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1 福島県内におけるJAEA活動拠点(平成27年11月末現在) 

福島県環境創造センター 
三春町 建設中 

福島県環境創造センター 
環境放射線センター 

南相馬市 
平成27年9月末竣工 

東京電力㈱福島第一 
原子力発電所（1F） 

大熊分析・研究センター 
1F敷地隣接  
大熊町 設計中 

楢葉遠隔技術開発センター 
楢葉町 建設中 

平成27年9月研究管理棟 
における業務を一部開始 

福島事務所 
平成23年6月開設 

福島市 

いわき事務所 
平成27年4月開設 

いわき市 

廃炉国際共同研究センター 
国際共同研究棟 
富岡町 立地決定 

○ 茨城県東海村 本部、原子力科学研究所、核燃料サイクル工学研究所 
○ 茨城県大洗町 大洗研究開発センター   ○ 東京都千代田区 東京事務所 

※福島県環境創造センターは、 
 福島県が整備した施設に 
 JAEAが入居し活動。 



2 １Ｆ廃炉研究を支える研究開発拠点の整備 

 1F廃止措置推進に必要不可欠な遠隔操作機器や放射性物質の分析･研究等に関する
技術基盤の確立、国内外の研究機関との共同研究の推進等を図るため、福島県内に研
究拠点を整備。 

○遠隔操作機器・装置の開発・実証施設（楢葉遠隔技術開発センター） 
     平成27年9月24日から一部運用を開始。 
○放射性物質の分析・研究施設（大熊分析・研究センター） 
     平成26年度から詳細設計開始。 
○廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟 
     平成27年度から詳細設計開始。 



日    時：2015年10月19日(月) 12時30分～12時50分 
場  所：福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸1番22 
       楢葉遠隔技術開発センター（楢葉南工業団地内） 
参加者：105名 

安倍内閣総理大臣ご祝辞 除幕式 

開所式後のロボットデモンストレーション 

研究管理棟 

試験棟（建設中） 
楢葉遠隔技術開発センター 

【除幕式にご参加いただいた方々】 
・安倍内閣総理大臣 
・内堀福島県知事 
・松本楢葉町長 
・馳文部科学大臣 
・髙木復興大臣 
・高木経済産業副大臣 
・若松復興副大臣 
・井上環境副大臣 
・県立ふたば未来学園生徒 
・町立あおぞらこども園園児 （国立福島工業高等専門学校学生さんが操作） 

楢葉遠隔技術開発センター（１） ～開所式①～ 3 



試験棟工事状況（遠景）視察 サソリ型ロボットデモンストレーション 

バーチャルリアリティ概要説明・ 
デモンストレーション 

標準試験場概要説明 

楢葉遠隔技術開発センター（２） ～開所式②～ 4 



バーチャルリアリティ（VR) システムを用いた作業者訓練等を 
通じた 「安全・確実な作業に向けた取組み」に貢献。 

ＶＲシステム 実証試験 

○ 作業計画の立案・事前検証 
○ 作業の事前訓練 

○ 作業計画の検証 
○ 作業訓練 

現場で得られた 
知見・経験等の 
フィードバック・ 
蓄積 

効果的な作業手順、試験 
方法、安全な作業 

確実な作業の
実施 

安全・確実 
効率的な作業実施 

現場作業 

○現在、1F2号機の1階及び地下階を再現 
○今後、引続き2号機の2~5階、他号機の全階を再現 

事故炉をコンピュータ内に再現し、40年間の廃炉作業を促進 

楢葉遠隔技術開発センター（３） ～研究管理棟～ 5 



試験棟 

水槽 モックアップ階段 モーションキャプチャ 

実物大の寸法の機器を
1/8 切り出した試験体 

ここでなければ体験できない、1F建屋内
の作業環境をリアルに実物大で再現 

付属建屋 

要素試験エリア 

止水試験エリア 
幅80×奥行60×高さ40m 

 

遠隔操作機器の補修・改造、 
実験データ解析・整理等に活用 
○研究室7室（50m2/1室。内、 
  3室ロボットシミュレータ完備） 
○工作室1室(旋盤、ボール盤、 
   フライス板、検査機器等完備) 
     JAEAで作業補助者も準備 
○基本的には1年中稼働 

研究活動推進エリア 

約
 8

~
10

m
 

20×18×18m 

【提供】技術研究組合国際廃炉研究開発機構（IRID） 

楢葉遠隔技術開発センター（４） ～試験棟～ 6 



1F廃炉ロボットのシミュレータ 

 変化する作業現場等の環境データを
コンピュータに取り込み、ロボット開発
の合理化等を目指したシミュレータ*
を開発。 

 共通基盤的なタスク遂行能力を定量的
に評価する試験法を開発し、ロボットの
要求水準やオペレータの技能達成水
準を明示。 

遠隔基盤技術の開発例 

原子力災害対応ロボットの標準試験法 

ロボット開発 

ロボットの設計 

ロボット操作訓練 

ロボットの 
動作確認 

ロボット（実機）の 
製作・動作確認 

ロボット 

操作者 

1F廃炉作業のため 
の標準試験場創生 
  

 ・性能評価試験 
 ・実機操作訓練 

1F環境データを 
用いたロボット 
操作訓練 

1F環境
データ 

指先訓練 

産総研が開発した   
Choreonoidをベースに 
したロボット・シミュレータ 

ロボット（実機）を  
用いた基礎訓練 

＊） 

（例）有線ケーブル 
     の影響評価 

楢葉遠隔技術開発センター（５） 研究拠点を支える技術開発 7 



遠隔機材ワークショップの様子 

災害対応ロボットのための標準試験法 
に関する国際ワークショップ 

原子力緊急時対応遠隔機材に関する 
国際ワークショップ 

遠隔基盤技術の構築に向け、今後もワークショップを継続的に開催する予定 

【日時】 
 平成２７年１２月２日～３日 
【参加者】 
 独、仏等からの参加者を含め、述べ８０名 
【実施内容】 
 １２月２日：講演会 
 ・独ＫＨＧ Michael Gustmann氏、仏GroupeINTRA Gilles Blyeert氏から、

原子力災害対応のために開発中のドローンシステムやエアロックの
二重扉間の通信が行える新通信システムなどの紹介 

 ・東京大学淺間一教授から、福島第一原子力発電所の廃止措置の
ための新たなロボットの研究開発の状況の紹介 

 ・日本原子力研究開発機構の川妻伸二から、原子力災害対応用の
小型無人ヘリ（ドローン）の整備状況と課題について報告 

標準試験法ワークショップの参加者 

【日時】 
 平成２７年１１月６日～７日 
【参加者】 
 米、豪等からの参加者を含め、述べ８０名 
【実施内容】 
 １１月６日：見学会 
 ・標準試験体、バーチャルリアリティシステム、試験棟内部等 
 １１月７日：講演会、パネルディスカッション 
 ・米標準技術研究所Adam Jacoff氏、豪カーティン大学Raymond Sheh

氏、東京大学淺間一教授、東北大学田所諭教授等から、原子力災害
を含む災害対応ロボットの研究開発および現場投入経験ならびに標
準試験体を用いた災害対応ロボットの性能評価の紹介 

 ・日本原子力研究開発機構の谷藤祐太から，原子力分野の標準試験
法の検討を目的とした、福島第一原子力発電所でのロボットによる調
査の作業解析結果について報告 

・パネルディスカッションでは，長岡技術
科学大学木村哲也准教授をモデレータ
に，原子力発電所に特化した標準試験
法の活用についての議論 

 ・福島工業高等専門学校の寺田耕輔
教授から、ロボットで容易に組立がで
きる構造部材の紹介 

 １２月３日：見学会 
 ・標準試験体、バーチャルリアリティシ

ステム、試験棟内部等の他、原子力
緊急時の屋内偵察用小型無人ヘリ
システム遠隔機材 

楢葉遠隔技術開発センター（６） 国際ワークショップの開催 8 



9 

 施設利用促進を図るため、楢葉遠隔技術開発センターホームページを開設し、施設利用情報等を掲載。 
 平成28年1~3月の試験運用期間中と、平成28年度第1回原子力機構施設供用の定期公募を実施。 

http://naraha.jaea.go.jp/index.htmlより閲覧可 
原子力機構の施設供用制度の全体についてはこちら（http://sangaku.jaea.go.jp/facilities.html） 

楢葉遠隔技術開発センター（７） 施設供用 

楢葉遠隔技術開発センターホームページのトップページ 楢葉遠隔技術開発センターホームページの利用料金のページ 

楢葉遠隔技術開発センターの施設利用料金は、東京電力福島第一原子力発電所廃炉
の加速に資する研究開発や人材育成の促進等の観点から、今後、大学、高専及び中小
企業等の特別措置について検討し、平成28年4月からの運用開始に間に合うよう、来年1
月を目途にホームページに掲載します。 

http://sangaku.jaea.go.jp/facilities.html


項目 
平成27年度 平成28年度 

６
月 

７
月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３

月 
４
月 

５
月 

６
月 

竣工2/29 

竣工 
10/16 

建屋概成 
8/15 

建屋概成11/30 

ＰＣＶ下部補修試験エリア利用 
試験体組立準備工事10/10 

研究管理棟 

試験棟 

ＩＲＩＤ事業 

運用開始 
9/24 

開所式 
10/19 

28年度年間利用公募 利用公募 

利用開始 

28年度下期利用 
公募予定 

試験運用 本格利用 

標準試験法に関する国際ワークショップ 
11/6, 11/7 

原子力緊急時遠隔機材に関する国際ワークショップ 
12/2, 12/3 

専門家会合 

試験体組立完了3/31 

実規模試験実施 

※11月以降、随時受付 

楢葉遠隔技術開発センター（８） スケジュール 10 



N 

分析・研究施設のイメージ図 

主な分析対象物 
  第1棟：ガレキ類、汚染水処理二次廃棄物等 
  第2棟：燃料デブリ等 

周辺監視区域境界 

東京電力敷地境界、 
中間貯蔵施設予定地境界 

：中間貯蔵施設予定地 
：福島第一原子力発電所隣接地の区割り 
：東京電力敷地 

11 大熊分析・研究センター 

 平成26年6月27日 原子力災害対策本部廃炉･汚染水対策チームへ立地候補地の評
価結果を報告。現在、詳細設計を実施中。 



12 

○平成27年4月1日 廃炉国際共同研究センターを設置 
～茨城県東海村・大洗町等の施設を活用した事業を開始～ 

○  4月20日 廃炉国際共同研究センター開所式を開催 
○  8月28日 文部科学大臣が福島県富岡町王塚地区への立地

を公表 
○11月14日 富岡町王塚地区立地周辺住民への説明会を開催 
○平成29年3月 竣工予定  

東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等研究開発の加速プラン 
～世界の英知を結集した研究開発・人材育成拠点の構築～ 

平成26年6月20日 文部科学省 下村前文部科学大臣 公表 

廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟（１） 

 JAEAを中核とした国際的な研究開発拠点を福島県に整備し、国内外の大学、研究機関、産業界等の人材
が交流できるネットワークを形成しつつ、産学官による研究開発と人材育成を一体的に進める体制を構築。 

下村前文部科学大臣ご臨席のもと 
開所式を開催 

（平成27年4月20日）  

国際共同研究棟イメージ図  
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国際機関・国名 機関名 
国際機関 OECD/      ：経済協力開発機構原子力機関、        ： ：国際原子力機関 

アメリカ合衆国 DOE（エネルギー省）、NRC（原子力規制委員会）、ANL（アルゴンヌ国立研究所）、INL（アイダホ国立研究所）、 
LANL（ロスアラモス国立研究所）、LBNL（ローレンスバークレー国立研究所）、ORNL（オークリッジ国立研究所） 

欧州 
英国：NNL（国立原子力研究所）、仏国：CEA（原子力・代替エネルギー庁）、独国：KIT（カールスルーエ工科大）、 
フィンランド：VTT（技術研究センター）、チェコ：NRI/CVR（チェコ原子力研究所/レズ研究センター）、 
スウェーデン：KTH（王立工科大学） 

 廃炉研究を強化するために、国際機関や各国の研究所等と共同研究や情報交換等を実施。 

～平成27年11月10日 茨城県東海村研究交流プラザ開催～ 

文化交流センター学びの森等の富岡町既存施設を利用し、ワークショップ等を開催予定 

海外からの専門家21名（欧州連合、6ヵ国） 
を含む約130人が参加 

第１回CLADS廃止措置研究 
国際ワークショップ 

廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟（２） 



 材料試験（腐食試験等）を行うための金属片、化学実験用試薬 
 環境試料（放射性降下物を含む1Fサイト外の土壌等） 
 放射能測定装置の校正等に使用する標準線源（密封されたもの） 

【国際共同研究棟で取扱う主な試料】 

【当面整備を予定している装置】 ※ 今後のさらなる検討等により、見直し等を行う場合があります。 

炉内レーザーモニタリング・内部観察プローブ 
 炉内を調べるため、耐放射線性があり、遠隔により現場での迅速な分析が可能な技術開発を実施。 
 大学、企業等との共同研究により進め、分光計測に関わる人材育成に資するとともに、廃炉作業への反映。 

放射能を測定する装置 
 ガンマ線スペクトロメトリー 等 

 国際共同研究棟は、国内外の英知を結集し、安全かつ確実に廃止措置等を実施するための
研究開発と人材育成を行う拠点であり、国内外の大学・研究機関等が共同利用できる施設。 

組成や成分を明らかにする装置 

 顕微ラマン・赤外吸収分光光度計:例① 
 紫外・可視・近赤外分光光度計 
 蛍光Ｘ線・X線回析計：例② 
 誘導結合プラズマ発光分析計：例③ 
 誘導結合プラズマ質量分析計 等 

 コンパクトLaboratory XAFS（X-ray Absorption Fine Structure、X線吸収微細構造） 

 試料をそのままの状態で、構成する元素それぞれの化学状態を分析可能なX線吸収分光法により、材料開発等
に重要な元素の化学状態に関する情報を取得。 
 Labo-XAFSの例 

例① 例② 例③ 放射能測定装置の例 

14 廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟（３） 

http://www.rigaku.com/ja/products/xrf/wdx


【今後さらに整備を検討する装置】 

ガンマ線照射装置の例 電子線照射装置の例 

材料試験装置の例 

※ 今後のさらなる検討等により、見直し等を行う場合があります。 
  装置によっては設置場所確保のため、敷地内に試験用建屋の追加を検討します。 

小型照射装置:ガンマ(γ)線照射装置及び電子(β)線照射装置 
 放射線分解や照射下の材料腐食挙動等の研究に使用。γ及びβ線の両方の影
響を調べることにより、様々な照射環境を模擬。大熊分析・研究センターへの試料の
搬入や性状評価には、模擬物の照射試験による確認が重要で、富岡町王塚地区
の地の利を活かした利用を期待。許認可手続きが必要。 

高温水蒸気雰囲気でのレーザー加熱による材料試験装置 
 分圧を制御した水蒸気雰囲気での、高温（ 2500℃以上）と急速昇温の厳しい条件で、材料性能を把握
するための反応過程のデータを取得。レーザー加熱のため、レーザー遮断による急速降温での反応の状態の観
察も可能。 

模擬燃料集合体破損試験装置（試験用建屋要） 
 大型の燃料集合体部材破損試験装置と制御棒ブレード破損試験装置
を設置し、事故進展過程のデータを取得。本試験装置群は、事故評価研
究だけではなく、大学や企業を中心に進められている事故対策の検証試験
も可能、国内での研究協力に役立てることができる上、海外に同種の試験
装置がほとんどなく、国際協力へも有力。装置が大型なため、敷地内に建
屋の追加が必要。 燃料集合体部材 

影響評価試験装置 制御棒ブレード崩落試験装置 

組成や成分を明らかにする装置 
 アトムプローブ型電界イオン顕微鏡：例④ 
 オージェ電子分光装置 
 表面電離型質量分析計 

 二次イオン質量分析計：例⑤ 
 飛行時間型質量分析計 
 高分解能3DX線顕微鏡 等 

例④ 例⑤ 
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