う
登録機能を整備し，２００３年７月１５日より社内運用
を行っている。
　社外利用者のため，インターネット利用による
JSERVを整備し，２００３年２月１４日より公開の技術
資料，外部発表資料，サイクル機構技報，特許情
報等に関する検索閲覧サービスを行っている。技
術資料と外部発表資料については日本語検索に加
え，英語検索ができる。
　情報公開の一環として，技術資料と外部発表資
料の目録をサイクル機構のホームページに掲載し
ている。
　四半期ごとに発行する技術広報誌であるサイク
ル機構技報第２１号に加え，第２１号別冊「常陽MK
‐Ⅲ」特集を編集し，２００３年１２月２０日に社外に広
く配布するとともに，全頁をホームページに掲載
することにより，サイクル機構の技術動向，技術

開発成果及び事業計画の進ちょく状況の啓蒙に努
めている。

２．情報システム

　サイクル機構では，大洗工学センター内の情報
センターにおいて，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。
　大型計算機システムについては，大型汎用コン
ピュータ及びスーパーコンピュータシステムの運
用並びに２００３年度末に更新するスーパーコン
ピュータシステムの導入に向けての作業を継続し
た。
　情報処理ネットワークについてはサイクル機構
全社ネットワークの運用を継続するとともに，イ
ントラにおいて，Windows Updateの実施を促すテ
ロップを常時掲載する等，コンピュータウィルス
感染を防止するための啓蒙活動を推進した。また，
新法人設立に向けた先行的取組みの一つとして，
日本原子力研究所が実施しているINIS（国際的な
原子力情報システム）データベース利用にサイク
ル機構が加わるための諸手続きを実施した。

（本社：技術展開部）
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大学等との研究協力
社内公募型研究

１．大学等との研究協力

　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。

１．１　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，研究
協力テーマを提示している。大学等の研究者から
は研究目的を達成する上で必要な手法，アイデア
等を研究協力課題として提案して頂き，サイクル
機構の研究者と共同研究等の形態で研究開発を
行っている。２００３年度は，４３件の研究協力課題に
ついて実施している（図１参照）。２００４年度の先
行基礎工学研究に係る研究協力課題の募集を９月
初旬から１１月中旬まで行い，募集件数１４件を超え
る応募（１５件）があり，選考作業を進めている。

１．２　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，先見的，
独創的な研究テーマを広く公募している。応募者
には主体的に研究に取り組んで頂く公募型の研究
協力を行っている。２００３年度は，１２件の研究テー
マについて実施している（図２参照）。

１．３　博士研究員制度

　サイクル機構は，１９９７年度より，博士号の学位
を有する若手研究者を２～３年間の任期付で採用
している。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，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。
　２００３年度は，１７名の博士研究員により研究を実
施している（図３参照）。２００４年度の博士研究員
の募集を７月初旬から９月下旬まで行い，募集人
員６名程度に対し２．５倍の応募（１５名）があり，７
名を選考した。

（本社：技術展開部）

図１　先行基礎工学研究に関する実績
＜研究機関別 研究協力課題の実施状況＞

図２　核燃料サイクル公募型研究に関する実績
＜研究機関別 研究テーマの実施状況＞
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２．社内公募型研究

　サイクル機構内の創造的研究活動を活性化する
ための一方策として，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
を目指す研究を発掘・推進する「社内公募型研究
推進制度」を２００１年度より開始している。
　本制度は，サイクル機構が取り組む研究開発の
全分野から，独創性・新規性に優れた研究テーマ
並びに研究者を募集・選定し，一定期間（原則３
年間），研究のための予算と環境を保証し自由に研
究を実施できるようにするものである。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
及び内容のもので，提案者自らが実施することを
基本としている。
　第１期（２００１年度）の採択研究は，再処理工程
への磁気分離技術の適用性研究，高レベル放射性
廃棄物の地層処分における核種拡散移行挙動のモ
デル化研究，金属組織の磁性変化に着目した新し
い損傷検出法の研究，及び雷雲中の放射線発生機

構の研究の４件であり，当該期間においては，２００４
年３月末までに研究を完了させるべく，研究の遂
行，成果の取りまとめ，学会等への発表を積極的
に行った。
　第２期（２００２年度）の採択研究は，炭素系内包
構造体を利用した放射性核種の処理法及びその利
用技術の研究，及び溶融塩元素濃度の電気化学的
測定手法の研究の２件であり，当該期間において
は，それぞれサイクル機構内の装置や外部機関の
装置を利用して本格的に試験研究に取り組んでい
る。この２件の研究は，２００３年１２月１９日に社内公
募型研究評価委員会による中間評価を受けた。
　第３期（２００３年度）の採択研究については，２００３
年４月から，原子力施設非破壊検査用小型高輝度
電子銃の実用化研究，及び原子力技術の受容に関
する個人及び集団の意思決定過程分析とシミュ
レーション研究を進めている。
　第４期（２００４年度）の研究テーマ募集は２００３年
７月から９月末までの間行われ，２件の応募が
あった。一方，本制度では，各研究テーマの研究
期間は原則３年であるが，研究者から延長申請が
あり，社内公募型研究評価委員会で認められた場
合は，最大２年の期間延長ができることとなって
いる。今回は，２００１年度採択研究から，新たな発
展的研究テーマを掲げた２件の延長申請があっ
た。２００３年１２月１９日に開催された社内公募型研究
評価委員会において，新規と延長の合計４件の研
究提案について選考審査が行われた。採否は２００４
年１月に正式決定され，研究開始は同年４月の予
定である。

（本社：社内公募型研究推進室）

図３　博士研究員の実績
＜出身機関別採用状況＞
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技術協力・技術移転
開発技術の利用・展開
施設・設備の供用
国内技術協力研修

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
に円滑に技術協力・技術移転するため，技術協力
協定等を締結し，技術情報の提供，技術者の派遣，
技術者の教育・訓練，受託業務等を実施している。
（１）再処理
　再処理については，日本原燃（株）に対する従来
の技術協力・技術移転及び２００２年７月より開始し
た六ヶ所再処理工場の試運転に関する技術支援を
継続支援している。
　また，六ヶ所再処理工場の試運転準備要員であ
る日本原燃（株）再処理技術者の東海事業所での研
修及び日本原燃（株）委託会社社員への研修を継続
実施している。
（２）ウラン濃縮
　ウラン濃縮技術については，技術情報の提供等
を実施するとともに，ウラン濃縮プラントの運転
経験に基づくコンサルティング等の受託契約を締
結実施している。
　また，電力会社等からの要請に基づき，人形峠
環境技術センターの濃縮施設において「使用済遠
心分離機処理技術に係る試験研究」の共同研究を
継続実施している。
（３）MOX燃料
　MOX燃料加工技術については，技術情報の開示
等を実施するとともに，日本原燃（株）と「MOX燃
料加工施設の詳細設計等に係る技術協力業務（そ
の３）」，「燃料製造プロセス条件の最適化検討に係
わる小規模MOX追加試験」及び「MOX燃料加工
に係わる確証試験（実規模MOX試験その１）」の
受託業務を継続実施している。
　また，プルトニウム燃料製造施設での日本原燃
技術者の研修を継続実施している。

（４）FBR
　FBRについては，技術情報の開示等を実施する
とともに，日本原子力発電（株）と「炉心安全性向
上のためのIGR試験研究」，「高温構造設計手法高
度化及び免震技術開発」及び「自己作動型炉停止
機構炉内試験研究」に関する共同研究契約に基づ
き当該研究を継続している。
（５）高レベル廃棄物
　高レベル廃棄物の地層処分技術については，原
子力発電環境整備機構と締結した「特定放射性廃
棄物の地層処分技術に関する協力協定」に基づき，
技術協力を実施している。

２．開発技術の利用・展開

２．１　先端原子力関連技術成果展開事業

　開発成果の展開･活用を図るため，サイクル機構
が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「先端原子力関連技術成果展開事
業」を１９９８年度から行っている。
　２００３年度は，前年度からの継続分５件及び今年
度新規分４件の合計９件の実用化共同研究開発を
実施している。
　今期は技術委員会により，９月末で終了した１
件の最終評価及び８件の中間評価を実施した。

２．２　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，技術の権利
化及び技術情報の公開を図るとともに，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２，６９０件，外国で
約１，０２０件（このうち，２００３年１２月末現在，開発成
果として保有している特許権は，国内約９６０件，外
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国約４７０件）である。２００３年１０月から１２月における
登録件数は国内２件，外国２件である（表１参照）。
２００３年度１２月末における出願件数は国内４０件，外
国２４件である。
　特許の外部利用実施状況は，使用者と実施許諾
契約を締結し，契約累計はこれまで３４件であり，
１０月には「危険物取扱い用トング構造」の特許に
ついて使用許諾契約を行い，現在は１６件を許諾し
ている。
（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。これまでの契約
累計は２１件で，現在は９件の許諾を継続している。

３．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いる。２００３年
度は，東濃地科学センターの第２立坑（目的：無
重量研究），新型転換炉ふげん発電所廃棄物処分建
屋の一部（目的：デコミショニング研究），人形
峠環境技術センターの環境工学施設の一部（目的：

デコミショニング研究）を継続実施している。
　また，東濃地科学センターにあるぺレトロン年
代測定装置（タンデム型加速器質量分析装置）に
よる地層発掘物質の年代測定を外部からの依頼に
基づき実施した。

４．国内技術協力研修

　日本原燃（株）再処理技術者の研修は第３四半期
までに４名が終了し，１０月以降は５名が継続して
いる。また，MOX燃料加工技術者の研修は，本年
７月より２名が継続している。そのほかに，東電
環境エンジニアリング（株）技術者１名が放射線管
理分野の研修を継続実施している。また，日本原
燃（株）関連会社の常陽産業（株）から２７名が第３四
半期で研修を終了し，１０月以降１９名が継続研修を
行っており，同検査開発（株）から２名が引続き研
修を継続した。さらに，常陽産業（株）から廃棄物
搬出業務要員研修を受け１５名の研修を大洗工学セ
ンターで継続実施し，１２月末で大洗の研修を終了
するとともに，１０月より（財）核物質管理センター
より２名の研修員を受入れ，分析研修及び放射線
管理研修を開始した。

（本社：技術展開部）

表１　２００３年１０月から１２月における特許登録一覧

特許権者発　　明　　の　　名　　称登 録 番 号登　録　日種　類

サイクル機構
富士電機（株）

乾式研削機用研削粉末回収装置３４７１２７３２００３．９．１２特
許

国
内

サイクル機構原子炉のダミー遮蔽プラグ３４９１０１４２００３．１１．１４

サイクル機構原子炉容器の熱荷重緩和装置
６５９４３３３
アメリカ

２００３．７．１５
特
許

国
外

サイクル機構保守用グローブボックス一体型連続焼結設備
ZL98801380.0
中　　国

２００３．１１．１２
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特許・実用新案紹介

薄型放射線表面汚染検出器

出願番号：特願２０００－１３２１００
出 願 日：平成１２年５月１日
特許番号：特許第３４６３０１８号
登 録 日：平成１５年８月１５日
特許権者：核燃料サイクル開発機構

　本発明は薄くて大きな面積を有するものに対す
るγ線表面汚染測定装置であり，検出感度及びエ
ネルギーレスポンス向上を図ったものである。

１．目的

　表面汚染を測定するための大面積の放射線検出
器としては複数本の筒状のGM計数管を併設した
構造のものがあるが，面積の大きなものを測定す
るためには厚みのある大きな筐体装置となり，設
置場所の制約，装置移動等の問題あった。このた
め，検出感度及びエネルギーレスポンスが良好で，
大面積に適し，薄型化を図ることを目的に開発した。

２．技術の概要

　シンチレーションファイバは図１に示すよう
に，通常の光ファイバと同様に中心に位置するコ
ア（１０）とそれを取り囲むクラッド（１２）からなり，

コア（１０）に放射線に反応するプラスチックシンチ
レータを用いたものである。発光原理は有機シン
チレータと同様であり，放射線による励起作用に
より，シンチレーション光が発生する。コア（１０）の
屈折n1はクラッドの屈折率n2よりも大きく設定さ
れており，臨界角θ c＝sin－1（n2/n1）に対して，コ
アからクラッドへの入射角θ Bが臨界角θ cより小
さければ光は外部に漏れ，入射角θ Aが臨界角θ cよ
り大きければ境界面で反射して伝播する。
　図２に本発明に係る薄型放射線表面汚染検出器
におけるファイバ配列状態の一例を示す。図２の
Ａは配列状態を分かり易くするために，ファイバ
同士の感覚を拡げた状態で模式的に表したもので
ある。多数のシンチレーションファイバ（２０）を
平行に配列し，その上下に多数の波長変換ファイ
バ（２２）を平行に配列し，全体を三層のシート構

図２　Ａ　ファイバ配列状態の一例
Ｂ　実際の積み重ね状態図１　シンチレーションファイバ
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造とした。また，図２のＢに実際の積み重ね状態
を示す。下方の波長変換ファイバの層－シンチ
レーションファイバの層－上方の波長変換ファイ
バからなる三層構造とし，シンチレーションファ
イバと波長変換ファイバはそれぞれ近接するよう
に一列に配列し，それらの列同士も近接するよう
に配列ピッチを半ピッチずらせて接着した。
　この接合体（２４）を図３のように，感度分布が
均一になるようにＵ字に折り返し，ファイバ両端
を束ねて受光デバイスである光電子増倍管
（PMT）（３２）に光学的に接続する。
　本発明に係る検出器を用いた放射線表面汚染モ
ニタ装置全体の回路構成は光電子増倍管（PMT）
（３２）に高圧を印加する高圧電源（HV）（３４），出力
を増幅する増幅器（AMP）（３６），増幅器を弁別す
るディスクリミネータ（DIS）（３８），弁別波形を整
形する波形調整回路（PSC）（４０）とそれらの同時
性を検出する同時計数回路（COIN）（４２），計数計
（CT）（４４）または指示計（RM）（４６）である（図４）。
　放射線表面汚染モニタ装置の外観例を図５に示
す。共通の底板上に，三層シート状構造の接合体
を内臓した検出面ケース（５０）と光電子増倍管と増
幅器から計数回路までを組み込んだ計測部ケース
（５２）で構成する。

　この放射線表面汚染モニタ装置は，身体汚染モ
ニタ，物品搬送モニタあるいはフットモニタ等と
して有用である。身体あるいは物品に付着した放
射性物質から放射されるγ線がシンチレーション
ファイバ（２０）に入射すると，γ線による励起作
用によりシンチレーション光が発生する。その一
部はシンチレーションファイバ自身を光パイプと
して伝播するが大部分は外に漏れる。しかし，こ
の漏れは，近接する波長変換ファイバ（２２）に入
射して内部分子を励起し，基底状態に戻るときに
固有の光を放出して伝播する。つまり，シンチリー
ションファイバ（２０）のみでは漏れ光となり損失と
なる光が，波長変換ファイバ（２２）で捉えられて，信
号光として利用されることになる。
　このようにしてシンチレーションファイバ（２０）
および波長変換ファイバ（２２）の内部を伝播する光
は両端に接続されている光電子増倍管（３２）に到達
し，電気信号に変換，増幅，弁別，整形されて同
時計数回路（４２）に入力する。同時計数回路（４２）
は論理的なANDを含んでおり，信号が同時に入力
するという条件が成立したときのみ検知信号を出
力し，この検知信号が計数される。放射線によっ
て生じた発光では，必ずファイバ両端に向かって
同時に伝播するため，両側の光電子増倍管（３２）
の出力に同時性が成り立つから，回路における雑
音の発生・侵入を排除し検出精度を高めている。

（本社：技術展開部）

図５　放射線表面汚染モニタ装置の外観例

図４　装置全体の構成図

図３　光電子増倍管との接続図
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