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燃料デブリの性状把握・分析技術の開発:
・模擬デブリを用いた試験等から実燃料デブリの性状を推定し、廃炉作業検討へ情報を提供
・実燃料デブリの分析に必要な分析要素技術を開発

【成果】
 IRIDの構成員としての「燃料デブリの性状把握・分析技術の開発」プロジェクトの実施
 仏CEAでの１F条件を考慮した大規模MCCI試験生成物のサンプルを分析し、デブリ取り出し時の重要

な参考情報となる機械的な物性データ等を取得（燃料デブリ特性リストに反映）
 中揮発性FPの特定とその評価方法を検討（次年度まで継続）
 溶解法、元素分析等の開発を行い、分析要領案を作成（次年度まで継続中）

【平成29年度当初計画】
 中⾧期ロードマップ等への対応
 性状不均一性MCCI生成物の特性評価
 乾燥熱処理における核分裂生成物の放出挙動調査
 燃料デブリ等の分析要素技術の開発

解体時の特徴
（外観・作業環

境）

本試験サンプルの分析結果
（生成相・硬さ・組成等） 燃料デブリの取出し方法の検討に対する提言

デブリの外観は非常
にポーラスで脆く見
えるが実際は非常
に堅い

概ね～5㎜程度の気孔が全
体的に分布。硬さとしては、
酸化物相では5–22 [GPa]、
金属相では1–3 [GPa]。

外観から得られる気孔の多寡に係る情報のみで
は、最適な工具の選定は困難であり、本試験に
おける硬さの最大値を参考としつつ、これらと同
等の硬さをもつ材料（ステンレス鋼やアルミナな
ど）を想定した機器選定が必要と考えられる。

解体時に粉塵が多
く発生

解体時の粉塵サンプル（サン
プル11）の性状:
粉塵サンプルの重量のうち、
大きさ1 [mm]未満の粒子
が約4割。20–33 [wt%]
のUを含有。

気中において解体時、核物質を含む微細な粉
塵による急激な視認性低下への対策と、これら
の放射線モニタへの影響が懸念され対策が必
要。

クラストの形成 上部クラストサンプル（サンプ
ル1）の性状:Si-Al-Ca酸
化物マトリックス中に
(U,Zr)O2や(Cr,Fe)Oxなど
の析出物が存在。硬さは5 –
18 [GPa]。生成相および
硬さは他のサンプルと同程度。

本試験では溶融プールの領域と同様の微小構
造・硬さとなったが、実際の事故進展において注
水により表面が急冷されるシナリオの場合は、溶
融プール部よりも硬い相を形成する可能性あり。

粒子状デブリの確
認

－ ハンドリングツール(吸引、掬い)や水処理系の
固液分離の必要性あり。

熱劣化コンクリート
層の存在

－ 脆いため把持によるハンドリングに向かない。

気孔・成層化の確
認

上部・下部ともに、概ね～5
㎜程度の気孔が分布。

気孔の粗密の程度の違いによる臨界評価への
影響を確認する必要性あり。

・
・
・

・
・
・

・
・
・

取り出し方法の検討に対する提言（抜粋）

大規模MCCI試験生成物の解体時の状況やサンプルの分析結果から、燃料デブリの取出し方法の検討に対する提言をとりまとめ、戦
略プランにおける取り出し工法検討の参考となる情報をNDFに提供した。

 これまでの試験結果等と合わせてMCCI生成物の特性を推定し、「燃料デブリ特性リスト」に反映。取り出し技術開発におけるMCCI
生成物への想定や被試験体選定の指標となる情報、収納保管検討における内容物に関する情報としてIRIDに提供した。

大型MCCI試験生成物の外観情報

MCCI試験生成物の分析・物性測定結果（抜粋） 試験体解体時の状況

アウトカム

燃料デブリ特性リスト
（抜粋）

東京電力福島第一原子力発電所事故への対処に係る研究開発（１）
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【成果】
除染装置スラッジを初めて分析し，放射能とともに粒度分布など固体成分の性質について調査
廃棄物のインベントリ評価に関する基礎データを整備
含水廃棄物の蒸発挙動を解析する2次元コードを整備
情報が不足している影響要因に関する基礎データを拡充

【平成29年度当初計画】
 中⾧期ロードマップ等への対応
 分析・測定技術及び人工バリア材、廃棄体性能の高度化開発
 放射性廃棄物の保管等に関する安全管理技術の開発
 処分の安全性評価の信頼性向上に係る開発

スラッジが沈降する様子の観察
（ホットセルにて実施）

放射能濃度データ
放射能濃度 〔Bq/cm3〕

全α 全β 全γ

< 3 ×103 (8.2±0.1)×107 (7.1±0.1)×106

 １F事故で発生した廃棄物の分析を実施し、汚染分布を統計的に表現する方法の適用性を見出すなど顕著な成
果を創出した。得られたデータに基づいて処理・処分技術の検討を促進することができた。

 成果は中⾧期ロードマップの改訂に反映され、分析の方針が新たに示された。

放射性廃棄物の処理・処分技術の開発:ガレキ等の廃棄物の分析に加え、
除染装置スラッジを初めて分析し、放射能濃度等を明らかにし、国等へ情報を提供

アウトカム

スラッジ
界面

除染装置スラッジの分析結果（一部）
廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議

（第52回）にて報告

分析により判明した原子炉・タービン建屋の汚染の傾向（29年度末までのデータに基づく）

廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第42回）にて報告

原子炉建屋

タービン建屋

原子炉建屋内
• 1号機及び2号機の1階と5階、3号機1階で、

137Csのほか、Sr 等の核分裂生成物、Pu等
のα核種、Co 等の放射化生成物を検出した。

格納容器内
• 2号機及び3号機の滞留水では、下流

（集中廃棄物処理建屋）の滞留水に比
べて、Co や α核種の 137Cs に対する放
射能濃度比が高い傾向にある。

圧力容器内
–

（燃料デブリと放射化生成物による高汚染が
考えられるが、実績なし。）

使用済燃料プール
• 4号機では、放射化生成物である60Co の

137Cs に対する放射能濃度比が原子炉建
屋の他の試料と比べて大きい傾向にあ
る。

タービン建屋地下
• 原子炉建屋内に比べて、90Srの137Cs に対す

る放射能濃度比が高い傾向にある。沈降し
たスラッジは、Cs、Sr やα核種を含む傾向に
ある。

原子炉建屋の周辺
• 1及び3号機周辺の瓦礫は、汚染の核種

組成が原子炉建屋内と似た傾向にある。
原子炉建屋地下

（滞留水による汚染が考えられるが、実績なし。）

建屋外の瓦礫の Sr データ
（Csに対する対数正規分布の

当てはめ）

分析データの統計的表現に
関する検討例

東京電力福島第一原子力発電所事故への対処に係る研究開発（２）

2



炉内状況の解明:計算コード解析、模擬試験、線量測定値の分析等、
様々な情報を総合的に評価し、これまで不明だった炉内の状況を具体的に推定

【成果】
 現時点で得られているすべての関連情報を集約し、1F各号機の炉内状況推定図及びFP・線量分布推定図

を更新、廃炉関連プロジェクトに知見提供
 1Fプラントデータ詳細分析、模擬試験、SAコード解析に基づき、BWR特有の事故進展（TMI事故と異なる

シナリオ）で、かつ1F事故進展に影響した可能性が高い事象（例:２号機の圧力容器破損）を評価、炉
内状況推定図に知見提供

【平成29年度当初計画】
 中⾧期ロードマップ等への対応
 事故時の燃料集合体温度評価のためのデー

タ取得と解析コードの改良を実施
 圧力容器の破損箇所や破損時刻を推定す

るための手法を整備

 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、平成28年度にとりまとめた、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更新

解析コードによる事故進展挙動解析、模擬燃料集合
体の破損・溶融試験、炉内調査の知見、炉内から採

集された実サンプル分析データ等を総合的に評価

中⾧期ロードマップ等への対応

炉内状況推定図、FP・線量分布図として、
廃炉関連PJに知見提供

CMMR3 CMMR4

模擬燃料集合体加熱試験

アウトカム

2号機を模擬した条件で、制御棒が先行溶
融すること、残留燃料は溶融し難く透過性
（冷却材が入りやすい）を持ち、2号機下
部プレナムの残留デブリには未溶融燃料が相
当含まれる可能性等を確認

内部調査結果を反映した
PCV内線量率解析モデル

線量率分布解析結果
(2号機2021年)

格納容器内の線量率分布評価 (2号機の例)

事故進展や線量率分布解析、模擬集合体の溶融試験、格納容器の内部観察結果等を総合的に評価し、これまで不明だった１～３
号機の炉内の状況を具体的に推定。特に、1Fの事故時プラントデータ解析、SA解析コードを用いた事故進展解析、模擬燃料集合体
の破損・溶融試験などにより、格納容器や圧力容器の破損状態と燃料デブリの分布の推定評価を主導。燃料デブリ取出し方法の確定
に向け、炉内状況調査、燃料デブリ取出し、廃棄物処理などの関連プロジェクトに知見を提供（特に2号機と3号機の圧力容器とペデ
スタルのデブリの分布とその特性の違いについてはJAEAの知見が有用であり、デブリの取り出し方法の検討に大いに貢献）。
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東京電力福島第一原子力発電所事故への対処に係る研究開発（４）

遠隔技術の現場適用:東電のニーズを踏まえ、機構が持つ遠隔技術を現場作業に
マッチングさせることにより、１F廃炉作業を支援

【成果】
 小型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１F建屋内で測定。建屋内の高線量率エリアの３次

元放射線イメージング撮影に成功。ロボット搭載測定も実施。
 同カメラをドローンに搭載して1Fサイト内の上空からホットスポットを可視化に成功。
 スミヤ試料のα・β線測定により、粒子の位置分布とスペクトルの調査手法を整備。

【平成29年度当初計画】
 遠隔基盤技術としての小型コンプトンカメラ

の開発
 α粒子可視化・スペクトル測定技術手法の

確立

アウトカム

上空からのホットスポットの
イメージング

α核種位置検出器の開発３号機タービン建屋での測定結果

東電との調整により、1F建屋内の高線量
率場での放射線分布の測定に導入。１号
機原子炉建屋でロボット搭載測定試験を行
い、局所的な高線量率場所の特定を行う。

スミヤ試料粒子分布(例)

ロボットに搭載した
コンプトンカメラ

α核種位置検出器

 建屋内放射線イメージャー（小型コンプトンカメラ）を用いて複数の線源分布を3次元的なマッピングが可能であることを確認する等、建屋
内の環境状態の正確な把握を可能にする顕著な成果を創出し、作業者の被ばく低減に向けて汚染源の迅速な把握と遠隔機器を用いて技
術の実証に貢献した。

 α・β核種位置検出器の開発で着実に成果をあげ、廃炉作業を進める上で重要なα核種のエネルギー・粒子位置分布の評価に貢献し、作
業者の防護装備の適正化に向けた汚染源情報の取得を可能にした。

 今後、1F現場へ実際に適用していく予定。
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重要研究開発課題に関する研究開発の状況

5

平成29年度「英知を結集した原子力科学技術・人材育推進事業廃炉加速化プログラム
廃炉加速化研究プログラム」公募事業（文科省）で採択

• 特殊環境下の腐食現象の解明
• 画期的なアプローチによる放射線計測技術

平成28年度「廃炉・汚染水対策事業」に係る補助事業（燃料デブリの性状把握・分析技術
の開発）の計画変更で実施

• 放射性飛散微粒子挙動の解明

研究連携TFで提示された6つの重要研究開発課題
のうち、JAEAが主体となって研究開発を実施してい
る課題



平成29年度 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業廃炉加速化プログラム
廃炉加速化研究プログラム（特殊環境下の腐食現象の解明）

放射線環境下での腐食データベースの構築

研究目的

研究実施体制及びスケジュール

H29年度の研究成果

福島第一原子力発電所の40年にわたる廃止措置を安全かつ継続的に進めるためには、経年的に劣化が進む構造材料の腐食が重要である。しかし、腐食
反応を律速する環境要因に関しては、現状十分にデータが得られている訳ではなく、また、作業の進展に伴い時々刻々と変化し得る。そのため、想定される範囲
を充分に包含した環境条件でのラジオリシスデータおよび腐食影響データをデータベース化し、腐食速度予測解析コード整備につなげることを目的とする。

②ラジオリシスデータの整備・評価
業務が対象とする放射線線量率・溶液導電率の組み合わせ下で実施されたラジオリシス

試験・腐食試験の既往データの収集と解析を行った。

③ガンマ線照射下腐食試験環境の整備
作業の進展に伴い時々刻々と変化し得る放射線環境条件での構造物の腐食データを

取得し、腐食劣化の予測を行うことを目的として、10～数1000 Gy/hの線量率で、温度、
pH、溶存化学種など水溶液条件を制御した照射場の構築を行った。

④炭素鋼の脱不働態化におよぼすガンマ線照射の影響評価
炭素鋼の脱不働態化におよぼすガンマ線照射の影響を評価ため、腐食試験実施方法

等の検討と炭素鋼の不働態化特性についての予備検討を行った。

⑤湿潤・乾燥環境でのガンマ線照射による腐食影響評価
湿潤・乾燥環境でのガンマ線照射による腐食影響を評価するための試験手法と条件を検

討し、非照射環境における予備試験に着手した。

⑥腐食調査票の整備
震災直後から将来にいたる1F機器・構造物の潜在的腐食影響の評価手法について、国

内外の知見並びに文献等より抽出し、基礎的概念を構築した。

① ラジオリシスデータセット整備及びデータベース化
今後の廃炉作業において予想される滞留水のラジオリシス現象を把握し、シミュレーションによる予測御可能とするための化学反応のデータセットを整備し、試解析を行った。
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平成29年度 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業廃炉加速化プログラム
廃炉加速化研究プログラム（画期的なアプローチによる放射線計測技術）

高線量率環境下における小型半導体を用いた
バーチャルピンホールカメラの開発

研究目的

成果目標

研究スケジュール参加機関

H29年度の研究成果

高線量環境下で放射線イメージングを行うための小型軽量の測定器を開発するため、超高密度・高原子番号をする
小型の臭化タリウム(TlBr)半導体を用いた高指向性の検出器を放射状に多数配置したバーチャルピンホールカメラ
(VPC)の成立性を実証するための検出器を開発する。

○ 東北大学：TlBr半導体による高指向性検出器の開発
○ 東京大学：バーチャルピンホールカメラの開発
◎ JAEA：3D放射線画像の再構成技術の開発

＊◎は研究代表機関

放射状に多数配置したTlBr半導体を用い、

あたかもピンホールカメラのように動作しな
がら高重量のコリメータを要しないバーチャ
ルピンホールカメラ(VPC)の成立性を校正
場や1Fにおいて放射線画像の再構成を実
証する。

臭化タリウムを用いた高指向性検出器の開発：TlBr半導体検出器を製作するため、本研究では市販の高純度TlBr
素材の中で最高純度(99.999%)の素材を用意し純化を行なった。そして、極薄検出器の試作を行い、Tl 電極を形成す
ることにより高エネルギー分解能を有する検出器を試作した。
バーチャルピンホールカメラの開発：既存の集積回路を用いてTlBr検出器用の読み出し回路を作製し、高電圧を印加

した状態で、バックグラウンド信号を模擬した光パルス信号等に対する応答を用いてノイズレベルの測定・評価を行っ
た。また、TlBrを用いた指向性検出器アレイの読み出しに合わせた専用集積回路(ASIC)の基本構成の設計を行った。
3D放射線画像の再構成技術の開発：放射線分布マップを作成するために必要となるTlBr半導体を素子とするセン
サーの応答特性をモンテカルロ計算コードGeant4を用いてシミュレーションを行い求めた。また、測定環境の３次元構

造物モデルをフォトグラメトリー技術によって構築し、これに線源イメージを重ねて表示することが可能な手法を製作し
た。

試作したTlBr検出器

137Csスペクトル例
7



平成28年度補正予算 廃炉・汚染水対策事業費補助金
燃料デブリの性状把握・分析技術の開発（放射性飛散微粒子挙動の解明）

放射性飛散微粒子挙動データの採取・評価
研究目的

研究実施体制

燃料デブリ取り出しについては冠水工法に加え、水による粒子飛散抑制効果が必ずしも期待できない気中工法が検討されるようになった。この工法では冠水工法
と比較して、α核種を含む放射性飛散微粒子(αダスト) が気相、液相に拡散しやすく、その閉じ込め管理が重要となる。確実な閉じ込め管理にはαダストそのものの
挙動が重要となるが、これまでの燃料デブリ性状の特性リストにおいては、その挙動に係る情報は十分ではない。そのため、放射性飛散微粒子の挙動そのものの知見
を採取･整理し、燃料デブリの特性リストに反映し、廃炉作業の燃料デブリ取出し作業の安全な遂行に寄与する。

実施内容（平成30年度4月より着手）

スケジュール

1) 放射性微粒子に係わる環境条件の整理と収集
① 1F炉内環境情報の整理
② 既存ホット施設の廃止措置作業情報の整理とデータ採取

2) 気中・水中・気液界面における放射性微粒子の生成・移行挙動の採取・評価
① 気中における放射性微粒子の生成に関する知見の整理
② 水中・気液界面における放射性微粒子の生成・移行挙動の採取
③ 水中における微粒子の輸送・移行挙動の採取・評価

燃料デブリ取り出し作業において発生する放射性飛散微粒子の閉じ込めを確実にするために、1F炉内環境条件の整理を行い、それを元に燃料デブリの気体中、
水中、気液界面における輸送・移行挙動の特性データを採取する試験・評価を実施する。

図 放射性物質が付着した設備の切断・解体時の放射線情報（イメージ）

（当該契約ではこのうち2018年度分のみ実施）（「燃料デブリの性状把握・分析技術の開発」事業の一部として実施）

実施範囲:1) ①② および 2) ① 実施範囲:2) ②③

「放射性飛散微粒子挙動データの採取・評価」
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平成29年度のFRC開催実績
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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 参加者：約100名、
海外6名、学生約25名

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

富岡
（学びの森）

ACTINIDES 2017に合わせて開催
参加者：約100名、海外21名、学生
8名

H29年 9月 5- 6日

「燃料デブリ」に関する研究カンファレンス」
Research Conference on Fuel Debris Characterization
2017 （ For Research and Human Resource 
Development )

富岡
（学びの森）

企画委員会（主査：宇埜福井大教
授）により福井大と共催、人材育成
をテーマに学生および若手研究者
の討議セッションを実施 参加者：
約50名、海外9名、学生14名

H29年11月27-29日

「福島第一原子力発電所の主要コンポーネントの腐食
予測と緩和に関するカンファレンス」
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
参加者：約100名、海外8名、学生5
名

H29年11月29-30日

「原子力施設における遠隔技術に関するカンファレン
ス」
FRC on Remote Technologies in Nuclear Facilities 
2017

楢葉
（楢葉遠隔技術開

発センター）

IREX2017に併せて開催
東大淺間教授の基調講演のほか、
英米からの招待講演
参加者：約30名、海外5名、学生1名

H30年 3月 4日

「放射性セシウムの陸域環境や生態系における移行
（第3回国際セシウムワークショップ）」
FRC on Environmental dynamics study in Fukushima 
Prefecture 2017

三春
（福島県環境創造

センター）

福島県主催の環境創造シンポジウ
ムと同日に国際Cs Workshopとの位
置づけで開催
参加者：約100名



平成30年度ＦＲＣ開催予定
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開催日 開催テーマ
開催
場所

特記事項

H30年6月19－20日 廃棄物の分析技術開発に関する研究カンファレンス（案）
富岡

（学びの森）
廃棄物Div.主催
廃棄物関係

H30年9月
（予定）

事故進展解析に関する知見のアップデート（案）
富岡

（学びの森）
燃料デ・炉内Div主催

H30年11月
（予定）

燃料デブリ取扱に関するカンファレンス（案）
富岡

（学びの森）
リスクDiv主催

（実施時期調整中） 第2回廃炉のための放射線計測研究カンファレンス
富岡

（学びの森）
遠隔Div主催

（実施時期調整中）
Rad-smart technology for nuclear 
decommissioning.(tentative）

富岡
（学びの森）

調整中


