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廃炉研究開発情報ポータルサイトの主旨 

 廃炉研究開発連携会議では、１Ｆ廃炉に向けて技術的に難度の高い取組みに対応していく
ために、実用・応用開発から基礎・基盤研究に至るまでの研究開発の連携強化を図ることを目
指し、以下の４点を「取組の方向性」として具体的取組とともに提示。 

１）研究開発ニーズ・シーズに関する双方向の情報発信・共有と基盤構築 
• ＮＤＦは、研究開発ニーズ・シーズや現行の取組などに関する一元的な情報プラット

フォームの構築に向けて検討に着手 
２）双方向連携の場の強化と多様な研究者の参加拡大 

• ＮＤＦを中心として双方向の連携が具体的かつ有効に機能するような橋渡し 
• 「廃炉基盤研究プラットフォーム」、研究全体マップに関する取組 等 

３）研究施設及び研究現場で協働する連携の強化 
４）人材の育成・確保・流動化に関する取組の強化 

  
 上記に係る具体的取組の一つとして、ＮＤＦは、関係機関からの協力を得て、研究開発ニー

ズ・シーズや基礎から実用に至るまでの研究開発に関する情報に効率的かつ円滑にアクセスす
るためにWebベースのポータルサイト（初版）の構築に向けて最終調整中（５月上旬頃の 
運用開始を目途）。 
 

 情報発信・共有ための基盤とすることはもとより、マッチングを含め双方向連携の場の強化と多
様な研究者の参加拡大に資するものとして活用していく。 
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情報プラットフォームと「情報ポータルサイト」の関係 

情報プラットフォームは、ニーズ・シーズの共有・マッチングを促進する情報の基盤についての概念の意。
ポータルサイトは、その重要なツール（Webベースのシステム）となり、広範な分野の研究者・技術
者に有益な情報を提供することを目的に、関係機関の協力を得て構築し、継続的に更新する。 

情報プラットフォーム 

関係機関 学生・研究者 新たに参加を得る対象 

目標・展望 
（廃炉の重要性・意義、将来展望） 

情報集約 
（ニーズ・シーズ、計画、成果、 

進捗・成果等） 

情報提供 
（ニーズ・シーズ、計画、 

進捗・成果等）インセンティブ 

アプローチ 
（協力・サポート依頼・提案等） 

電気事業者 

経済産業省 文部科学省 

メーカー IRID JAEA 

研究機関・大学 

学会 

各種学会、専門家 

非原子力関連大学 

原子力関連大学 

非原子力関連大学 原子力規制庁 

人と人との対話による情報共有 
・意見交換の場 

研究開発の全体像 

研究開発活動（計画・進捗・成果） 人材育成の取組み 

会議・イベント情報 

課題・分野毎のアドホックな打ち合わせ 

関係機関主催の委員会やオープンの場 

参加 
就業 東電 NDF 参画 

課題毎に関係者が共有し、ニーズ・シーズのマッチング促進に資する情報 

Webベースのシステム（情報ポータル） 

既存の会議・打ち合わせ・ワークショップ 
＜初版＞ 
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研究施設・連携の場 基礎基盤研究 
（≒研究シーズ） 

技術・研究課題 
（≒研究ニーズ） 
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現場適用に向けたシーズ・ニーズのマッチングへのポータルサイトの寄与 

現場適用に向けたシーズ・ニーズの 
マッチングの各段階 

１．既存の基礎基盤研究の状況を踏まえ、 
１Ｆ廃炉への貢献に向けた取組を開始する段
階 

２．研究者と現場技術者との出会いと対話を
開始する段階 
 

３．現場適用のためのシステム化に向けた協
働のステップを重ねる段階 
 
 

４．現場適用・実用の段階 
 

・１F廃炉への関心を高める取組み 
 
 

・現場技術者との出会いと対話の円滑化 
 

・現場適用に繋げるためのリアルな現場状況・
条件の共有 
・システム化に向けた協働の促進 
 

現場適用・実用の円滑化 
 

マッチングの各段階で重要となる取組みと 
            そのために有益と考えられる情報 

・現場技術者との出会いの機会に係る情報 
・現場技術者との対話に資する研究成果を 

 確認・検証するための取組みに関する情報  

・現場状況等を十分に把握するための情報 
・協働を促進・支援する制度に関する情報 

・１F廃炉上の課題、研究ニーズの情報 

・関連する研究開発、基礎基盤研究等の情報  

各段階で有益と考えられる情報 
（＝ポータルで共有すべきコンテンツ） 
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廃炉研究開発情報ポータルサイトを特に役立てていただきたいユーザー 
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 長期にわたる１Ｆ廃炉に向けた研究開発や人材の取組みに関する連携強化を図るため、こ
れまで以上に広範な分野・部門の研究者・技術者の関心・参加を高めるための情報提供・
発信を強化していく観点から、特に、これまでに１Ｆ廃炉に対する関わりが薄いアカデミアに役
立てていただくことを想定して構築・運用する。 

 当然、関係機関の研究者・技術者にとっても有用なものとなる。 
  
[参考]１F廃炉に対するアカデミアの立ち位置・期待 
     （第2回廃炉研究開発連携会議資料（2015年12月） 

  
 １）１F廃炉に対する意識が高いアカデミア 

• 現場状況、課題を把握し、必要な研究を実施している 
• 引き続き強固な連携を維持する 

 ２）１F廃炉に対する関わりが薄いアカデミア 
• 現場情報や課題の把握が十分でない等により関わりが薄い 
• 今後は、潜在能力をもつアカデミアの協力に期待したい 
• また、多くのアカデミアに、１F廃炉に向けた現状の取組を理解し、関心を持って頂くとともに、人
材育成における協力に期待したい 

 ３）国研としてのJAEA 
• 国の唯一の原子力研究開発機関として廃炉研究に参画、施設を運営 
• 今後、１F廃炉の推進に対する更なる取組強化が期待されている 

当面の想定ユーザーと想定し、散逸しているコン
テンツについて、統合的に情報発信。 
 現場の課題と研究開発の取組み 
  （≒研究ニーズ） 
 研究開発の成果（画像・映像含め） 
 関連する研究開発の取組み（基礎基盤研

究等）（≒研究シーズ） 
 関連する現場のデータ・環境条件 
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ポータルサイトで発信・共有すべきコンテンツ・情報 

 廃炉に対する関わりが薄いアカデミアは、これまで十分に関連情報が入手できる環境に無く、関
連情報を得るためには、関係機関の各々が個別に提供・発信している情報・データに一つ一つア
クセスする必要がある、あるいは、アクセスしようとしても容易に見つからない状況にあることが現下
の課題。 

 

 このため、関連情報に一元的にアクセス可能とするため、以下のコンテンツを統合し、発信を強化。 
① 現場の課題と研究開発の取組（≒研究ニーズ） 
② 研究開発の成果（１F現場実証は、画像・映像も含め） 
③ 関連する研究開発の取組（基礎・基盤研究等）（≒研究シーズ） 
④ 関連する現場のデータ・環境条件 

 

 上記は、これまで実施した大学・研究機関からのヒアリング、テスト版に対する意見聴取等により
確認。その際、検索機能の追加など将来の更なる機能拡張に関する提案有。 

（備考） 更なるコンテンツ拡充、機能拡張の検討 
 １）コンテンツ拡充 
     「廃炉基盤研究プラットフォーム」の取組等を踏まえて対応 
 ２）機能拡張の検討 
     初版の運用開始後、関係機関や研究者からのレスポンス、ヒアリングを踏まえて検討 
     （夏頃の第４回廃炉研究開発連携会議を目途に検討） 
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1F廃炉に向けた課題と研究開発の取組みに関する情報
をNDFにおいて体系的に整理 
①1F廃炉研究開発に関する取組み俯瞰 
②技術課題毎の研究開発取組みの全体像 
 －課題（≒研究ニーズ） 
 －実施内容 
 －実施体制 等 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

各関係機関による取組み（公開情報へのリンク） 
③IRID等による研究開発PJの成果・報告資料等 
④東電等による開発成果の現場適用状況実績等 
⑤JAEA,大学等における関連する基礎基盤研究 
 （≒研究シーズ） 
⑥関連する現場データ・環境情報 
⑦研究施設・現場に関する情報 
⑧研究公募、イベント・会議、人材育成に関する情報 

[コンテンツ拡充の検討候補例] 
・基礎基盤研究の専門分野・学問別整理 
（廃炉基盤研究プラットフォームの議論と連動） 
・専門用語の整理、Ｑ＆Ａ 等 

[機能拡充の検討候補例] 
・検索機能の充実 
・更新情報を周知できる機能 等 

初版の運用を開始して状況を見
た上で、コンテンツや機能の拡張
を検討 

ポータルサイト（初版）で共有すべきコンテンツや機能の範囲 

コンテンツ及びリンクを 
        継続的に更新 

今後の検討候補 

（＋英語版の検討） 
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ポータルサイト（初版）で共有すべきコンテンツ・情報の対象範囲 
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 研究開発の取組については、今回のポータルサイト（初版）では、下記情報を提供・発信する。 
① １F現場への適用・実用を目的として政府、東京電力と連携して実際に取り組まれている

研究開発 
 （例） 

 経済産業省の廃炉・汚染水対策事業によるプロジェクト（いわゆる「国プロ」） 
 文部科学省の「叡智を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」による大学等の取組 
 JAEA交付金等による1F廃炉を目的とした事業、施設整備事業 
 

② １F現場で実際に実証・適用されている研究開発 
 （例） 

 東京電力あるいはプラント・メーカーと連携して実施する現場での機器実証・活用 
 

 なお、今回のポータルサイト（初版）では、自主的に研究・検討を進める研究者、研究機関、
民間企業等から提案・要望があった場合、直ちに、研究シーズとして掲載する場所は設けておら
ず、JAEAを中心として着手している「廃炉基盤研究プラットフォーム」におけるシーズ探索活動、
「研究マップ」の議論を踏まえるものとする。 

 

 また、基礎・基盤研究については、より広範な分野における研究シーズを含め、学問分野・専門
分野別に体系的に整理しながら情報を充実させる方向で検討する。 



©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation 
無断複製・転載禁止 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

基礎基盤研究の学問分野別分類の展開例（拠点７大学・機関） 
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東北大学 東京大学 東京工業大学 福島大学 福井大学 福島工業高等専門学校 地盤工学会

廃止措置のための格納容器・建屋等信頼性維持と廃棄物処理・
処分に関する基盤研究および中核人材育成プログラム

遠隔操作技術及び核種分析技術を
基盤とする俯瞰的廃止措置人材育成

廃止措置工学高度人材育成と
基盤研究の深化

マルチフェーズ型研究教育による分析技術者人材育成と廃炉措
置を支援加速する難分析核種の即応的計測法の実用化に関す

る研究開発

福島第一原子力発電所の燃料デブリ分析・
廃炉技術に関わる研究・人材育成

廃炉に関する基盤研究を通じた創造的人材育成プログラム-高専
間ネットワークを活用した福島からの学際的なチャレンジ

島第一原子力発電所構内環境評価・デブリ取出しから廃炉まで
を想定した地盤工学的新技術開発と人材育成プログラム

福島大、福島高専 福島大、神戸大、会津大、東北大、九州大、京都大、
福島工業高専、富山高専、JAEA

東京都市大、東海大、芝浦工大、東京医科歯科大 福島高専、JAEA、海洋研究開発機構 大阪大学、京都大学、九州大学、大阪府立大、福井
工大、JAEA、若狭エネ研

北大、東大、富山大、長岡技科大、福島大、東京都市
大、JAEA、他全国の26高専

早稲田大、千葉工業大

原子力工学

・燃料デブリ-コンクリート系の相関係と
放射性核種溶出挙動把握（東北大）
・セメント系材料によるウラン化学種閉じ込め効果の評価
と処分システムの
提示（東北大）

・高感度核種分析技術開発（東大） ･デブリ取出時の未臨界確保方策（東京都市大）
・メルトダウン炉心の臨界事故解析と対策の検討（東工
大）

・質量分析に関する研究[カスケード型ICP-MSに関わる
RI実証試験]（JAEA)
・質量分析に関する研究[管理区域内でのホット実証試
験]（JAEA)

・燃料デブリからのFP放出・溶出挙動評価（福井大） ・炉内生成物推定（福島高専等、他12機関）

放射線工学

・高感度核種分析技術開発（東大）
・ガンマ線CTシステムに関する研究（東大）

・燃料デブリからのFP放出・溶出挙動評価（福井大） ・炉内遠隔操作機器開発(福島高専等） ・デブリ取出し補助技術（早稲田大）

制御工学

・高所狭隘部遠隔操作に関する研究（東大）
・遠隔水中機器開発（福島大）
・遠隔操作システム設計・評価研究（神戸大）

･シビアアクシデント後の遠隔計測技術[超音波計測]（東
工大）
･シビアアクシデント後の遠隔計測技術[ロボット搬送]（東
工大）
･シビアアクシデント後の遠隔計測技術　　　[多関節アー
ム]（東京医科歯科大）

・マニピュレータの手先軌道計画（福井大）
・原子炉解体ロボット技術探査（福井大）

・炉内遠隔操作機器開発(福島高専等）
・性状分析用遠隔操作機器開発（函館高専等）
・性状分析手法及び遠隔操作機器の基礎技術開発（福
島高専、JAEA等）

情報工学
・遠隔操作システム設計・評価研究（神戸大）

計測工学

・遠隔操作に対応可能な非破壊検査技術及び補修技術
[テラヘルツ波による非破壊検査]（東北大）

・高感度核種分析技術開発（東大）
・遠隔水中機器開発（福島大）
・ガンマ線CTシステムに関する研究（東大）

･シビアアクシデント後の遠隔計測技術[超音波計測]（東
工大）
・難分析核種用マイクロ分析システムの構築(東工大）
･シビアアクシデント後の遠隔計測技術[超音波計測]（東
工大）

・質量分析に関する研究[カスケード型ICP-MSに関わる
研究開発]（福島大学)

・超音波によるコンクリート健全性非破壊評価（福井大）
・耐放射線性ロボットレーザー基礎技術開発（若狭エネ
研）

・炉内遠隔操作機器開発(福島高専等）
・性状分析手法及び遠隔操作機器の基礎技術開発（福
島高専、JAEA等）

機械工学

・格納容器･注水配管など鋼構造物の防食と長期寿命予
測技術（東北大）

･遠隔マニピュレーションシステムの設計・評価に関する
基盤的研究

・模擬デブリ構成物質の機械的・熱力学的物性評価（大
阪大）
・原子炉解体ロボット技術探査（福井大）

・炉内生成物推定（福島高専等、他12機関）
・性状分析手法及び遠隔操作機器の基礎技術開発（福
島高専、JAEA等）

電気工学・電子工学
・質量分析に関する研究[カスケード型ICP-MSに関わる
研究開発]（福島大学)

・耐放射線性ロボットレーザー基礎技術開発（若狭エネ
研）

材料工学

・燃料デブリ-コンクリート系の相関係と
放射性核種溶出挙動把握（東北大）
・遠隔操作に対応可能な非破壊検査技術及び補修技術
[コールドスプレイ法による耐食コーティング]（東北大）

・溶融固化体の空隙率と物性の相関（福井大、JAEA）
・燃料デブリの融点評価（九州大）

金属工学

・遠隔操作に対応可能な非破壊検査技術及び補修技術
[コールドスプレイ法による耐食コーティング]（東北大）
・遠隔操作に対応可能な非破壊検査技術及び補修技術
[テラヘルツ波による非破壊検査]（東北大）
・格納容器･注水配管など鋼構造物の防食と長期寿命予
測技術（東北大）

・模擬デブリ構成物質の機械的・熱力学的物性評価（大
阪大）
・燃料デブリの融点評価（九州大）

化学工学

・セメント系材料によるウラン化学種閉じ込め効果の評価
と処分システムの
提示（東北大）

・高感度核種分析技術開発（東大） ･フェリシアン系吸着剤によるCs回収技術開発（東工大）
･クラウンエーテル含有ゲルと天然鉱物を利用したCs、Sr
回収・固定化技術（東工大、芝浦工大）
・セルロース分解性イオン液体を用いた汚染木材等の除
染法の開発（東工大、東海大）

・処理技術に関する研究[前処理技術の開発]（福島高
専）

・燃料デブリからのFP放出・溶出挙動評価（福井大） ・廃棄物の貯蔵と処分の手法検討（福島高専等）
・性状分析手法及び遠隔操作機器の基礎技術開発（福
島高専、JAEA等）
・炉内生成物推定（福島高専等、他12機関）

衛生工学

・セルロース分解性イオン液体を用いた汚染木材等の除
染法の開発（東工大、東海大）
･水熱分解法による汚染土壌・焼却灰処理技術（東工大）

・プラズマを用いたヨウ素、セシウム捕集技術開発（福井
工大）

・廃棄物の貯蔵と処分の手法検討（福島高専等）

資源・地質工学
･クラウンエーテル含有ゲルと天然鉱物を利用したCs、Sr
回収・固定化技術（東工大、芝浦工大）

・地下水環境・作業環境の状況調査と将来予測（千葉工
大）
・処分・デコミッショニング（早稲田大）

建築・土木・地盤

・コンクリート構造物の長期性能評価技術開発（東北大） ・超音波によるコンクリート健全性非破壊評価（福井大） ・炉内生成物推定（福島高専等、他12機関） ・地下水環境・作業環境の状況調査と将来予測（千葉工
業大）
・デブリ取出し補助技術（早稲田大）
・処分・デコミッショニング（早稲田大）

環境科学
・廃棄物の貯蔵と処分の手法検討（福島高専等）

保健物理学

その他
･市民との対話に基づく社会的受容性醸成の実践（東北
大）

・廃止措置マネジメント（東大） ・作業環境と研修内容の改善によるリスク低減の可能性
[社会科学的課題]（福島高専等、他2機関）

中心拠点

国内連携機関
（研究・教育機関のみ）

学
問
分
野

廃止措置研究・人材育成等
強化プログラムの名称

 
原子力工学 
放射線工学 
制御工学 
情報工学 
計測工学 
機械工学 
電気工学・電子工学 
材料工学 
金属工学 
化学工学 
衛生工学 
資源・地質工学 
建築・土木 
地盤・地質 
環境科学 
保険物理学  
その他 

専門分野・学問分野別分類の例 
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 中長期ロードマップ、NDF戦略プランを踏まえ、研究開発上の課題やニーズが明確になるよう分
類・整理。研究シーズ側からコンテンツへのアクセスを円滑にする分類・整理も追加。 

 
＜具体的な分類・整理＞ 
 ア）中長期ロードマップに加え、NDF戦略プラン2015のロジックツリーを踏まえた課題の設定 

• 炉内状況把握 （総合的分析・評価、実機調査・計測のための機器・装置開発・実証） 
• 燃料デブリ取り出し 

 燃料デブリ取り出し作業時の安全確保 
 燃料デブリ取り出し方法・システムの開発 
 取り出した燃料デブリの収納・移送・保管 

• 廃棄物対策： 固体廃棄物の処理・処分（性状把握・分析、廃棄物処理、廃棄物処分） 
 イ）上記以外の「中長期ロードマップ」における具体的な対策に沿った課題の設定 

• 発電所全体の放射線量低減・汚染拡大防止（⇒ 線量低減・除染） 
• 汚染水対策 
• 使用済燃料プール対策 

 ウ）技術・研究シーズ側からの情報アクセスを円滑化するための入り口（目次）・ルートの設定 
• 遠隔技術 
• 基礎・基盤研究 

 多様な研究機関・大学の研究者の関心を高める観点から、学術分野、あるいは、基礎・基盤研究の各分野
から、関連するコンテンツ・情報へのルートを設定するもの。「ＪＡＥＡ廃炉基盤研究プラットフォーム」における
検討を踏まえつつ、今後、具体的にブレークダウン。 



©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation 
無断複製・転載禁止 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

ポータルサイト（初版）のトップページ（イメージ） 
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＜トップページのイメージを挿入＞ 
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ア） 研究開発の取組み（現場適用・実用に繋げる応用開発） 
   ○１F廃炉研究開発プロジェクト（国プロ） 

 概要（課題等） 
 実施項目： ： 
 実施体制／実施計画：  
 事業全体の成果・実績（平成２７年度事業より過去に遡及） 
 個別実施項目毎の事業成果・実績等 

   ○民間企業等による応用開発の取組み 
   （備考）過去実施・終了したものも明記して掲載 
  

 イ） 研究開発の取組み（関連する基礎・基盤研究） 
   ○JAEA等研究機関における研究活動 
     （「ＪＡＥＡ廃炉基盤研究プラットフォーム」で取り上げる研究内容・シーズ等を含む） 
   ○大学等における関連研究活動 
    （「叡智を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」で実施中の関連研究等）  
 

 ウ） 現場の調査・測定データ・情報 
   ○現場で調査・計測されたデータ  
   ○定期的に測定されるプラント関連パラメーター 
   ○プラント設計や１Ｆサイトの関連データ 
 

エ） その他関連情報 
   ○関連する情報サイトへのリンク （例：各種委員会、学会、ロボット技術ページへのリンク等） 
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１．１F事故・廃炉関連の文書アーカイブに関する現行の取組み 
１）関係機関による文書アーカイブ 

• 現在、研究開発に関するものを含め、1F廃炉に関する取組みに関する文書の作成・管理・保存は、
その制度や実施を担当する各々の関係機関が責任を持って進めている。 

 
２）JAEAによる「福島原子力事故関連情報アーカイブ（FNAA)」の取組 

• JAEAは、1F事故後の廃炉・環境修復に係る自らの研究開発成果等を発信するとともに、関係機
関が発信するインターネット情報や学会発表等を含め、書誌情報に関する統合的なアーカイブを構
築。課題・技術分類、作成機関等から検索できる機能を実装。 

 
２．１F廃炉研究開発関連のデータベース構築に向けた取組み 

• 現在、各々の関係機関による取組みの他、廃炉・汚染水対策事業のプロジェクトの一環として、以
下のデータベース構築に着手。 
 廃棄物情報関連データベース 
 炉内状況把握の総合的分析・評価に関するデータベース 
 燃料デブリ・炉内構造物取り出し工法・システム高度化に関するデータベース 

 
３．「廃炉研究開発情報ポータルサイト」との関係 

• ポータルサイトでは、上記の「福島原子力事故関連情報アーカイブ」へのリンクに加え、関連データベー
スの運用が開始された段階で相互にリンクを設け、アクセス性・利便性を高める方向で取組む。 


