
JAEAにおける研究開発の取組みについて

日本原子力研究開発機構
福島研究開発部門 福島研究開発拠点
廃炉国際共同研究センター(CLADS)

平成29年5月30日

資料1-2



報告内容

1. CLADSの概要
2.研究成果
3.福島リサーチカンファレンスの実績と計画
4.福島研究開発部門における研究開発拠点の状
況について

1



１．CLADSの概要
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国際共同研究棟
楢葉遠隔技術開発センター 大熊分析・研究センター-国内外の英知を結集する拠点-

（平成28年4月本格運用開始）
-遠隔操作機器開発等-

（建設中：平成29年度~）
-放射性核種分析等-

福島環境安全センター
環境動態・放射線モニタリング等の研究開発

成果の適用

JAEA特有の核燃料・放射性物質の
使用施設、照射施設等の活用（茨城地区）

廃炉国際共同研究センター

（福島県富岡町 平成29年4月運用開始

福島県楢葉町
福島県大熊町（1F敷地隣接）

※廃炉国際共同研究センターは
平成27年4月茨城県東海村へ設置

産学官との

『オフサイトから
オンサイトへ』

【東京電力ホールディングス・IRID・NDF】 【国内外の大学・研究機関・産業界】 【福島県、環境省】

東京電力ホールディングス、
国際廃炉研究開発機構IRID、
原子力損害賠償・廃炉等支援機構NDF
との連携、協力

東京大学、東北大学、
東京工業大学等との連携講座
国際機関、米仏英国研究所等、民間
企業等との共同研究、情報交換

福島県環境創造センター
福島県環境放射線センター
福島県ハイテクプラザ

連携・協力

 CLADSを中核とした基礎、基盤から応用までの連続的な研究開発を通じて、１Ｆ廃炉において直面する課
題に貢献する。

 CLADSの本部を国際共同研究棟に設置し、廃炉の研究開発及び人材育成の拠点を構築。
 国際共同研究棟は、国内外の大学・研究機関等が、共同研究のために利用できる施設。

活用活用

廃炉国際共同研究センターの概要 3



CLADSでの具体的な取り組み 4

（Ⅰ）国内外の英知を結集する場の整備
 海外からの研究者の招聘
 海外の研究機関等との共同研究
 廃炉に必要な研究分野について、外部の研究者、
専門家を含めたWGを形成し活動

（Ⅱ）国内外の廃炉研究の強化

廃炉に向けたワークショップを開催

（Ⅲ）中長期的な人材育成機能の強化

 文部科学省「廃止措
置等基盤研究・人材
育成プログラム」等での
採択機関とともに、連
携講座を開設し、異分
野分析技術 の統合、
人材育成に取り組む

 多様な人材を集めるためにクロスアポイントメント
制度等を導入

（Ⅳ）情報発信機能の整備

 国立国会図書館と連携し、国、東京電力、が発
信する情報をIAEAの原子力事故情報分類に従
って整理し、「JAEAアーカイブ（福島原子力事故
関連情報アーカイブ）」として発信

 JAEAの研究成果を含む文献情報を発信

廃炉国際共同研究センター

廃棄物処理処分ディビジョン

研 究 推 進 室

燃料デブリ取扱・分析ディビジョン

事故進展挙動評価ディビジョン

遠隔技術ディビジョン

福島研究開発部門 福島研究開発拠点

国際共同研究棟運営管理室



1F廃炉への研究 - 何をするのか

燃料デブリ(溶け落ちた燃料物質)はどこに、どんな状態
であるのか。

燃料デブリは今後どう変わって行くのか。取出し完了まで、
どのようなことに注意してリスクを管理していくべきか。

燃料デブリ取出しに向けた作業の安全向上に向けて、現
場状況の把握をもっと容易・正確なものとするために、新
しいツール（ハード、ソフト）を提供できないか。

膨大、多様な廃棄物の処理、処分に向けて、分析データ
の取得、拡充等を通して、より適切な方法を提示できな
いか。
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主な研究項目（IRID補助事業、基礎基盤研究）

「燃料デブリの性状把握」
「固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発」

「事故進展解析及び実機データ等による炉内状況把握の高度化」

 迅速、簡易、自動化する分析法の開発
 事故廃棄物インベントリ評価に必要となる基礎データの整備
 固形化材、固化方法、固化体特性の評価手法の開発
 処分安全評価に関わる基礎基盤データの整備・拡充
 放射性核種の閉じ込め性能が高い人工バリア材料の開発
 事故廃棄物の保管等に関する安全技術開発

放射性廃棄物の処理処分に向けた研究開発

 3次元プラントモデルを用いた解析によるプラント内の線源分
布と線量率分布の評価手法の確立

 随伴FPγ線測定とパッシブ及びアクティブ中性子測定技術の
適用性評価及びシステム概念検討

燃料デブリ取り出しに向けた研究開発
 事故時の燃料溶融移行挙動試験に関するプラズマ加熱技
術の適用性評価及び試験装置設計

 シビアアクシデント解析コードによる試験条件検討
 セシウムの原子炉構造材への吸着挙動評価及びモデル化

事故進展シナリオの解明に向けた研究開発

 仮想空間訓練システム及びロボットの開発・改造に活用
するロボットシミュレータの開発・整備

 建屋内環境状態を認識するためのセンシングデバイス
の選定や収集データの処理手法に関する研究開発

 燃料デブリの残留位置や形状、核種分布を計測可能な
ガンマ線検出器の開発

遠隔操作技術開発

基礎・基盤研究

IRID補助事業

基盤データの取得 将来展開に向けた先進技術開
発の成果
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実施中の国際協力取り決め

国 相手機関 技術的目標 取り決めの状況

イギリス
国立原子力研究所
（NNL）

包括的協定。下部に技術的取り決めを設定。
原子力の研究開発に関する先進技術、先進燃料サイク
ル、高速炉、放射性廃棄物に関する包括的取決め

フランス
フランス原子力・代
替エネルギー庁
（CEA）

照射済み燃料を用いた、BWR制御棒共存条件でのセシウムな
どの放出試験データ拡充。FP化学挙動の基礎知見を取得。

特定協力課題 No.7.1（シビアアクシデント時の核分裂
生成物放出挙動評価）

MCCI生成物の特性情報等を１Fデブリ取出しへ反映するととも
に廃炉における燃料挙動解明に精通した研究者の育成を図る。

特定協力課題 No.7.2（デブリ及びMCCIの特性把握）

大型MCCI試験時のMFCCI生成物の生成形態や特性を１Fデブ
リ生成の推定、デブリ取出し計画等へ反映する。

MCCIの特性把握に関する協力に係る実施取決め
MCCIの特性把握に関する特定契約（2016年度分）

１Fデブリの安定性評価に不可欠な浸漬時のデブリ変性情報を
取得しデブリ取扱計画等へ反映する。

燃料デブリの溶出試験に係る特定契約

ベルギー
ベルギー原子力研
究センター（SCK・
CEN）

破損燃料の取扱い、保管及び保管に関わるR&Dの知見をデブ
リの取扱い・保管作業等に反映する。

「原子力研究開発分野における協力のための取決め」
について、福島事故に関する協力を追加

ウクライナ
原子力安全問題研
究所（ISP-NPP）

チェルノブイリにおける燃料デブリに関する知見をデブリの保
管作業等に反映する。

1F とチェルノブイリの廃止措置研究等に関する覚書の
締結

チェコ
チェコ原子力研究
所/レズ研究セン
ター（NRI/CVR）

コールドクルーシブル設備を用いた模擬デブリ凝固試験の実
施。１Ｆで想定される遅い凝固過程での物理化学的な偏析に関
する知見獲得。

溶融コリウムの凝固メカニズムに関する試験について
の共同研究契約を締結

国際機関 IAEA
各種燃料形態からの核種浸出メカニズムを把握し、損傷燃料
の取扱いの知見をデブリの保管作業等に反映する。

研究取決「燃料デブリの特性把握」（IAEAの調整研究
計画（CRP)「激しく損傷した使用済み燃料とコリウムの
管理」の一環として実施）

国際機関 OECD/NEA
国際標準となる熱力学データベースの整備。熱力学データベー
スを用いたデブリ化学特性や燃料破損進展への基礎知見提供

TAF-ID: 核燃料の熱化学データベースを包括的に統
合・整備し、国際標準データベースを構築
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計画中の国際協力取り決め

国 相手機関 技術的目標 取り決めの状況

国際機関 OECD/NEA
SAREFの燃料デブリプロジェクトでは、実デブリ分析方法、
目的等を議論することで、デブリのサンプリングや取出し作
業の計画立案、作業安全の確保等へ反映する。

・SAREF（福島第一原子力発電所事故後の廃
止措置及び安全研究の可能性に関する上級タ
スクグループ）プロジェクトに対して、燃料デブリ
等の取扱いに関する研究テーマの提案。
・日本提案により、TAF-ID熱力学データベース
の１Fデブリ特性評価への応用での資金拠出型
プロジェクト（TCOFF)の取決め締結に向けて手
続き中。

多国間

JRC カールスルーエ
（ITU)、スウェーデン
王立工科大学（KTH）、
チェコ原子力研究所/
レズ研究センター
（NRI/CVR）

欧州各機関とＪＡＥＡの所有するシビアアクシデント模擬試
験設備の情報交換。将来的な相互活用の検討。

欧州のシビアアクシデント研究プロジェクト
SAFESTへの参加を検討中

アメリカ DOE
廃棄物の保管方策の検討に反映するため、水分を含んだ
廃棄物からのα線放射線分解による水素発生等の評価を
検討中

廃棄物関連の研究テーマを検討中（SRNL、INL
など）。

イギリス

国立原子力研究
所（NNL）

セラフィールドでの経験を活かしたセメント系材料を用いた
スラッジ等の廃棄物の固化技術に関する研究開発につい
て検討中

上述の技術取決めの下で、1F廃炉に係る研究
開発について、共同研究取決めの締結を検討
中。

ブリストル大学
環境中における放射性微粒子挙動の知見を１Fの事故進
展挙動推定に反映する。

共同研究について検討中

フィンランド
フィンランド技術開
発センター（VTT）

水素再結合触媒を用いた水素濃度低減技術の整備による
廃棄物の輸送・保管方策の検討に反映

FP挙動解析・水素安全に関する研究協力につ
いて、協定締結の準備中。
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文部科学省公募事業採択者等と基礎・基盤研究の推進協議体となる「廃炉基盤研究プ
ラットフォーム」の運営会議を3回実施

実用化の下支えとなり、研究成果を廃炉作業につなげるため、基礎・基盤研究の全体
マップを更新

廃炉現場のニーズを取り入れ廃炉関連の基盤研究を扱う国際ワークショップである、
『福島リサーチカンファレンス(FRC) 』を4回開催

研究分野のすそ野を広げ、長期にわたる廃炉作業へ人材を輩出

廃炉基盤研究プラットフォームの開催 9



NDF研究連携TFで選定された重要研究開発課題への取組み

重要研究開発課題 問題意識

燃料デブリの経年変化プロセス等の

解明

燃料デブリの取出し時期は，平成33年以降と想定されており，燃料デブリ生成後10年経過後と

なる。さらに，その後の燃料デブリ取り出しはある程度の長期間を要すると予想され，燃料デブ

リは炉内環境中で十年以上留まることとなる。さらに，取出した燃料デブリを安全に保管しなけ

ればならない。燃料デブリ取り出し方法の検討及び移送・保管方法を検討する上では，燃料デ

ブリの経年変化予測が必須である。

特殊環境下の腐食現象の解明
高放射線環境や非定常な経路での冷却水などの１F廃炉の特殊環境を勘案した幅広い環境条

件下での腐食データを取得し，廃炉において発生する可能性のある腐食現象の解明を行う。

画期的なアプローチによる放射線計

測技術

福島第一の炉内及び建屋内は事故の影響で非常に高い放射線環境となっている。炉内状況や

建屋内状況を調査する上で，現行の放射線測定装置では性能・機能上限界がある。そのため，

福島第一でのニーズを踏まえた上で，新たな発想，原理を用いた画期的な放射線計測装置の

開発を行う必要がある。

廃炉工程で発生する放射性飛散微

粒子挙動の解明（αダスト対策を含

む）

燃料デブリを機械的又はレーザー等により高温で切削する場合，多量のαダストが発生すると

予測され，安全上の対策，閉じ込め管理が必要となる。そのために，αダストの物理的化学的

性質等の性状把握，切削方法毎のダストの発生量予測とそれらを踏まえた閉じ込め対策の検

討を行い，デブリ取り出し時の安全確保を図る。

（平成28年12月26日；NDF廃炉研究開発連携会議）
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 NDF研究連携TFにおいて、廃炉基盤研究プラットフォームに６つの重要研究開発課題を選定
 重要研究開発課題ごとに分科会を設置（JAEAは6課題のうち4課題の事務局を担当）
 分科会は、東京電力を含むニーズ側と大学等のシーズ側双方の専門家を招集し、両者のコミュニケー
ションとハブとなり技術シーズを実用化段階まで統合し完成することのできる俯瞰的なシステムインテ
グレータ人材を中心に研究開発戦略を検討

JAEAが事務局を担当する4つの重要研究開発課題
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２．研究成果



燃料デブリ取り出しに係る研究開発成果（１）

コンクリート試験体

初期装荷物
（UO2＋ZrO2＋Zr
＋ステンレス）

Φ 50cm

50cm

Φ 25cm
高周波誘
導加熱用
コイル

作製したMCCI試験生成物大規模MCCI試験装置

コンクリートの浸食深さ等の取り出し時の参考となる知見を取得
燃料デブリの含水・乾燥挙動試験を行い粒径等の影響に関する知見を取得
燃料デブリの分析技術開発（元素分析、多核種分析、非破壊分析等）を行い、元
素間の干渉の影響、測定精度等の知見を取得

低密度
酸化物層

高密度
酸化物層

金属が
多い層

燃料デブリの組成や特性を調査・推定し、廃炉事業プロジェクトへ提供主な成果
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理論計算と実測値を組み合わせるプラント
内線量率分布評価手法を確立

内部調査による実測値を反映した1Fの線
量率分布推定値を取得

○格納容器内の線量率分布評価技術開発

PHITSによる線量率分布の計算モデルと評価の一例

燃料デブリ取り出しに係る研究開発成果（２）

 PCV内の線源及び線量率分布の評価手法を確立し、1F現状プラント内の線量率分布の定量的
推定値を取得。

多様な性状の燃料デブリの収納缶を対象とした核物質量の非破壊測定技術の適用性を評価。
燃料デブリの保障措置と計量管理方策の検討を行い、事業者等の支援を実施。

主な成果
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○燃料デブリ非破壊測定技術開発と
計量管理方策の検討

非
破
壊
測
定
技
術
開
発

パッシブ中
性子法

同時中性子計数法のシミュレーションにより、Cm-
244実効質量測定の有効性を確認。水分量の変
動により誤差が拡大する傾向あり。乾式では精度
良好。

アクティブ
中性子法

高速中性子直接問いかけ（FNDI）法シミュレーショ
ンにより、核分裂性核種量計測の有効性を確認。
湿式収納缶ケースでは中性子吸収材の濃度が高
い場合に難あり。乾式では改善が期待。

パッシブ
ガンマ法

Eu-154等のアクチナイドへの随伴が期待できるFP
核種のガンマ線測定シミュレーションによる、広範囲
な有効性を確認。使用済燃料を用いた試験デー
タ取得。

計量管理方策
の検討

・NDF、IRID、東京電力等との情報・意見交換
（継続的な勉強会の実施）。
・大熊分析施設の計量管理・保障措置に関する
支援。



検討事項と情報の流れ 目標 主な研究成果

•廃棄物の発生、保管から
処理・処分までの一連の
取り扱い（廃棄物ストリー
ム）の候補を論拠とともに
提示

•発生が予想される廃棄物の発生～処理・処分までの流れについて、検討状
況、課題とともに整理。本成果を活用することで、研究開発の進捗や課題を
統合的に管理することが可能
•また、現場適用を目指し、オプションを絞込む方法や、全ての廃棄物を念頭
に廃棄体化計画として統合化する方法を例示した

•主要な廃棄物の性状に関
する情報を集約して提示

•これまでの分析結果から、核種組成に着目した廃棄物の大まかな分類可能
性を提示した
•得られた核種の分析結果をもとに、研究初期に文献値から仮設定・解析した
廃棄物インベントリをより精緻なものに見直し、保管・処理・処分の検討の確
からしさを高めた

•廃棄体化技術候補の絞り
込みに向けた情報、データ
の収集・整理

•処理実績のない水処理二次廃棄物等に対して、適用可能性のある固化処理
技術を提示するとともに、保管と処理の観点から必要なデータを整理した

•廃棄物ごとに適用可能な
処分概念候補とその評価
手法の提示

•研究を優先すべき廃棄物や分析すべき核種が抽出可能なよう、処分方法、
廃棄物インベントリの不確実性を考慮した廃棄物の分類手法を構築した
• 1F廃棄物に適した処分方法の検討に必要となる具体的な処分概念や考え方
について、調査・整理した

•水処理二次廃棄物に係る
長期保管・安定化方策の
提示

•スラリーの安定化方法を選定し、現場導入に向けた設備の仕様と運用条件
等を例示した
セシウム吸着塔の塩分等濃縮挙動、腐食電位影響等を評価し、現行保管に
おける安全管理上の対策案を提示した

総合的な廃棄物管理対策

顕在リスクの低減対策

14放射性廃棄物の処理・処分に係る研究開発成果（１）



15

核種の汚染挙動の検討

図1  1号機原子炉建屋及びタービン建屋内で採取された瓦礫に係る輸送比

図2  Puなど核種の移行分布
（対数正規分布によるフィッテイング）

 1号機原子炉・タービン建屋の固体試料への放射性核種の移行ふるまい（図1）

• 損傷燃料からの移行しやすさは、C、I~Se、Cs、Sr~H-3、Tc、Eu~Pu~Am~Cmの順である。揮発性（沸点の高い I、Se や Cs）と燃

料中の存在場所（被覆管内の C-14 や近傍の I や Cs） による影響が考えられる。

• 原子炉建屋最上階では、他に比べて大きな輸送比が見られる場合があり、局所的な分布がうかがわれる。

• CoとNiは輸送比が見かけ上大きいが、不揮発性であるので燃料以外からの寄与が推定される。

• 汚染水を経由した汚染が重なる場合、Sr の輸送比が増大する。

• タービン建屋からの試料で U が検出された。U同位体間で輸送比は一致せず、天然由来であることを示す。

 2 及び 3 号機からの試料、建屋周辺や覆土保管の試料についても輸送比は同様の傾向がみられ、汚染ふるまいが整理されつつある。

 また、輸送比は対数正規分布を示しており（図2）、今後分類や統計的取り扱いを検討する上で考慮すべきである。

放射性廃棄物の処理・処分に係る研究開発成果（２）



各種金属の水素ガス発生量から得られた腐食速度

時間の経過とともに，腐食速度は低下

ガンマ線照射線量率と模擬廃棄物
の水位上昇の関係

同一積算線量での水位上昇は、低線
量率で小さい

実機推定

放射性廃棄物の処理・処分に係る研究開発成果（３）

原子炉格納容器に使用されている炭素鋼などの腐食速度を算定
閉じ込め性能に係るデータ取得、分析手順の簡略化により分離操作を短縮化
廃棄物容器の溢水に係る、実機推定線量率を含めて模擬物の水位挙動を取得

主な成果

16



東京電力、エネ総工研、東芝、日立GE、大学等と協力し、既存知見及び本事業で新たに獲得した知
見を総合的に評価・検討し、1F各号機の炉内状況推定図及び核分裂生成物と線量の分布推定図を
作成し、1F廃炉に関わる様々なプロジェクトに情報提供

本事業の成果に基づき炉内状況推定図等を更新

東電報告書（2015年12月17日改訂：第4回進捗報告）に掲載された各ユニットのデブリ分布イメージ

事故進展シナリオの解明に向けた研究開発成果（１）

1F各号機の炉内状況推定図及びFP・線量分布推定図を作成主な成果

17



模擬燃料集合体加熱
試験（JAEA提案のプ
ラズマ加熱方式）に
よるBWR特有の事故進
展挙動の基礎データ
を取得

1F事故時のプラントデータ
（温度・圧力）の詳細分析
とSAコード解析を総合して
BWR特有の事故進展挙動を評
価

 1Fプラントデータ詳細分析とSAコード解析から、BWR特有の事故進展挙動（TMIと異な
るシナリオ）の可能性を提示

模擬燃料集合体加熱試験により、BWR特有の事故進展に係る基礎データを取得
炉心下部構造の溶融炉心物質移動挙動への影響や圧力容器破損箇所等を推定するため
の炉内温度分布を評価するための手法を整備

主な成果

事故進展シナリオの解明に向けた研究開発成果（２） 18



福島県イノベーションコースト構想に基づく事業に採択され、「無人飛行体による3D
放射線分布の可視化」のための初年度研究を完遂した。

小型軽量コンプトンカメラを製作し、ドローンに搭載して帰還困難区域の環境中で上
空からホットスポットを可視化するのに成功した。

上記コンプトンカメラを1F建屋内測定で行うべく東電と調整し実施に向けて準備した。

主な成果

建屋内作業環境の放射
線分布測定のため、小
型コンプトンカメラ
（重さ680g）を製作

開発した建屋内のあ
らゆる方向からの放射
線分布を測定するため
の全方位コンプトンカ
メラ（重さ、１kg弱）

小型コンプトンカメラ
帰還困難区域で測定 ホットスポットのイメージング 全方位コンプトンカメラ（黒い箱）

小型軽量コンプトンカメラをド
ローンに搭載して帰還困難区域の
環境中で上空からホットスポット
を可視化するのに成功
※ 福島県イノベーションコースト構想事業資金に

より実施

遠隔操作技術開発に係る研究開発成果（１） 19



１F現場持ち込みを考慮したLIBS装置の小型化。
高線おいても原子発光スペクトルが取得できることを実証。
分光データベースから混合物の発光スペクトルを予測する手法を開発。
作業担当メーカーとの協議により、プローブ形状、遠隔操作性について改良に着手。
文科省英知事業による、マイクロチップレーザーの炉内導入の可能評価に着手。

主な成果

現場持ち込みを考慮した装置
の小型化（従来比1/2以下）

炉内調査に向けた
プローブの改良案

高線量場での発光スペクトルの取得
（影響なく取得できることを実証）

20

耐放射線性光ファイバ利用
LIBS分析技術の概要

高線量場LIBS試験

発
光
強
度

発
光
強
度

400 600                       800
波 長 （nm）

放射線なし

高線量場
（約10kGy/h）

主たる改良点
・焦点位置の遠隔調整
・レーザー照射位置の
遠隔微調整

・レーザー出射方向の変更
・放射線モニタなど、複合化

首振り
試料

試
料

従来

光ファイバー

光ファイバー

遠隔操作技術開発に係る研究開発成果（２）



格納容器内の湿潤環境を模擬する腐食試験法を提案
現在の窒素封入条件では影響が少ないが、デブリ取り出し時（大気流入）では課題

主な成果

原子力科学研究部門 原子力基礎工学研究センターの成果
格納容器内表面の水膜腐食の影響評価

21

 実機格納容器では、冷却水が内面を流下し、薄い水膜で表面が湿
潤状態にある。

 この状態の模擬試験として低流速交番浸漬回転腐食試験を提案

2号機格納容器内壁の
濡れの状況

(2012年東電資料より)

• 交番浸漬回転試験では、溶
存酸素の影響を強く受ける

• 湿潤環境部の腐食が大気流
入で加速すること示唆

錆/塗膜

• 通常の全浸漬回転試験では流
速で腐食が加速

• 交番浸漬回転試験は低流速で
湿潤環境の腐食を模擬可能



３．福島リサーチカンファレンスの実績と計画
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福島リサーチカンファレンス（FRC）の開催

廃炉関連の基盤研究を取り扱う『福島リサーチカンファレンス(FRC) 』を福島県等で継続的に開催する。
当面、CLADS国際セミナーをFRCとして開催する。将来的には、Gordon Research Conferencesのよう
な廃炉研究関連分野における最高ステイタスの会議となることを目指す。
（平成28年度の福島リサーチカンファレンス開催実績）
①廃炉に向けた耐放射線性センサー及び関連研究に関するワークショップ
（いわき産業創造会館、平成28年4月19-20日、参加者：約120名、海外13名）

②廃炉のための放射線計測研究カンファレンス
（楢葉町サイクリングターミナル展望の宿「天神」、平成28年8月4-6日、参加者：約60名、海外11名）

③福島事故廃棄物の安全管理技術に関する国際ワークショップ
（いわき産業創造会館、平成28年11月7-9日、参加者：約80名、海外11名）（下図）

④ Research Conference on Remote Technology for Decommissioning
（楢葉遠隔技術開発センター、平成28年11月24-25日、参加者：延べ86名）

23



平成29年度のFRC開催予定

開催日 開催テーマ
開催
場所

特記事項

H29年6月20-21日
廃止措置及び廃棄物管理におけるセメント系複
合材料に関する研究カンファレンス

富岡
（学びの森）

企画委員会（主査：佐藤
北大名誉教授）による開
催

H29年7月5-6日
事故進展解析と熱力学データベースに係る
ワークショップ（仮称、コンテンツ調整中）

富岡
（学びの森）

ACTINIDES 2017に合わ
せて開催

H26年9月5-7日
（日程調整中）

「燃料デブリ」に関する研究カンファレンス
（タイトル・コンテンツについて調整中）

富岡
（学びの森）

福井大と共同で開催企
画委員会準備中

H29年11月27-29日
Fukushima Research Conference on 
“Corrosion Prediction and Mitigation for Key 
Components of Fukushima Daiichi NPP”

富岡
（学びの森）

企画委員会（主査：
Prof. FERON(CEA））に
よる開催

H29年11月29-30日
FRC on Remote Technologies in Nuclear 
Facilities 2017（仮）

楢葉
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廃止措置及び廃棄物管理におけるセメント系複合材料に関する研究カンファレンス 25



４．福島研究開発部門における研究開発拠点の
状況について

26



楢葉遠隔技術開発センターの運用

実規模止水試験施工性確認の様子

【実規模試験エリアの利用状況（IRID）】

 実規模試験の実施に向け、各種の止
水技術の施工性確認試験を実施

【要素試験エリアの利用状況の例】

 福島高専「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」 の一環として実施

 全国の13高専・15チームより参加。原子炉建
屋内を想定したモックアップ階段及びロボット
試験場をフィールドに協議を実施

第1回廃炉創造ロボコン（平成28年12月3日）

福島県内企業廃炉・除染ロボット
関連技術展示実演会（平成28年
12月7日）

 福島県廃炉・除染ロボット技
術研究会（事務局：福島県ハ
イテクプラザ）が1F廃炉・除
染に携わる事業者との技術
マッチングの場として利用

平成28年4月に本格運用を開始
実規模止水試験や廃炉創造ロボコン等、幅広いに分野が施設を利用
東京電力より提供された1、3号機1階及び地下階データ等を拡充し、仮想空間訓練システ
ムの本格運用への整備を完了

廃炉に必要な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貢献

27



福島第一
原子力発電所

第2棟

施設管理棟

第1棟

大熊分析・研究センターの整備

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
施設管理棟 安全祈願祭（平成28年9月 7日）

施設管理棟の着工（平成28年9月）、第1棟の認可取得（平成29年3月）、第2棟の詳細設計
に着手（平成29年1月）

分析技術者の確保や育成のため、育成プログラムによる研修を行うととともに、必要な人
員確保に向け、機構内外の関係者と協議

国の中長期ロードマップに沿った整備を着実に実施し、今後、東京電力福島第一原子力
発電所の廃止措置等の安全かつ確実な実施に貢献

大熊分析・研究センターの状況 28



国際共同研究棟の運用開始（１）

施設概要

主な設備

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（屋上ルーパー12m）

・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
・実験室 XAFS装置
・光ファイバーLIBS分析装置
・ガンマ線エネルギー分析装置
・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
・制御棒ブレード破損試験装置
・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 多目的試験棟の外観

平成28年4月に建設工事に着手し、平成29年3月に竣工、同年4月から運用開始
国際共同研究棟を計画どおり年度内に整備し、富岡町の避難指示区域解除や今後の地域
振興に貢献
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経緯

H27年

4月 ：CLADS発足、開所式開催
5月 ：国際共同研究棟の設計開始

8月 ：福島県富岡町王塚地区に立地を決定

12月 ：富岡町王塚地区内の建設地を決定

H28年
2月 ：施工業者決定（株式会社安藤・間）
3月 ：富岡町と用地売買契約を締結
4月 ：安全祈願祭及び起工式開催、着工

H29年
3月 ：竣工
4月 ：開所式及び開所式記念講演会

開所式記念講演会（「学びの森」）

開所式（H29.4.23）

国際共同研究棟の運用開始（２） 30



国際共同研究棟で実施する研究例（１）

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

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

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 小型高分解能のセンサー開発 線源からの放射線イメージング

可視化

多核種同位体比分析
を利用した環境中の
粒子分布(左)と、土壌
から分離した放射性微
粒子（右）70um

可搬型遠隔分析装置開発

プラズマ発光
の様子

分析基礎課程、発光スペクトル解明

炉内その場組成分析への適用

発光スペクトル評価
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国際共同研究棟で実施する研究例（２）

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（電中研共研）

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

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

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

プラズマトーチ	

試験容器	

試験体	
溶融崩落した	
模擬燃料ピン	X線CTによる	

断面像	

残存部分	

BWR模擬燃料集合体のプラズマ加熱試験装置（左）と
加熱後試験体の状態（右）

セシウム吸着塔内の残留水の塩分濃縮の例

崩壊熱の継時変化、残
水の移動（ゼオライトに
よる吸い上げ、ゼオライ
ト層内での還流）を考慮
した、水分蒸発挙動を予
測する解析コードを作成

粒子輸送モンテカル
ロ計算コードによる線
量率分布計算用3
次元モデル（左）と1
号機に対するプラン
ト内線量率分布の
評価例（右）
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蛍光イメージングリーダー
・対象試料の探索

走査型電子顕微鏡
・マイクロスケール画像の取得
・構成元素の確認

顕微ラマン分光装置
・化学状態の観察等


