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福島県におけるＪＡＥＡ活動拠点(平成28年12月1日現在) 

福島県環境創造センター 
三春町 

平成28年4月入居 

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月入居 

東京電力ホールディングス 
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 建設中 

楢葉遠隔技術開発センター 
楢葉町 

平成28年4月本格運用開始 

福島事務所 
福島市 

平成23年6月開設 

いわき事務所 
いわき市 

平成27年4月開設 

廃炉国際共同研究センター 
国際共同研究棟 
富岡町 建設中 

○ 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。 
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運用※ 

運用※ 

廃炉国際共同研究センター 
国際共同研究棟 

項 目 
2013 
（H25） 

2014 
（H26） 

2015 
（H27） 

2016 
（H28） 

2017 
（H29） 

2018 
（H30） 

2019 
（H31） 

2020 
（H32） 

2021 
（H33） 

2022 
（H34） 

2023 
（H35） 

大熊分析 
  ・研究センター 

設計・建設 運用 

楢葉遠隔技術開発センター 運用 建設 設計 

運用 

※運用開始時期については、認可申請等も含めて精査中。 
※※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。 

第1棟 

年 度 

第2棟 

施設 
管理棟 

設計・建設 

設計・建設 

建設 

福島県 
環境創造センター※※ 

三春町 

南相馬市 

運用 設計  建設 

設計 建設 運用 

設計 

主なスケジュール 

福
島
研
究
基
盤
創
生
セ
ン
タ
ー 
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施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な設備（右図の他、以下を予定） 

   

多目的試験棟のイメージ図 

用途 ： 研究施設 
構造・規模： 鉄骨造、地上２階建て 
建築面積 ： 1,096㎡ 
延床面積 ： 2,115㎡ 
高さ ： 10.3m（屋上ルーバー12m） 
竣工 ： 平成29年3月 
部屋割 ：1階（実験室6部屋、研究準備室等） 
   2階（事務室、研究者居室3部屋、 
          会議室2部屋、リフレッシュ・       
          コミュニケーションスペース等） 

・走査型電子顕微鏡/エネルギー分散型Ｘ線分光計 
・多目的X線回析装置 
・光ファイバーLIBS分析装置 
・蛍光イメージングリーダー 
・顕微ラマン分光装置 
・誘導結合プラズマ質量分析計 
・水蒸気雰囲気での急速昇温反応炉 
・汎用クラスタ型並列計算機  等 

制御棒ブレード破損試験装置 ガンマ線エネルギー分析装置 

実験室XAFS装置 

国際共同研究棟イメージ図 

廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟 

国際共同研究棟の建設状況（平成28年12月3日現在） 

 平成28年4月より、福島県富岡町に建設を開始、平成29年3月の竣工に向けて予定どおり進捗。 
 国内外の英知を結集し、安全かつ確実に廃炉等を実施するための研究開発と人材育成を実施。 
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ＣＬＡＤＳが中心になって実施する研究例 

文科省人材育成公募事業の採択校やその他の大学、機関等に対して国際共同研究棟の利用及び共同研究
の実施について呼びかけを継続 

大学、その他機関が実施する研究 

試験装置・設備の共同利用 

テーマ：レーザー遠隔分析技術に関する研究 
実施内容：分光分析原理の検証 

期待成果：核燃物質を用いた実証研究への反映 

テーマ：放射性微粒子の挙動解明に関する研究 
実施内容：微粒子確認と性状観察 

期待成果：粒子起源・事故進展挙動解明への貢献 

テーマ：放射線可視化検出技術に関する研究 
実施内容：密封線源による基本動作確認 

期待成果：可視化センサの小型化高性能化 

テーマ：プラント内線源・線量率分布評価手法の開発 
実施内容：理論計算と実測値を組み合わせたPCV内線源・線量率

分布評価手法開発 
期待成果：最確評価手法の確立と1～３号機のPCV内線量率分布の

推定 

テーマ：含水廃棄物の保管安全技術開発 
実施内容：放射線照射装置の導入による材料腐食研究、並びに廃

棄物の水分蒸発挙動の解析（電中研殿と共研を予定） 
期待成果：含水廃棄物の合理的な保管等の検討に必要な評価手法

の提示 

テーマ：BWR炉燃料破損メカニズムの解明 
実施内容：制御棒ブレード破損試験、被覆管材の急速昇温試験 
期待成果：制御棒ブレードやチャンネルボックスの破損メカニズ

ムの解明とモデル化、1F炉内状況把握への知見提供 

相互に効率的となる交流 

国際共同研究棟で実施する研究例 4 



楢葉遠隔技術開発センター 
約

 8
m

 

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 

【ロボット性能評価のための要素試験設備】 

試験棟 
（幅60ｍ×奥行80ｍ×高さ40ｍ） 

研究管理棟 
（幅35ｍ×奥行25ｍ×高さ20ｍ） 

ロボットシミュレータ 

バーチャルリアリティシステム 

実物大の寸法の機器を1/8 切り出した試験体 
（IRIDによる開発プロジェクト） 

【実規模実証試験設備】 

20×18×18m 

原子炉格納容器 

【仮想空間訓練システムの 
 開発・整備】 

 平成28年4月より、本格運用を開始。 
 廃炉に不可欠である遠隔技術の着実な開発及び本施設を活用した地域の活性化に期待。 
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 2016年12月7日 福島県内企業 廃炉・除染ﾛﾎﾞｯﾄ関連技術 
   展示実演会 （福島県廃炉･除染ﾛﾎﾞｯﾄ技術検討会） 

 2016年12月3日 廃炉創造ロボコン 
   (福島工業高等専門学校） 

 2016年8月8～10日 東京大学サマースクール 
    (遠隔操作ロボット操作体験の状況） 

 2016年6月23日～24日 神戸青少年科学館による
ドローン操作訓練 

6 楢葉遠隔技術開発センターの利用実績の例 

 ロボットシミュレータや災害対応ロボットの屋内実証試験設備を活用したロボット開発等、国内外の研究機関、
大学、産業界の研究者や技術者に対する研究開発を支援。 

 廃炉技術に関する幅広い専門分野の人材を育成。 



 バーチャルリアリティシステムでのシミュレーションと実規模試験体を用いた実証試験との連携により、PCV補
修・止水技術の開発を実施。 

PCV補修・止水技術の実規模試験（IRID事業） 7 

IRID殿HP資料を一部、加工。 

バーチャルリアリティ（VR）システムによる 
シミュレーション 

実規模試験体を用いた試験 

ＶＲスクリーン映像例 

操作風景 

遠隔マニュピレータ 



大熊分析・研究センター 

安全祈願祭（平成28年9月7日） 

第2棟 

施設管理棟 第1棟 

大熊分析・研究センター 

福島第一 
原子力発電所 

延床面積 ：約4,600m2 

階数 ：地上4階 
主要構造 ：鉄筋コンクリ－ト造 

施設管理棟イメージ図 

※2016年9月23日：実施計画の変更認可申請 

 平成28年9月、施設管理棟の建設を開始、第1棟の実施計画の変更認可申請を実施し、審査中。 
 第2棟にて実施する燃料デブリの分析項目について、「燃料デブリ等分析・試験項目検討会」を設置し、検討中。 
 分析・研究に必要な技術や手法、センターの運営に必要な分析技術者の確保・育成計画を策定中。 
 国の中長期ロードマップに沿って整備を着実に実施し、1F廃炉等の着実な実施に貢献。 
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 環境放射線センターでは、１Ｆや今後周辺に設置が
想定される関連施設の周辺環境への影響を監視す
るためのモニタリングや安全監視を実施。 

入居式（H28年4月21日） 

グランドオープン記念式典（H28年7月21日） 

JAEA（H28.4）及び国立環境研究所（NIES）に入居 

環境放射線センター（南相馬市施設） 

福島県およびJAEAが入居（H27.9） 

福島県環境創造センター 

 福島県が三春町と南相馬市に整備。平成27年9月、三春の本館に県、南相馬の環境放射線センターに県とJAEAが、平成28年
４月に、JAEA及び国立環境研究所（NIES）が三春の研究棟に入居。 

 福島県、JAEA及びNIESの三者が連携協力し、福島県の環境回復・創造に向けた研究を実施。 

 環境創造センター研究棟では、除染技術、放射性物質の環境動態解明、廃棄物・土壌の処理技術開発等の
研究を実施。 
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研究棟 本館 
交流棟（コミュタン福島） 

（三春町施設） 


