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＋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

教育カリキュラム
原子炉廃止措置工学プログラム

福
島
高
専

・鋼構造物腐食 ・コンクリート構造物健全性 ・非破壊検査 ・補修工法 ・遠隔技術 ・燃料デブリ処理 ・放射性廃棄物処分
・リスクコミュニケーション等の分野における専門家、 廃止措置R&D実施機関の技術者および研究者

共同研究・研究協力・情報交換
教育（セミナー、インターンシップ）

意見交換
助言 JAEA

包括連携（研究＆教育）

研究課題(２) 燃料デブリ処理
と放射性廃棄物の処分に関
する基礎・基盤研究(GM：新堀)

①鋼構造物腐
食・防食TG

②コンクリート構
造物評価TG

③検査技術開発
TG

④補修技術開発
TG

⑤遠隔技術TG

①デブリ性状把
握・処理技術TG

②放射性廃棄物
処分TG

③社会的受容性
TG

研究課題(１) 格納容器・建屋
等の健全性・信頼性確保のた
めの基礎・基盤研究(GM：渡邉)

専門家会議

国内 IRID、 日立GE、東芝、三菱重工、鹿島建設、電中研、東京電力、 NIMS 等

国外（連携検討中） 仏原子力・エネルギー庁研究所、仏国立応用科学院リヨン校

再委託
(1)-①,(2)-②

福
島
大
学

再委託
(1)-①,(1)-③

教育研究
連携強化

教育研究
連携強化

大学院
キャリアパス

大学院
キャリアパス
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＋
東北拠点における基盤研究と人材育成
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専門的カリキュ
ラムによる教育

 基盤研究への
主体的参加

 専門家との議論

①原理・原則に立ち戻って課題解決
を図る能力

②課題の本質（幹と枝葉）を的確に
見分ける能力

③異分野専門家との高度コミュニケ
ーション・協働能力

【基盤研究】
（１）格納容器・建屋等の健全性・信頼性確保のための基礎･基盤研究

→『放射性物質閉じ込め機能』と『安定冷却』の維持

（２）燃料デブリの処理と放射性廃棄物の処分に関する基礎･基盤研究
→科学的・合理的な処理・処分方法の策定

【人材育成】
「原子炉廃止措置工学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの設置」

現場ニーズが高く、かつ本学の研究ポテンシャルが高い分野

状況が変化する廃止措置工程への的確
かつ重層的対応能力を持つ中核人材

合理的な
道筋は？

クリティカル
パスは？



＋
人材育成活動における主要行事

教育カリキュラム「原子炉廃止措置工学プログラム」
座学により、原子炉廃止措置に必要な基本的知識を得る。

専門家会議
学外の各種分野の専門家や廃止措置技術開発機関等の技術
者との議論に学生の主体的参加を促し、専門的視点･知識、異
分野専門家との高度コミュニケーション・協働能力などを涵養す
る。

原子炉施設の現地調査
各種の原子炉施設を直接訪問して現場のスケール、実情などを
体感する。

産学官連携セミナー
国内外の専門家や技術者を講師として招聘し、講師との議論を
通じて各種の知識を得る。
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＋

教育プログラムの構築

学生便覧（抜粋）

19 原子炉廃止措置工学プログラム
工学研究科、情報科学研究科

原子炉廃止措置工学プログラムは、本学が国家課題対応型研究開発推
進事業「廃止措置等基盤研究･人材育成プログラム委託費」（文部科学
省）により採択された「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」
を実施するための教育プログラムです。本プログラムは、東京電力福島
第一原子力発電所の安全な廃止措置をリードできる中核人材の育成を図
ることを目的としています。前期課程においては、（中略）本プログラ
ム修了者には、修了証を授与します。

修了要件

各研究科の規程による。
修了するために必要な単位は、所属する専攻で定められている修了要

件に従って修得しなければならない。（例：工学研究科１～18の専攻）
前期課程を修了するためには、・・・（略）・・・。
後期課程を修了するためには、・・・（略）・・・。
なお、本プログラム修了のためには、所属研究科･専攻における所定

の講義及び研修の単位取得と並行して、以下に示す本プログラムの科目
を履修し合格する必要がある。
[修士]
（1）廃止措置工学基幹科目から必修２単位を含む8単位以上を修得する

こと。
(2) 廃止措置Ｒ＆Ｄインターンシップ研修１単位以上を修得すること。

[博士]
(1) 廃止措置工学基幹科目から4単位以上修得すること。

恒常的な教育カリキュラム「原子炉廃止措置工学プログラム」の開設

博士課程後期（博士）　科目表

必修 選択必修

原子炉廃止措置工学特論 I ：概論 2

原子炉廃止措置工学特論 II ：腐食防食分野 2

原子炉廃止措置工学特論 III ：検査技術分野 2

原子炉廃止措置工学特論 IV ：燃料デブリ処理分野 2

原子炉廃止措置工学特論 V ：ﾘｽｸ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ分野 2

リーダー論 1

トップリーダー特別講義 1

原子炉廃止措置工学特別講義 2

廃止措置工学
基幹科目

区分 授業科目 備考
単位と履修方法

左記授業科目から４単位以
上選択履修すること

博士課程前期（修士）　科目表

必修 選択必修

原子炉廃止措置工学概論 2

原子炉廃止措置工学 I ：鋼構造物保全分野 2

原子炉廃止措置工学 II ：鉄鋼材料分野 2

原子炉廃止措置工学 III ：腐食防食分野 2

原子炉廃止措置工学 IV ：環境強度分野 2

原子炉廃止措置工学 V ：非破壊検査分野 2

原子炉廃止措置工学 VI ：補修・接合分野 2

原子炉廃止措置工学 VII ：コンクリート構造物保全分野 2

原子炉廃止措置工学 VIII ：建設材料分野 2

原子炉廃止措置工学 IX ：耐震設計分野 2

原子炉廃止措置工学 X ：耐震性評価分野 2

原子炉廃止措置工学 XI ：建築物寿命評価分野 2

原子炉廃止措置工学 XII ：建築物信頼性分野 2

原子炉廃止措置工学 XIII ：燃料デブリ処理分野 2

原子炉廃止措置工学 XIV ：臨界反応制御分野 2

原子炉廃止措置工学 XV ：放射線防護分野 2

原子炉廃止措置工学 XVI ：地層処分分野 2

原子炉廃止措置工学 XVII ：ﾘｽｸ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ分野 2

原子炉廃止措置工学 XVIII ：人間－ﾛﾎﾞｯﾄ･ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ分野 2

原子炉廃止措置工学 XIX ：行動分析分野 2

原子炉廃止措置工学特別講義 2

廃止措置R&Dインターシップ研修 1～2

国際インターシップ研修 …
学外実習

備考

廃止措置工学
基幹科目

左記授業科目から必修２単
位を含めて８単位以上選択
履修すること

区分 授業科目
単位と履修方法

人材育成委員会
を設置して運営 4



＋H28年度「原子炉廃止措置工学概論」の状況
（1/2）

集中講義スケジュール

日時：平成２８年９月１４日（水）～１７日（土）
場所：東北大学 青葉山キャンパス

工学研究科量子エネルギー工学専攻大講義室
出席者：学生22名、講師17名（外部講師9名、東北大8名）

集中講義
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9月14日（水） 9月15日（木） 9月16日（金） 9月17日（土）
8:50‐9:05

開講趣旨説明
（東北大学：渡邉 豊）

１限
（ 8:50-10:20）

9:05‐10:35
リスクの概念とリスク

評価･管理の基礎
（東北大学：高橋 信）

原子炉廃止措置への取り組み状況
(東海発電所の現場工事経験を踏

まえて)
（原電：宮前信彦）

腐食に及ぼす放射線影響
（JAEA：佐藤智徳）

原子力発電所の廃止措置におけ
る遠隔技術の役割と適用技術

（東北大学：昆陽雅司）

２限
（10:30-12:00）

1 0:45‐12:15
原子力発電所の概要と

安全管理/設備管理の考え方
（東北大学：青木孝行）

福島第一原子力発電所の
現状と今後の展望

（東京電力：齊藤慎二）

損傷したコンクリート構造物の
長期健全性評価の考え方
（東北大学：前田匡樹）

廃炉作業に伴うロボット技
術の開発と現場適用の状況

（東芝：露木 陽）

３限
（13:00-14:30）

13:15‐14:45
我国における

シビアアクシデント対策の歴史
と新規制基準要求

（東北電力：佐藤大輔）

福島第一の廃炉のための
技術戦略プラン
（NDF 宮本拓人）

TMI及びチェルノブイリの経験
から学ぶもの、福島へ反映でき

るもの
(東北大学名誉教授：若林利男)

燃料デブリの特性把握と
処置について

（JAEA：鷲谷忠博）福島第一の廃炉研究開発の現状と
課題

（IRID：桑原浩久）

４限
（14:40-16:10）

14:55‐16:25
我国の原子炉廃止措置の現状と

重要施策のポイント
(原子力ﾃﾞｺﾐ研究会：佐藤忠道)

鋼構造物健全性確保における腐食
劣化評価の重要性と考え方
（東北大学：渡邉 豊）

燃料の固体化学と
燃料デブリの基礎

（東北大学：佐藤修彰）

放射性廃棄物の処分
（東北大学：新堀雄一）

（敬称略）



＋H27年度「原子炉廃止措置工学概論」の状況
（2/2）
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＋
専門家会議

関連する広範な分野の専門家・廃止措置実施機関等から
の助言と意見交換

○現場ニーズの反映 ○アイデアのブラッシュアップ
○盲点の発見 ○目標設定 ○成果の活用・展開方針

○学生の主体的参加（発表・討論）：訓練と人的ネットワーク形成

＜国内専門家＞
原子力開発研究機構（JAEA）、電力中央研究所（CRIEPI）、発電設備技術
検査協会（JAPEIC）、物質･材料研究機構（NIMS）、科学技術振興機構（JST
）、原子力安全研究協会（NSRA）、㈱アトックス、大学教員、大学名誉教授

＜廃止措置技術開発機関等＞
原子力損害賠償・廃炉等支援機構（NDF）、国際廃炉研究開発機構（IRID）、
東京電力㈱、日立GEﾆｭｰｸﾘｱｴﾅｼﾞｰ㈱、㈱東芝、三菱重工㈱、鹿島建設㈱、
㈱アトックス、原子力開発研究機構（JAEA）、電力中央研究所（CRIEPI）
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＋

H28年度「専門家会議」の状況(1/2)

全体会議後、専門的、集中
的議論を行うため、下記の３
つのグループに分かれて議
論した。
（１）鋼構造物TG会議
（２）建物評価TG会議

（３）デブリ処理、廃棄物処分
、社会受容TG会議

日時：平成28年6月22日（水）13:00～17:30
場所：東北大学 青葉山キャンパス

工学研究科量子エネルギー工学専攻大講義室、他
出席者：専門家15名、専門家補助11名、東北大学教員23名、福島大

学教員2名、福島高専教員2名、東北大学生34名

8

学生の研究発表も行
い、専門的討議を行う

ようにしている。



＋

前半 

 

(13：00～15：05) 

全体会議 
（場所：量子エネルギー工学専攻 講義棟 大講義室） 

 ごあいさつ（東北大事業代表 原理事） 

 H27 年度成果報告と H28 年度計画概要説明、今後の研究の進め方等（東北大 渡邉、新堀） 

 福島第一原子力発電所の廃止措置事業の進捗状況 

(1)「福島第一原子力発電所廃炉のための技術戦略プラン 2016」の概要について説明（NDF 加藤） 

(2)「福島第一原子力発電所の現状と課題」の説明（東電 山下） 

(3)「福島第一原子力発電所廃炉関連研究の状況と課題」の説明（IRID 藤原） 

(4)「ＩＲＩＤから見た研究開発課題例」の説明（IRID 桑原） 

 参加者：全員（専門家及び関係者、東北大学、福島大学、福島高専、学生） 

後半 

 

(15：15～17:30) 

研究課題(1)関連の会議 研究課題(2)関連の会議 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物評価 TG 会議 
(場所：量子エネルギー工学専攻 講義棟 量子第 1講義室） 

検査技術 TG/補修技術 TG/遠隔技術 TG/腐食防食 TG 
合同会議 

（場所：量子エネルギー工学専攻 講義棟 大講義室） 

デブリ処理 TG/廃棄物処分 TG/社会受容 TG 
合同会議 

（場所：量子エネルギー工学専攻 講義棟 量子第２講義室） 

 コンクリート建物評価に関する研究成果や今後の計画につい

ての個別討論 

(1) ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物評価 TG の研究目標と研究計画の概要(前田)  

(2) 福島第一原子力発電所の現状と今後の課題(中村) 

(3) 材料の性能評価に関する研究経過と今後の展望 

 西脇研の研究の展望(五十嵐)  

 高温加熱を受けたｾﾒﾝﾄ硬化体･ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄの基礎物性の
変化(西脇研・M1 加藤)  

 超高強度高靭性繊維補強ｾﾒﾝﾄ複合材料（UHP-FRCC）の適用
の可能性 (西脇）  

 久田・皆川研の研究の展望（宮本）  

 高温加熱とその後に水の作用を受けたｾﾒﾝﾄ硬化体の基礎
物性の変化 ～鉄筋腐食に着眼した評価～（宮本） 

(4) 部材/構造物の性能評価に関する研究経過と今後の展望 

・前田研の研究の展望（前田） 

・損傷を受けた RC 造せん断壁の構造性能低下（前田研・M1
細谷） 

 参加者 

専門家：井上、瀧口、三橋、紺谷 

ニーズ側：（東電）中村、（NDF）水野 

シーズ側：（東北大）前田、久田、西脇、皆川、五十嵐、宮本、

青木、学生 

 鋼構造物の評価、検査、補修に関する研究成果や今後の計画に

ついての個別討論 

(1) 格納容器材料の長期健全性確保のための腐食防食研究（腐食
防食 TG武藤研：菅原） 

(2) 摩擦撹拌接合技術の開発（補修技術 TG粉川･佐藤研：佐藤） 

(3) テラヘルツイメージング技術開発（検査技術 TG 小山研：小
山） 

(4) EMAT を用いた配管減肉管理技術開発（腐食防食 TG 渡邉研：
渡邉、検査技術 TG 高木研：高木） 

(5) ECT 検査の遠隔操作化検討（遠隔技術 TG 田所研：岡田） 

(6) コールドスプレイ技術開発（補修技術 TG 小川研：市川） 

(7) 溶射技術について（NIMS 黒田） 

(8) 格納容器材料特性評価（福島高専 實川） 

 総合討論 

 参加者 

専門家：稲田、大浦、黒田、古村、田中、藤森、山本 

ニーズ側：（東電）山下、熊谷、深谷（IRID）藤原、桑原 

（NDF）津田、影山 

シーズ側：（東北大）武藤、菅原、渡邉、阿部、青木、高木、内一、

小助川、小山、小川、市川、佐藤裕、藤井、岡田、学

生 

（福島大）小沢、山口 

（福島高専）實川 

 ﾃﾞﾌﾞﾘ処理、廃棄物処分、社会受容に関する研究成果や今後の

計画についての個別討論 

(1) タスク 2-1)  

 小野寺将規：福島原発事故で発生した放射性セシウムの河川
水中における移行挙動評価 

 新村  徹  ：模擬燃料デブリ含有セメント固化体からのウラ
ン溶出挙動 

(2) タスク 2-2)  

 田児  啓貴：冠水環境におけるウラン及びヨウ化物イオンの
CSH との相互作用（説明＋討論：20 分） 

 小堤 健紀：浅地中不飽和領域におけるセシウムおよびスト
ロンチウムの物質移行評価 

(3) タスク 2-3)  

 高橋 信 ：社会的受容性タスクグループの進捗状況 
（代読 新堀） 

 総合討論  

 参加者 

専門家：杤山、吉田 

ニーズ側：（NDF）加藤、（JAEA/IRID）宮本 

シーズ側：（東北大）佐藤修、桐島、秋山、新堀、山村、千田、

学生 

       （福島高専）佐藤、車田 

H28年度「専門家会議」の状況（2/2）

9

（敬称略）



＋H28年度「産学官連携セミナー」
１０４

セミナーシリーズ「原子炉廃止措置のリスクを考える」

第１回セミナー「フランスCEAの原子炉廃止措置研究動向を知る」
日時：平成28年4月12日（火）13:30～15:00 場所:東北大学青葉山ｷｬﾝﾊﾟｽ 総合研究棟 講義室（101）
演題「CEA D&D and Waste Management programs and R&D」
講師：Dr. Christine GEORGES (フランス原子力･代替エネルギー庁（CEA）)

Head of Program, R&D for D&D, CEA

第２回セミナー「英国の原子炉廃止措置研究動向を知る」
日時：平成28年6月8日（水）15:00～16:30 場所：東北大学量子ｴﾈﾙｷﾞｰ工学専攻 大講義室
演題「An introduction to decommissioning science and how it is applied in the UK」
講師：Kathryn Lennox氏（英国原子力研究所 事業戦略開発責任者）

Strategic Business Development Manager, National Nuclear Laboratory, United Kingdom

第３回セミナー「確率論的リスク評価の考え方を学ぶ」
日時：平成28年10月13日（木）16:30～18:00 場所：東北大学量子エネルギー工学専攻 大講義室
演題「PRA and Risk-Informed Decisionmaking at the NRC: Status and Challenges」
講師：Dr. Nathan Siu

NRC Senior Technical Advisor in PRA, Chairman for the OECD/NEA/CSNI Working Group on 
Risk Assessment, PRA research at Idaho National Laboratory, the Massachusetts Institute of 
Technology; and Pickard, Lowe and Garrick, Inc.

第４回セミナー「レジリエンスエンジニアリングを通して原子炉廃止措置を考える」
日時：平成28年12月9日（金）15:00～16:30 場所：東北大学量子エネルギー工学専攻 大講義室
演題「レジリエンスエンジニアリング〜複雑性と不確実性の時代の安全学」
講師：北村 正晴氏（東北大学名誉教授） 10



＋H28年度「産学官連携セミナー」

11

第１回セミナー 第2回セミナー

第3回セミナー 第4回セミナー



＋

実施日時： 平成28年10月14日(金)

訪問先：①東京電力㈱ 福島第一原子力発電所
②JAEA楢葉遠隔技術開発センター

参加者： 9名（学生7、教職員2）

目 的：①「施設」「物」の全体システム、スケール感、実環境を直接体感することに
より、机上の知識との差を認識する。

②各種実証試験装置等を調査し、廃止措置研究の参考とする。

調査内容：

①東京電力㈱ 福島第一原子力発電所
多核種除去設備、1号原子炉建屋近傍、海側設備、乾式キャスク保管
庫、非常用ＤＧ-6B、鉄塔倒壊現場、サブドレン浄化設備、乾式キャスク
仮保管設備、など

② JAEA楢葉遠隔技術開発センター
原子炉格納容器下部の実規模実証試験装置、ロボット試験用水槽、モ
ックアップ階段、モーションキャプチャ、バーチャルリアリティシステム、
など

H28年度「施設現地調査」の状況（1/3）

12



＋H28年度「施設現地調査」の状況（2/3）

東電 福島第一原子力発電所

13

1号機

1号機

1号機

2号機
3号機

4号機



＋H28年度「施設現地調査」の状況（3/3）

14サブドレンポンプ溶接型タンク

フランジ型タンク

事務本館

凍土壁冷媒移送配管廃棄物保管庫造成地

多核種除去装置

東電 福島第一原子力発電所

発電所構内



＋

実施日時：平成28年10月25日(火)-26日（水）

訪問先：日本原電㈱
①敦賀発電所1号機、2号機
②総合研修センター/原子力緊急事態支援センター

参加者： 16名（学生15、教員1）

目 的：①「施設」「物」の全体システム、スケール感、実環境を直接体感すること
により、机上の知識との差を認識する。

②原子力緊急事態支援センターの活動内容と配備されている遠隔操作ロ
ボット等を調査し、廃止措置研究の参考とする。併せて、研修センタ
ーで原子力発電システム等を学ぶ。

調査内容：

①原子力緊急事態支援センター
緊急事態支援組織の目的、活動内容
緊急事態支援用ロボット操作のデモンストレーション

②総合研修センター/原子力緊急事態支援センター
緊急事態支援組織の目的、活動内容
緊急事態支援用ロボット操作のデモンストレーション
原子力発電システムの仕組み、敦賀2号機フルスコープシミュレータ、
保修施設、安全体感施設

H28年度「施設現地調査」の状況（1/3）

15



＋
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H28年度「施設現地調査」の状況（2/3）

原子炉格納容器サプ
レッションチェンバ室内

原電 敦賀発電所1号機

原子炉建屋オペフロ
原子炉格納容器サプ
レッションチェンバ室内

原子炉格納容器入口

2号原子炉格納容器内

2号原子炉容器近傍



＋H28年度「施設現地調査」の状況（3/3）

PWRﾌﾟﾗﾝﾄｶｯﾄﾓﾃﾞﾙ

教育用シミュレータによるデモPWR原子炉容器等ｶｯﾄﾓﾃﾞﾙ

緊急事態支援用ドローンの説明
緊急事態支援用ロボットによるデモ

PWR原理説明用ﾓﾃﾞﾙ

17



＋
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関連する新たな取組み

従来の人材育成活動に加え、新たに下記の活動に学生および
若手研究者の積極的な参画を促し、これら活動全体を通じて人
材育成に取り組む予定。

①Fukushima Research Conferences (on Corrosion Prediction 
and Mitigationの29年度下期開催を企画中）

②「事故炉廃止措置のためのリスク管理技術」研究会（CLADS
との協力体制により11月に立ち上げ）
③国際会議（ICMST‐Sendai 2018）、International Maintenance

Summer School等

平成28年12月1日、東北大学の全学組織として『東北大学 原
子炉廃止措置基盤研究センター』を設置。
東電福島第一原子力発電所の安全な廃炉に資する基礎研究と
基盤技術開発を主たるテーマとし、将来的には研究成果を通常
炉廃止措置技術へ展開することにも取り組む予定。



＋

19

廃⽌措置リスク管理
技術研究部⾨

放射性廃棄物処理･処分
技術研究部⾨

｢安全リスク」と「経済リスク」
安全リスク
①1F廃⽌措置はリスクの合理的段階的低減事業
②デブリ取出による⼀時的リスク上昇を許容
③リスクの『時間的積分値』の最⼩化が命題
④想定外事象

に遭遇する
可能性（共
通原因で
破綻しない
複数並列
シナリオ）

経済リスク
①他のプロジェクトと基本的に同じ
②実態が不明な状況で投資判断を迫られる ⇒ 戦略的

な取組みが必要
廃⽌措置に貢献できる技術開発
(リスク管理上の位置付け、役割等を明確にして開発）

燃料デブリの
性状把握と放
射性物質の溶
出挙動

放 射 性 物 質
の 閉 じ 込 め
性 向 上 を ⽬
指 し た 処 分
システム

廃⽌措置に対
する社会的受
容性醸成

19

東北⼤学『原⼦炉廃⽌措置基盤研究ｾﾝﾀｰ』２つの研究部⾨



＋
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ご清聴ありがとうございました。




