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午後１時２８分 開会 

○平野安全研究センター長 それでは、定刻より少し早いようですけれども、始めさせていた

だきたいと思います。 

 新田委員は本日ご欠席ということで、草間委員が10分程度遅れるという連絡を受けておりま

す。 

 当審議会の事務局を務めております安全研究センターの平野でございます。本日はよろしく

お願いいたします。 

 これまで本審議会の委員長を４年半にわたって務めていただきました佐藤委員がご退任され

ました。ということで、本審議会の委員長の席が現在あいております。新しい委員長が決まる

までの間、事務局のほうで司会進行を務めさせていただきたいと思います。 

 それでは、改めまして日本原子力研究開発機構安全研究審議会の第８回の会合を開催いたし

ます。 

 早速ですが、資料のクリップをとっていただきまして、資料、安研審８－１の委員名簿をご

らんいただきたいと思います。佐藤委員のご退任に加えまして、班目委員もご承知のとおり原

子力安全委員会の委員長になられたということで退任されました。このため、原子力安全研究

協会の松浦理事長と東京大学の関村教授に新委員をお願いいたしました。新任の先生方に、ご

く簡単にごあいさついただきたいと思います。 

 松浦委員のほうから。 

○松浦委員 このたび安全研究審議会の委員に任命されました松浦でございます。 

 実はこの審議会、以前、私どもの協会の理事長の佐藤氏がやっておりまして、その後を継い

で委員になったわけでございますが、偶然というか、実は審議するべき内容がほとんど、私が

以前勤めておりました原子力安全委員会において、重点安全研究でこういう研究が必要だとい

うことを報告書にまとめたわけでありますが、その進めていただいた内容が研究内容であった

ということで、偶然なことでありますけれども、それを見せていただくというのは非常に幸い

なことだと思います。もちろん、その内容の評価はまた別の委員会でなされるのでありましょ

うけれども、審議会が主としてやるべき内容につきましても、原子力研究所と燃料サイクル機

構が統合したときに、原子力安全委員会から、新しい原子力研究開発機構でやるべき安全研究

はどういう立場でやっていただくかということで、中立性とか独立性ということを要望した。

それも重点的な評価の対象になりますので、幸いにそういうことに携われるというのを喜んで

おります。どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○平野安全研究センター長 それでは、関村委員お願いいたします。 

○関村委員 東大の関村でございます。この名簿のところに「燃材料」と書いてあるので非常

に違和感を感じまして、原子力全部だと自分では思っているんですが、（笑）それはさておき

まして、いつもお世話になっております安全研究センターの方々と議論させていただくことを

楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。 

○平野安全研究センター長 どうもありがとうございました。 

 本安全研究審議会の設置規程の第４条によりますと、委員長は委員の互選により決定すると

いうことでございますので、これから互選のプロセスに入りたいと思います。 

 どなたかご推薦いただける方がございますでしょうか。あるいは自薦でも構いません。 

 三島委員、お願いします。 

○三島委員 私としましては、松浦先生にお願いできればと思うんですけれども、いかがでし

ょうか。 

○平野安全研究センター長 ありがとうございます。ほかにご推薦ございますでしょうか。 

 ないようでしたら、松浦委員に新しい委員長をお願いするということでよろしいでしょうか。 

    （「はい」の声） 

○平野安全研究センター長 ありがとうございます。それでは、松浦委員が委員長に互選され

ました。 

 それでは、委員長席のほうにお移りいただきたいと思います。 

    （松浦委員、委員長席に着く） 

○平野安全研究センター長 議事に移ります前に、当機構で安全研究を担当しております横溝

理事からあいさつがあります。よろしくお願いいたします。 

○横溝理事 原子力機構理事の横溝でございます。本日はお忙しい中、多くの先生にお集まり

いただきまして本当にありがとうございます。 

 原子力機構は、今年で２期目のスタートした年であります。理事長、副理事長もメンバーが

改まりまして、新たな気持ちでやっていこうというＪＡＥＡ内部の状況であります。幸い、

「もんじゅ」が５月から試験を開始して、７月まで第１期の臨界試験を無事終わったところで

すけれども、その後、理事長、副理事長が代わられてすぐに、内部の中継装置のトラブルが発

生しております。そういう意味でトップマネジメントとしては、「もんじゅ」のトラブル対応

が最優先という状況にはなってしまっているんですけれども、特に安全センターとしては、国

の安全規制への支援、軽水炉使用に関する、さらに次世代の軽水炉の開発というのも国では進
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んでいますので、そういうものも含めまして広く安全研究に関するサポートをしていこうとし

て現場は張り切っているところであります。 

 そういうことで、今度委員会の形が多少今期は変わること、きょう提案されることになって

おりますけれども、そういうものも含めまして、さらに安全研究センターに関しましてご支援

いただければと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○平野安全研究センター長 ありがとうございます。 

 それでは松浦委員長、これ以降の進行をよろしくお願いいたします。 

○松浦委員長 かしこまりました。 

 発言するのは、これが音をとってくれますか、それともこれを手で持ったほうがいいですか。 

    （「こちらで」の声） 

○松浦委員長 これを使うほうがいいですか。ああ、そうですか。 

 それでは、これからの議事進行は私がやらせていただきます。 

 本日は、委員の方々には年末お忙しいところお集まりいただきまして、まことにありがとう

ございます。草間委員がまだ到着しておられませんが、間もなくご到着だという連絡が事務局

のほうに入っておりますので、このまま進めさせていただきます。 

 まず最初に、事務局から資料の確認をお願いいたしたいと思います。 

○更田副センター長 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 

 まず最初に、本日の第８回安全研究審議会の議事次第と資料リストがございます。資料番号

をとってございますが、資料ナンバーの８－１が委員名簿。続きまして、安研審８－２が安全

研究審議会第７回、前回会合の議事録（案）でございます。安研審８－３が安全研究審議会の

進め方について、安研審８－４、安全研究の中立性・透明性について、安研審８－５、規制シ

ステム・核燃料サイクル施設・放射性廃棄物・廃止措置・原子力防災分野に関する研究、安研

審８－６、安全評価技術に関する研究、安研審８－７、材料劣化・高経年化対策技術に関する

研究、安研審８－８が地層処分技術に関する研究、安研審８－９が高速増殖炉の安全性評価技

術に関する研究、安研審８－10が放射線リスク・影響評価技術に関する研究、安研審８－11が

重点安全研究についての安全研究委員会等における所見、そして８－12が平成22年度安全研究

審議会評価報告書（案）でございます。これは平成21年度までの成果の評価ということになっ

ております。さらに参考資料としまして、安研審参８－１が第７回安全研究審議会速記録、安

研審参８－２が平成20年度安全研究審議会評価報告書、安研審参８－３が平成21年度安全研究

審議会評価報告書となっております。 
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 最後に、所見を記入していただくシートをお配りする予定だったんですが、委員の先生方の

ところに配付をされておりません、メールではお送りをしているんですけれども。そこで、所

見を後ほどメールでお伝えいただくか、ないしはどこかへ書いていただいてという形になって

しまうので、大変申しわけありません。また、安全研究審議会委員名簿の記載事項は最新のも

のを反映したつもりでございますが、間違いや変更等がございましたら、後ほど事務局のほう

へお伝えいただきたいと思います。また、速記録をとって後ほど公開となりますので、ご発言

が重ならないようにご注意願います。 

 以上ですが、資料の欠落等がございましたら事務局までお申しつけください。 

 以上です。 

○松浦委員長 皆さんのお手元に資料、確認のとおりございますでしょうか。 

 それでは、これから進めさせていただきます。 

 最初に、議事録確認ということになっておりますけれども、これはいかが進めますか。 

○更田副センター長 安研審８－２、資料は前回第７回会合の議事録（案）ですが、読み上げ

はできれば省略をさせていただきたいと思います。コメントがございましたら、会合の後でも

結構ですので、ないしは後日メール等々でも構いませんので、事務局までお知らせいただきた

いというふうに進めさせていただきたいと思っております。よろしいでしょうか。 

○松浦委員長 これは大分以前の会議だったので、委員の方々に一応メールか何かでご確認は

いただいているんでしょうか。 

○更田副センター長 はい。 

○松浦委員長 それでは、そういうことでありますので、もし後ほどお気づきのところありま

したら事務局のほうへご連絡いただきたいと思います。そういうことでよろしゅうございます

でしょうか。 

 それでは、以上で議事録の確認はさせていただいたということにいたします。 

 その次は、いよいよ審議の中身に入るわけでございますが、今後の評価の進め方についてと

いうことで、これは後ほどご説明があると思いますけれども、ＪＡＥＡさんの中の委員会等の

進め方について、少し改められるというようなことがあったようでございますので、今後のこ

の委員会の進め方について、改めてここでご審議をいただくということのようであります。 

 では、本日の最初の議題であります今後の評価の進め方につきまして、研究計画調整室の中

村室長代理からご説明をお願いいたします。 

○中村研究計画調整室長代理 安全研究センターの中村でございます。 
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 本日は、私のほうから、まず目次にございますように、本日の審議の進めをどうするのかと

いう話、それから次回以降になりますけれども、安全研究の評価方法をどういうふうに見直そ

うと考えているのかということについて、それからそれに基づいて今後どんなスケジュールで

審議をいただきたいかということについてご紹介いたします。 

 本日の審議ですけれども、大きく２つの項目がございます。１つはこの資料、及び次に平野

のほうから行います安全研究の中立性・透明性に関する基本的考え方ということで、８－４で

示すものですけれども、安全研究の評価を合理的に実施するために、審議会の役割の見直し案

について、まずこの資料でご報告いたします。平野のほうから行う報告で基本的な考え方につ

いて紹介いただいて審議と。 

 それから、本日の審議の大部分の時間はこちらのほうになりますけれども、重点安全研究計

画の第１期が平成21年度に終わっておりますので、これについて事後評価を行っていただくと

いうことで、各課題のプレゼン資料、本日の資料の８－５から８－10に従って紹介させていた

だきます。この評価につきましては、昨年度21年度の審議会で平成17年度から20年度までの評

価を行っていただいておりますので、これに21年度の成果を加えたものを紹介させていただく

ということになっております。 

 その審議の参考としまして、安全研究委員会、この安全研究センターが行っている研究につ

いて討議いただいている場ですけれども、その委員会及び他部門で行っている委員会での所見、

それから昨年度の報告書などを配付いたしました。 

 安全研究審議会の役割の見直しについてでございますけれども、安全研究審議会は、旧原研

とサイクル機構が統合する際に、安全研究を国の安全規制に使えるものにするための条件とし

て、中立性・透明性を確保するための仕組みが必要ということで設けられたものでございます。

しかし、今までのやり方では、研究評価を併せてやる形になっておりますので、研究評価につ

きましては安全研究・評価委員会というものを別に設けて、安全研究センターが実施する研究

について評価を行い、こちらの安全研究審議会では、中立性・透明性の確保に焦点を絞った審

議を行うという形に改めたいと考えております。こうした変更を行うことによりまして、こう

いった２つの委員会で行います評価を、重点安全研究の評価のみならず、保安院やＪＮＥＳの

安全研究計画の策定とか、そういった幅広い外部を含めた評価に使えるようにしていきたいと

いうのがねらいでございます。 

 これが、今冒頭で申しました現状の安全評価の、機構が行います重点安全研究の形がどうな

っているかというのを示したもので、研究自身に対しましては大綱的指針に基づいて評価が行
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われます。また、重点安全研究に関しましては、それに加えて中立性・透明性の観点から実施

体制やプロセスが適当であるかということを評価する必要がございまして、これをすべて安全

研究審議会が行ってまいりました。この体制の問題点は、他部門が実施している安全研究に対

する評価に関しては重複してしまうということと、安全研究センターが実施しております研究

に対しては個別の評価が、独立した外部評価が得られにくいという問題がございまして、これ

をこちらのように、安全研究審議会は重点安全研究全体について中立性・透明性を確保する観

点から審議をいただき、安全研究センターが実施する安全研究については新たに安全研究・評

価委員会というものを設けまして、大綱的指針に基づく研究評価はこちらで行うという形に改

めたいという考えでございます。 

 こういう変更をした場合には、こちらの安全研究審議会におきましては、今後は第２期重点

安全研究を進めていく上で中間評価、22年度から24年度に対する評価が行われますけれども、

それに先立ち機構として外部評価を受ける場、それから総合評価、事後評価及び次期の事前評

価に対応しまして外部評価を受ける場として審議をいただくと。 

 それから、この次のスライドでご説明しますけれども、安全研究の実施体制やプロセスの透

明性・中立性の確保の観点からご審議いただきたい内容としまして、現在、産業界を含めまし

た産学官の意思疎通の強化、共通認識の醸成の重要性がいろんな場で指摘されておりまして、

安全研究に加えて、推進研究ではあるが安全に寄与するものとして安全基盤研究というような

ものが保安院の中でも議論されておりますし、こういったものに対応して、産学官が連携して

研究を行う必要性がいろいろ議論されております。こういったものに対応して、マッチングフ

ァンドであるとか、いろんな協力による研究の実施体制が新たに見直される可能性があるとい

うふうに考えておりまして、こういった重点…… 

○松浦委員長 ちょっとオーディオの調子悪いようだから、説明をする人、少し大声でやって

いただいて、オーディオがちゃんとなるまでは地声でやっていただけませんか。 

○中村研究計画調整室長代理 すみません、マイクをやめまして話します。 

 これは、今の重点安全研究を実施している体制を大まかに絵にしたものでございますけれど

も、灰色の点線で囲ってございますのが、機構、ＪＡＥＡ全体が行っております重点安全研究

でございます。その中には、我々安全研究センターが交付金によって行っております研究、他

部門が交付金で行っております研究に加えて、安全委員会や保安院からの受託研究がございま

すが、他部門では安全研究に加えて開発研究も行われております。こういった枠組みで行われ

ているもののうち、基礎・基盤などの分野におきましては、規制、推進両者の観点から重要で
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あると認識されていまして、マッチングファンドや共同研究など、こういった領域はいろんな

枠組みの研究の形が今検討されております。こういったものを行う際の中立性・透明性を確保

するという実施体制について、主に審議いただくことになると考えてございます。 

 最後に、スケジュールでございますけれども、今回第８回委員会でこの評価の見直しの検討

についてご紹介しております。それから第１期の成果の審議をいただくと。それで、これまで

安全研究審議会が担ってきた研究評価の部分につきましては、新たな安全研究・評価委員会の

ほうで各年度の末に実施していくと。こちらの審議会のほうでは、第２期の重点安全研究計画

の進捗に合わせまして中間評価、あるいは今説明しました実施体制の見直し等に合わせて審議

をいただきたいというふうに考えてございます。 

 以上で私のほうからは終わります。 

○松浦委員長 ありがとうございました。 

 今ご説明いただきましたように、この安全研究審議会の付託事項といいますかタームズ・オ

ブ・リファレンスとでも言うべきものが、きょうまでとそれから次回からとで少し変わるとい

うこと。その変わるポイントは、この審議会が本来一番重点的にしておられたと思いますけれ

ども、安全研究が中立性を保ち、透明性を持って実施されているかどうか、それから、これか

らしようとする安全研究がそういう視点から見たときに中立性を保ち透明性を保って実施でき

るか、そういう点にこの安全研究審議会の審議の視点が移ると。それぞれの安全研究に関する

評価がどうかということにつきましては、新しくできる安全研究・評価委員会でなさると。当

然、その評価委員会がなさったことは、審議会のほうにもちゃんと知らされるということは了

解すると思うんですけれども、そういうことになるということでありまして、本日の審議の１

つとして、そういうやり方でやっていきたいが、いかがかということであります。 

 ただいまのご説明に関しまして、何かご質問なり、あるいはご意見がありましたら、どうぞ

お述べいただきたいと思います。 

○関村委員 初めてなのでよくわからない点もあるかもしれないので、とんちんかんかもしれ

ませんが、これから変わるということでお伺いしたいこと幾つかあるんですけれども、最初に、

松浦先生からもありました安全委員会が定める重点安全研究計画とそれからＪＡＥＡが行う重

点安全研究、これは同じものであるという認識で今後の審議を進めていくことになるんでしょ

うか。これはぴったり一致しているわけではない部分も含んでやっているという理解をしてい

たんですが、そこの言葉遣いをどういうふうに区別していくのかという点が１点。 

 それから、事後評価という観点があるのかもしれませんけれども、立案コーディネートとい
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う意味で、これからも透明性・中立性というのを確保される必要があると考えてはいるんです

が、そういう意味では、立案段階からの体制も含めた議論というのはこの中に含まれるのかど

うか、この辺も教えていただければと思います。ちょっと２番目は、かみ合わない話かもしれ

ないですが、よろしくお願いします。 

○平野安全研究センター長 まず第１点なんですけれども、当センターが行う安全研究は、基

本的に重点安全研究に従って行っていると、これからも行っていくという立場でございます。

ぴったり一致しているかという点につきましては、多分、基礎的なところとか開発的なものと

か、少しはみ出している部分もあるかもしれません。ただし、安全研究審議会での審議の枠組

みとしては、重点安全研究を基本的に対象とするということで考えております。基本的に、重

点安全研究計画のもとで実施されている研究がこの審議の対象であるというふうに考えており

ます。我々のやっている研究というのは、ほとんどそれであると考えています。はみ出してい

る部分もあるかもしれませんけれども、それらは基本的には対象でないという言い方はおかし

いですけれども、中心部分ではないというふうに認識しております。 

 それから、立案段階のところは、基本的に重点安全研究にかかわるところは立案段階のもの

でもご審議いただければというふうには考えております。 

○松浦委員長 よろしいでしょうか。 

○関村委員 よくわかりませんというのが正直なところです。 

○松浦委員長 私が説明を付加するようなことでやるのは申しわけないかもわかりませんが、

私の理解では、重点安全研究を定めましたときの考え方は、それまでの安全研究の年次計画と

いうのが、どちらかというと圧倒的にボトムアップで研究テーマが上がってきて、それを専門

家で評価してもらって、いわばテーマそのもの自身が決められるくらい、かなり個々のテーマ

が決まっているようなあり方だったと思います。重点安全研究にしてからは、どちらかという

とテーマまで決めるのではなくて、むしろ分野であるとか視点であるとか、それをはっきりさ

せると。重点安全研究ではそこをいっているだけで、それをテーマの形でちゃんと組み立てて

安全研究計画をつくって実施していくのは、それぞれの研究機関の仕事である。そういうふう

に理解しておりまして、今のご説明はそういうことであるというふうに私は受け取ったんです

が、それでいいんですかね。 

○平野安全研究センター長 はい、そのとおりでございます。我々にとって重点安全研究計画

というのは、いわば今おっしゃられた意味でアンブレラ的な非常に大きな枠組みでございます。

我々の行う安全研究というのは、その枠組みの中に入っているものであるというふうに認識し
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ているという意味で、重点安全研究計画に従って我々は研究をやっているという言い方をして

おります。 

 ただし、細かい点で言いますと、そこからはみ出る開発的な部分というようなところも、

我々、例えば若手の育成とかそういうところでやっている部分もございます。そういったとこ

ろは、基本的には対象ということではないというふうに考えています。中心は、重点安全研究

計画にのっとって行うものというふうに理解しております。 

○松浦委員長 よろしいでしょうか。 

○関村委員 わかりました。 

○更田副センター長 過去の話ですので、現在もそれが変わらないかどうかは別としまして、

この安全研究審議会が設置された経緯は、もともとは２法人の統合の際に、原子力安全委員会

に要請をされて設置された経緯がありますので、基本的には安全委員会のほうから見たときに、

原子力機構に期待している重点安全研究計画が、原子力安全委員会の期待に沿ったようにでき

ているか、果たしてそうではないか、そしてそれが実施される上で安全委員会がお求めになっ

た中立性・透明性が確保されているか、それをご確認いただくというのが本来の安全研究審議

会の趣旨ではあります。ただ、そういった部分についてご確認をいただく上では、やはり全体

についてお諮りをして、情報をお示ししてご理解いただいた上で、その部分についてご判断を

いただくという部分は場合によってはあろうかと思います。 

 ですので、評価をしていただく結果、確認をしていただく結果というのは、基本的には安全

委員会において安全研究専門部会等における重点安全研究計画の評価に反映をされるような形

のものになりますが、ただ、ご審議いただく内容を限定するとか縛るといったことを考えてい

るわけではございません。 

○松浦委員長 ほかには。 

 どうぞ。 

○三島委員 私がお聞きしようと思ったことをこちらのほうで今説明をされましたので。 

○松浦委員長 よろしいですか。ほかの委員の方々、何かご質問、またご意見ございませんか。 

 どうぞ。 

○森山委員 評価委員会をつくられますね。審議会と評価委員会の、１枚ここにある「審議会

の設置について」という理事長から出ているものがございますね。これに対して、いわゆる評

価委員会のほうもつくられているんですか。それを見せていただけると、違いがはっきりわか

るかなという気がするんですけれども、これだけ見ていると、評価の部分もまだ残っているよ
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うな、多分これも見直されるんだろうと思うんですけれども。 

○更田副センター長 現状のものをお示ししておりますけれども、理事長の達の改正の、実は

プロセスの途上でございまして、来週月曜日に了解が得られれば、達の改正という形になりま

すが、一方、安全研究・評価委員会の設置のほうは今週の月曜日に了解が得られているので、

もう既に設置の方向で動いております。申しわけありません、今お手元にあるのは、基本的に

きょうまでの趣旨のものです。すみません。 

○森山委員 恐らくそれを見せていただけると、違いというんですか、目的もはっきりするか

なという気がしたものですから。 

○平野安全研究センター長 それを説明したほうがいいかもしれないですね。 

○更田副センター長 今回の見直し、今、中村からご説明差し上げたことと重なるところがあ

りますけれども、まずは国の大綱的指針に基づく評価、これはそれぞれの研究項目の必要性、

効率性、有効性等々に対する評価ですが、これに関しては、ご説明差し上げたように安全研究

センター以外のものに関しては外部評価が重複している状態でした。それぞれの部門はそれぞ

れの部門の研究活動全体に対する評価委員会を持っておりまして、外部の有識者の方々による

外部評価をそこで受ける形になっております。いったん外部の先生方に評価をしていただいた

評価結果に対して、重点安全研究の範囲内については、この安全研究審議会でさらに評価を加

えるという形になっておりました。この部分の重複を除きたいということと、一方で、安全研

究センターは重点安全研究の非常に大きな部分を担っているにもかかわらず、個別の評価委員

会を持っておりませんでしたので、これを新たに設置して、国の大綱的指針に基づく評価につ

いては、それぞれの部門の評価委員会にお願いをしたい。 

 安全研究審議会につきましては、そもそも統合準備会議の席において、原子力安全委員会か

ら要請されたように、重点安全研究計画が機構において中立性・透明性を維持した上で行われ

ているかどうかを確認するための、本来の設置初期のときの目的に立ち返った位置づけにした

いと考えております。それが、ちょっと建前っぽいですけれども、実質的には安全研究審議会

は機構全体の重点安全研究を見ていただきますので、そこでの評価というのは、基本的に原子

力安全委員会が重点安全研究計画全体の評価をされる際に、機構の行っている重点安全研究に

対する評価として参酌される形になります。 

 一方、安全研究・評価委員会、これは評価の視点は違いますけれども、独法評価であるとか、

それから原子力安全・保安院並びに原子力安全基盤機構が策定をする安全研究計画、これは保

安院予算を原資とするすべての安全研究に対する計画を定めるものですけれども、そちらのＪ



 －11－

ＮＥＳが設置をしている委員会のほうに、安全研究・評価委員会の評価の一部というものは参

酌していただくという形をとることになります。どこ向けという言い方をすると、安全研究審

議会が安全委員会向け、安全研究・評価委員会が保安院の独法評価向けと、そういうような感

じになります。 

○松浦委員長 どうぞ。 

○三島委員 今のご説明をお聞きしても、ちょっとまだ心配といいますか、今までの安全研究

審議会でいろいろと個々の研究評価もやられていて、それを見ますと、安全研究委員会とかで

個々の研究を評価された。それと同じことを繰り返しているような感じがして、それを排除し

たいということで、安全研究・評価委員会というのをつくられるというご説明だったと思うん

ですけれども、何かやり方によっては屋上屋を重ねるようなことになって、同じことを何回も

繰り返すようなことになりはしないかなということがありますので、そういうことにならない

ように、それぞれの委員会の役割というのを明確にしてやっていただきたいなと。ただ、ご説

明を聞きますとちょっと複雑で、まだ頭の整理ができていないんですけれども。 

○更田副センター長 そうですね。差しさわりのない説明をしようとするとややこしくなるん

ですけれども、今、縦方向に見た場合に、他部門の場合はちょっと別ですけれども、安全研究

センターの場合で、上から─上からという言い方はふさわしくないかもしれませんが、見直

し後は、安全研究審議会、それから安全研究・評価委員会、そして安全研究委員会。それで、

一番最後に申し上げた安全研究委員会というのは、基本的には評価のために設けられたもので

はなかったんです。ただ、申し上げているように、安全研究センターに対しては評価の委員会

がなかったものですから、安全研究委員会で内部評価を行って、その結果を安全研究審議会に

参酌をしていただいて外部評価とするという形をとっていました。 

 ですから、そういう意味では大綱的指針に基づく評価は二重にやっていたわけですけれども、

それを大綱的指針に基づく評価は安全研究・評価委員会、この真ん中のものに集中をさせたい。

そして、安全研究委員会というのは内部評価であって、さらにこれは理事長の諮問機関ではな

くセンター長の諮問機関ですので、センター長が必要に応じて、非常に具体的な個別の課題

等々についてご意見を伺うという機会にしようと考えております。 

 そして安全研究審議会、これは基本的に中立性・透明性の視点からと言いますけれども、で

は具体的にこれが次回以降どういうことをお諮りしたいかといいますと、例えば実験の実施

等々につきましては、現在では規制側と推進側が協力をして実験なり研究を行うという例がだ

んだんふえつつあります。一つの例では、日本原燃とＪＮＥＳと私どもＪＡＥＡが協力して進
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めておる研究ですとか、それから民間の燃料加工メーカーと私どもとの間の共同研究ですとか、

そういったものも安全研究の位置づけの中で実施をしております。それらについては、具体的

に進め方等々をお示しして、その中での中立性・透明性確保の考え方であるとか、確保ができ

ているかどうかといったようなことを次回以降ご確認いただくことになろうと思います。 

 さらには、この安全研究審議会、次にセンター長の平野のほうからお話をさせていただきま

すが、私たちが持っている中立性・透明性に対する考え方ですとか、それから今後規制一元化

の議論等々がありますけれども、ＪＮＥＳとの間の役割分担であるとか、そういったものにつ

いて、私どもの考えをお諮りしてご意見をいただくといったことが中心的な役割になると考え

ております。 

○松浦委員長 どうぞ。 

○小林委員 多分５ページの図が見直しの方向の…… 

○松浦委員長 ちょっとお待ちください。 

○小林委員 ５ページですね、これが新しい体制だということをご説明いただいているんだと

思いますが、今のご説明を伺っていると、今までのように各部門の研究成果を個別にプレゼン

をしていただいて、それについての議論ということで、確かに視点がかなりいろんなものが含

まれていて、本来の趣旨と違うということで分離しようというお考えだというのはわかりまし

た。 

 そうすると、新しいタイプの安全研究審議会というのは、マネジメント評価をしてくれとい

うことだという意味ですよね。そして、それが理事長あてに返されていくという構造になって

いますが、私ちょっと気になるのは、安全研究・評価委員会も外部評価で理事長に返しておら

れるんですが、そこで出てきた結果というものが、安全研究審議会こちらにはどういう形でフ

ィードバックされるのかということでして、つまり非常に単純化すると、安全研究・評価委員

会のところで個別の研究プロジェクトを評価して、そしてこれは効率が悪いとか必要性ないん

じゃないかというような議論が出てきたと、そういう報告が理事長に返されていると。さて、

そのときに安全研究審議会は、そういうふうな研究体制を組んでいるのはけしからぬというふ

うなことを言えばいいのか。つまり安全研究・評価委員会の評価を見て、こういう評価をされ

るような研究体制を組んでいるのは非常にまずいのではないかということを我々が言うと、そ

ういう構造でやりましょうというふうな理解でよろしいのかと。つまり、その２つの委員会の

関係、役割。あるいは、それは理事長のところで両方から流れてきたものをまとめてちゃんと

判断して対処されるんだという形で分離して、それぞれの報告が上がるという形なのか。つま
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り、この安全研究審議会のマネジメント評価のための素材というのは、何が素材になるんでし

ょうかということです。 

○更田副センター長 今、私どもが考えていますのは、どちらかというと先生がおっしゃった

前者のほうで、タイミング的にうまく合わせまして、必ずしも同時期にこの２つの委員会をや

るわけではありませんので、安全研究・評価委員会のほうで個別のテーマについて、あるいは

個別の分野について評価をしていただいて、それを安全研究審議会のほうにもお示しする形に

なると思いますし、原子力安全委員会自身がなさっている重点安全研究計画に対する評価のほ

うも、だんだん個別の分野ではなくてマネジメントを見るように方向が進んでおりますので、

先生おっしゃるように、安全研究審議会は、ここに「実施体制」という言葉を書きましたけれ

ども、進め方、マネジメントを主に見ていただくというふうにご理解いただいてよろしいかと

思います。 

○松浦委員長 よろしゅうございますか。ほかに何かご意見ありますか。 

 こういう議論は、実はぐるぐるやればやるほど、だんだんみんな頭の整理が悪くなってくる

というか混乱するものですけれども、一番基本的なところとして、いろいろあるでしょうけれ

ども、この審議会の重点的に行うことは、とにかく重点安全研究としてやっている安全研究が

十分に透明性を持ってやられていて、かつ、いわば不適切な外部圧力によって研究が左右され

る、そういう独自性のないような、それこそ中立性を保てないような、そういうことはないと

いうことを確認するというのがこの審議会の任務であると、こういうふうに単純に理解してお

くのが、まずスタートとしてはいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅ

うございますか。 

○平野安全研究センター長 基本的には松浦委員長のおっしゃられたことかと思います。 

 小林委員がおっしゃられたように、基本的にはマネジメントの評価をお願いしたいというこ

となんですが、大綱的指針での評価の視点と、それからここでの評価の視点というのはちょっ

と違っていて、大綱的指針の評価というのは、研究開発の成果をよりよいものにして、研究者

の自発的な能力を引き出して国民に還元するという視点が中心なんだろうというふうに考えて

います。それに対してここでの評価というのは、やはり委員長がおっしゃられましたように、

安全研究の独立性・中立性というのを担保して国民からの信頼を得ていくと、そこが視点であ

るということで、関連が出てくる場合が非常に難しいかと思うんですけれども、基本的に視点

が違うということで整理をしていただければと思っています。 

○松浦委員長 特にほかにご意見ございませんでしたら、第１回の安全研究・評価委員会が開
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催されるのが３月の予定ですかね。したがってそのための、多分理事長の達ができるんでしょ

うけれども、もうできているのかどうか知りませんが、そのあたりのところでは、きょういろ

いろあったご意見というか、どちらかというとよくわかりにくいから、もう少しはっきりわか

るようにしろと、そういうご意見が強かったように思いますので、わかりやすい表現で理事長

達をつくっていただくということでまとめさせていただきたいと思いますけれども、よろしゅ

うございますか。 

 それでは、そういうことで進めて、基本的には今お考えのやり方で安全研究・評価委員会、

審議会のあり方というのをつくり上げていただくということで進めていただきたいと思います。 

 今、議論にいろいろありました中立性とか透明性というのをどう考えたらいいかということ

についての考え方を少しご説明いただいて、またご意見をいただきたいと思いますが、これは

平野センター長からお願いしたいと思います。資料は８－４ですね。 

○平野安全研究センター長 それでは、安全研究の中立性・透明性につきまして、我々の基本

的な考え方をご説明させていただきます。 

 今年の８月30日に原子力安全委員会で、安全研究と人材育成についてお話しさせていただく

機会を得ました。本日お示しします基本的な考え方は、そのときの内容を中心として、これま

で我々が議論してきたことを取りまとめたものでございます。本日ご審議いただいて、よりよ

いものにしていきたいと考えております。 

 目次でございます。 

 初めに、これまでの経緯と機構の中期目標・中期計画について、概略ご説明いたします。そ

の後、安全研究の中立性・透明性、施設基盤の維持、人材の育成について議論いたします。こ

れらの項目は相互に密接に関係していて、安全研究の中立性・透明性だけを抜き出して議論す

るというのはなかなか難しいという趣旨でございます。最後に、基本的な考え方ということで

全体をまとめたいと思います。 

 次をお願いします。 

 これは経緯でございます。ご承知のとおり、我々旧原研時代の安全性試験研究センターを母

体としたグループでございますけれども、２法人の統合に関する報告書では、安全規制の技術

支援については、「原子力推進部門とは別の組織形態とし、業務の『透明性』『中立性』の確

保に特段の配慮が必要」と記載され、安全研究センターが設置されたわけでございます。その

後の議論で、中立性・透明性の確保のため、安全研究審議会が設置されたということでござい

ます。それに先立ちまして、平成13年に中央省庁の再編があったわけでございますけれども、
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それ以後、安全研究センターの予算構造が大きく変化し、現在では、研究予算の90％以上、

93％ぐらいが保安院、ＪＮＥＳ等からの受託事業となっております。 

 ということで、研究基盤（施設・人材）の維持が困難な状況になりつつあるという課題を抱

えているということでございます。 

 次をお願いします。 

 今述べました２法人統合の議論を受けまして、機構の中期目標では、原子力安全規制に対す

る技術支援というのが明確に記載されることとなりました。ここにありますように、重点安全

研究計画に従って安全研究を行い、これら規制行政庁の指針類や安全基準の整備に貢献すると

いうことが明記されたわけでございます。 

 次をお願いします。 

 これを受けまして我々の中期計画では、同じように安全規制行政に対する技術支援というの

が記載され、中立的な立場から指針類や安全基準の整備等に貢献する、中立性・透明性の確保

に努めるとされています。それで、ここに示しましたような各分野での安全研究を現在進めて

いるということでございます。 

 次をお願いします。ここから中立性に関する議論でございます。 

 まず、安全研究の目的及び必要性について整理を試みております。ご承知のとおり、安全規

制の目的は、国民の健康、安全を守るとともに環境を守ることにあり、安全確保の第一義的な

責任は設置者にあり、規制はこれを監視（Oversight）するという枠組みでございます。こう

した枠組み全体が国民からの信頼を得るためには、規制判断の独立性が尊重されなければなら

ないわけでございます。これにつきましては、最近では、制度的あるいは政治的独立性と技術

的独立性、この２つに分けて議論されております。もちろん、安全研究が関連するのは技術的

独立性のほうでございます。ここでは、これを３つの層に分けて議論しております。第１がＴ

ＳＯ、いわゆる技術支援機関の必要性。第２が規制支援研究、すなわち安全研究でございます

けれども、その必要性。３番が、より広範な知見へのアクセスの必要性ということでございま

す。１番は規制活動に近い部分、２番がより研究に近い部分ということで分けて考えておりま

す。もちろん、この３つを明確に分けるというようなことはできないわけでございますが。 

 次をお願いします。ここで、ＩＡＥＡのＩＮＳＡＧ－17、規制判断の独立性の一部を紹介さ

せていただきます。 

 ここでは、まず規制判断の独立性を達成するためには、規制機関が事業者等から独立した技

術的な能力及び専門性にアクセスできることが必要と記載されております。これが技術的独立
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性の中身であろうと考えています。これを達成するためには、規制機関自身だけではなくて、

以下、すなわちいわゆるＴＳＯと安全研究の実施組織、これらをカバーする長期的能力管理プ

ログラムによってのみ確保できるとしています。規制機関は、予算を確保する適切な仕組み等

により、これらすべての組織の能力の維持・開発を進める責任と権限を有する必要があるとい

うふうに記載されています。この辺が我々の考え方のベースになっているところでございます。 

 それから、この下の部分ですけれども、これは2007年にフランスのエクサンプロバンスで開

かれました第１回のＩＡＥＡ主催ＴＳＯ国際会議の結論からとってきたものでございます。Ｔ

ＳＯは、もちろん安全研究の実施機関も含めてでございますけれども、ここでは規制機関から

も独立に科学技術的な助言を提供できなければならないというふうに記載されております。こ

のあたりの考え方が、「中立性」という言葉の背後にある考え方であろうというふうに考えて

います。 

 次をお願いします。ここで、少し制度的な側面も議論したいと思います。 

 これは、安全研究の実施体制につきまして、日米仏で比較したものでございます。グリーン

のところがいわゆるＴＳＯの機能、ブルーのところが安全研究の実施機能でございます。我が

国の場合、ＪＮＥＳが保安院のＴＳＯであるわけですけれども、ＪＮＥＳは施設を持っておら

ず、例えば試験データが必要な場合等は、我々安全研究センターあるいは大学その他の機関に

委託して、安全研究を実施するという枠組みでございます。 

 これは米国の場合ですけれども、いわゆるＴＳＯの機能を持っているのは、ＮＲＣの一部で

あります規制研究局、通称ＲＥＳでございます。このＲＥＳは、当然試験施設は持っておりま

せん。ＤＯＥ傘下のいわゆる国研、アルゴンあるいはロスアルモス、アイダホといったところ

にございます研究所や大学その他の組織に委託をして、安全研究を行うという枠組みになって

おります。我が国と近い部分もございます。 

 それからフランスの場合でございますけれども、規制当局はＡＳＮで、ＴＳＯはＩＲＳＮで

ございます。このＩＲＳＮは、規制当局ＡＳＮとの協定に基づいて規制支援を行うという枠組

みでございます。ただし、予算はここにありますような５つの省から出ているということでご

ざいます。このＩＲＳＮも、やはり施設を持っておりませんで、フランスの原子力庁（ＣＥ

Ａ）が保有する施設を使って、みずから安全研究を行うという構造になっております。 

 ここで、規制当局とＴＳＯの関係に着目した比較を試みております。日本ではこのように縦

の関係で、米国では、ＮＲＣ内の並列の局ですのでこのように横の関係ということです。フラ

ンスでは、独立性を重視した斜めの関係になっているということかと理解しています。 
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 それから、施設基盤に着目した比較では、いずれの国でもＴＳＯ、グリーンの部分は施設を

有しておらず、施設を有する組織は規制当局とは別の政府機関により管轄されているというこ

とで、施設基盤を維持するためには、何らかの仕組みが必要なのではないかと考えているとこ

ろでございます。ただし、フランスの場合、研究を実施するＩＲＳＮと施設を保有しています

ＣＥＡでは組織が異なるわけですけれども、両組織とも同じ５つの省から予算が出ているとい

うことで施設基盤を維持する仕組みになっている、これがその仕組みになっている可能性があ

るのではないかと考えているところでございます。 

 次をお願いします。 

 技術基盤が縮小しつつあるというのが国際的な共通課題であると考えています。ということ

は、国際的な共通要因があるのではないかということで考察してみたものが、この図でござい

ます。今述べましたように、ＴＳＯは施設を有しておらず、試験データが必要な場合は、研究

組織に委託をして試験を実施するということでございます。ただし、委託は技術基盤の存在を

前提としたものでございます。基盤の維持には直接的に貢献できない、ここのところが一つの

共通的な要因になっているのではないかと。例えば米国の例でいきますと、米国ＮＲＣはＤＯ

Ｅ傘下の国立研究所に委託を出すわけでございますけれども、ＤＯＥはＤＯＥとしての優先度

がございます。ということで、規制ニーズに応える技術基盤の維持の優先度が総体的に低下す

るということがございます。一方で、ここに書いてありますように、原子力産業が成熟し、重

要な安全問題が次々に解決されて、規制研究ニーズそのものも減少していると。この２つの相

乗効果で、各国でも技術基盤が弱くなってきているということかと考えています。事実、米国

では大型施設は既にほとんど閉鎖され、米国ＮＲＣ／ＲＥＳは、国際共同研究プロジェクトあ

るいは二国間協力等を通じて試験データ等を積極的に収集している。あるいは、ＥＰＲＩ等の

産業界との協力を強化しているというのが全体の流れでございます。 

 次をお願いします。 

 ということで、規制側と産業界の協力について議論しているのがこのページでございます。

1990年代の後半から、各国とも規制側と産業界の協力が進められてきました。あるいは、そう

いったものが議論されてきております。これは米国の例でございますけれども、1997年、ＮＲ

ＣとＥＰＲＩは安全共同研究に関する覚書を締結しております。これは不必要な重複を避ける

ため、両者に利益があるときには特定の分野で共同研究を行い、成果の共有でありますとかコ

ストの分担を図ることに両者が同意するという内容でございます。 

 その進め方でございますけれども、データの取得を目的とする。規制の独立性を確保し、い
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わゆる利益相反を回避するため、取得したデータでありますとかデータそのもの、あるいはデ

ータの規則や規制ガイドへの適用について共同で結論を出してはいけない、そういう縛りを設

けてこれを進めているということであると理解しております。我々も昨年度より、ＪＮＥＳ、

それからＪＮＦＬ（日本原燃）、この３者でリスク情報の活用に向けたこうした共同研究を開

始しているところでございます。 

 次をお願いします。今度は人材育成でございます。 

 安全研究には、個別分野での技術力に加えて、安全の論理の深い理解とその適応能力を備え

た人材が不可欠であると考えております。そうした人材は、ここに示しましたように、安全に

関するさまざまな研究活動、安全研究を通して育成されると考えております。将来の安全上の

課題に先行的にプロアクティブに対応するため、国際協力活動への参加というのは極めて重要

だと考えています。これはまた、人材育成でありますとか施設の維持にも有効でございます。

安全研究は、喫緊の規制研究ニーズに応え、将来の安全上の課題に対応しつつ、安全に関する

人材を育成するという責務を持っているというふうに考えております。したがって、ある一定

の規模の安全研究活動を維持していく必要があるということかと思います。 

 次をお願いします。次は透明性の議論でございます。 

 冒頭申し上げましたとおり、現在、当センターの研究予算の大部分は受託研究でございます。

しかし、ほとんどの受託研究の成果報告書は、受託終了後、委託元より速やかに公開されてお

ります。また、当センターは、受託研究を含め成果のジャーナル論文等への投稿を強く奨励し

ているところでございます。それから安全委員会、保安院等の委員会等に多くの研究者が専門

家として参加しておりますし、また学協会規格の策定にも積極的に参加してきているところで

ございます。こうした活動は、ほとんどすべてが公開のもとで進められております。というこ

とで、我々の研究活動全体で高い透明性が確保されているというふうに考えているところでご

ざいます。 

 一方、我々の研究活動を一般の方々によりわかりやすく説明していくと、いわゆるアウトリ

ーチの方向の活動につきましては、昭和40年代より安全研究成果報告会というのを開催してき

たんですけれども、統合前に中断してしまっております。これを再開すべく、若手が中心とな

って議論して、来年の１月14日に東京で再開後第１回の成果報告会を開催する予定としており

ます。 

 次をお願いします。 

 以上まとめますと、一部重複になりますけれども、安全規制の目的は、国民の健康、安全を
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守るとともに環境を守ることにあり、安全研究は、規制判断の独立性、いわゆる技術的独立性

の確保に貢献するということかと理解しております。安全研究は、科学的・合理的な規制を目

指し、規制機関からも独立に技術的な知見を提供するということで、これが中立性の中心的な

意味であろうというふうに考えております。もちろんその中立性というのは、孤立化というこ

とを意味するものでは全くございません。 

 技術基盤の縮小は、国際的な共通現象であります。規制側、産業界側ともＲ＆Ｄ予算が減少

する環境で、技術的独立性に留意しつつ、産官協力を含めた産学官の協力を進めていきたいと

考えております。 

 安全研究を通して、安全の論理の深い理解とその適応能力を備えた人材の育成に努めたいと

考えております。それから、将来の安全上の課題に先行的に対応するため、国際協力活動にも

積極的に参加・貢献いたします。 

 最後、透明性でございますけれども、その本質は、中立性の検証を可能として国民からの信

頼を得ることであるというふうに理解しております。研究成果の積極的な公開に努め、広範な

専門家からのレビューを受けたいと考えております。 

 以上です。 

○松浦委員長 ありがとうございました。 

 今、センター長から、安全研究の中立性あるいは透明性に関しまして、現在、安全研究セン

ターでやっている安全研究は、その点どういうふうに考えながらやっているかということを、

ＩＡＥＡのＩＮＳＡＧの文書の考え方とか、あるいは他の、原子力をかなり有力に進めている

フランスとかアメリカの規制機関と研究機関との間の関係とかを引きながら、現在のあり方、

考え方を示されたわけであります。これからも、大体こういう考え方で進めていくというふう

に理解していいわけですね。 

○平野安全研究センター長 はい、そうしたいというふうに考えているということで今ご説明

いたしましたけれども、いろいろ先生方からのご意見であるとかサジェスチョンをいただいて、

よりよいものにしたいと考えております。 

○松浦委員長 ということでありまして、それでは今のご説明に関しまして、あるいは考え方、

見方等に関しまして、先生方からご意見、ご質問ありましたらどうぞ。 

 さっき小林先生、手を挙げられましたね。どうぞ。 

○小林委員 ここ数年、ここでずっと議論してきたテーマがここに含まれていますね。特に人

材の育成とかそういうところの議論が含まれていて、非常に大事な問題だと、この委員会でも
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ずっと言ってきたことなんですが、中立性というのを、こういう独立という形できちっと説明

していただいたこと、非常にありがたいと思います。今、安全規制機関からも独立というふう

におっしゃっていましたが、当然の前提だと思いますが推進部門からの独立というのは、もう

一つ前の前提ということだと思います。 

 それで、ＴＳＯという言い方で、しかもそのＴＳＯが研究施設を持っていないというのが諸

外国なんかのパターンで起こっているというお話で、そうすると日本の場合は、ＪＡＥＡの中

に安全研究センターがあるということで、若干、研究施設をまだ持っているというのが日本の

特色というふうに考えてよろしいんでしょうか。日本も、やっぱりほとんどアメリカと同じで、

ないという言い方にしたほうがいいのか。微妙なんですが、その図ですね。 

○平野安全研究センター長 はい。ここにお示ししましたように、構造的には、やはり似てい

ると思っています。つまりアメリカでいいますと、アルゴンとかアイダホ、こういった国研の

中で安全に関する研究をやっておられる方々がいて、こういうところに施設があると。ただし、

もうこういった施設も大分なくなっているというのが米国の状況でございます。その状況は、

ＪＡＥＡの中で考えても似た感じはあるんですけれども、まだ我々、施設を有して安全研究を

進めているという意味では、おっしゃるとおりというふうに認識しております。 

○小林委員 はい。その上でなんですが、原子力の世界では、これをＴＳＯというふうに呼ん

でおられるわけですね。技術支援組織機関みたいな言い方をされているんですが、このパワー

ポイントの中でも、研究機関が独自にミッションとか目的を持っているために、安全研究の場

合と必ずしも一致していかない場面が起こり得るということをおっしゃったと思うんですが、

こういう安全研究というのは、現在ほかの分野でもいっぱいあるわけです。例えば食品安全、

それから薬品、こういうところでも安全研究というのがありまして、こういうものを一括して

レギュラトリーサイエンスというふうに呼んでおりますね。原子力安全研究というのも、やは

りその意味ではレギュラトリーサイエンスの典型例のはずなんです。 

 そうすると、レギュラトリーサイエンスというのは、いわゆるＲ＆Ｄとかピュア研究的な研

究とは大分方向が違うんですね。つまり、サムシングニューみたいなものを見つけて、それに

よってレフェリーペーパーで評価されるという仕組みで回ってはいけない分野なんですよね。

レギュラトリーサイエンスというのは、目的がもう少し安全とかそういう形のところに行きま

すから、サムシングニューかどうかは別にしても、安全という価値観から見て必要な研究とい

うふうに再定義されなくてはいけない。そういう研究をする人間をきちっと社会の中で確保し

続けるということが今大事だと。 
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 文部科学省のほうで少し議論していたときに、来年度から始まります第４期科学技術基本計

画で、やはり日本の場合に、ありとあらゆるところでレギュラトリーサイエンス的な問題がふ

えているにもかかわらず、そういった人材を継続的に育成する仕組みを十分つくってこなかっ

たんじゃないかという議論があって、次期の第４期のところでは、そういう人材をきちっとつ

くっていきましょう、そしてその人たちがキャリアパスとして回るような仕組みを考えるよう

にしてくださいというような議論をしてきたんですね。 

 ですから、そういう議論とも明らかにつながっているわけですので、やはりレギュラトリー

サイエンスとしての独自性みたいなものをもう少しはっきりとお書きになって、いわゆる学協

会での業績評価で公開していますというだけではなく、レギュラトリーサイエンスの固有のミ

ッションがあって、その固有のミッションのための人材育成というのは、やはり一般の研究者

の育成とはちょっと違うんだということは、もう少しはっきりとおっしゃるべき時代ではない

かという感想を持ちました。 

○平野安全研究センター長 ありがとうございます。全くおっしゃるとおりでありまして、

100％我々の考え方に一致しているという感じがいたしております。我々も、レギュラトリー

サイエンスという考え方を中心に据えて議論しています。 

 ですが１点、レギュラトリーサイエンスといってもサイエンスであって、やはりそこから出

てくるプロダクツというのは、ジャーナル論文であったりそういったものにしていくというも

のもあるところで、そのバランスが非常に重要であろうというふうに考えています。 

○松浦委員長 非常に的確なご指摘をいただきまして、ありがとうございました。 

 関村先生、さっき手を挙げられたようですが。 

○関村委員 ありがとうございます。よくわかったんですが、現状で、この図でもいいんです

が、ＪＡＥＡさんが受けているさまざまな資金というんでしょうか、委託というのがほとんど

経産省、ＪＮＥＳから来ているということになるわけですので、きょうここで議論する透明

性・中立性という議論は、一義的には保安院とかＪＮＥＳが示していくべき内容だということ

なんでしょうか。ここでの議論が中立性・透明性だというふうに言っているところと、ほとん

どの資金が保安院、ＪＮＥＳの受託の研究契約によって進められているところだと。その辺が

まだぴんとこないという点が１点。これは非常にプラクティカルなお話ですので、明らかにし

ていただければと思うんです。 

 もう１点ご質問させていただきたいのが、今お話があったＴＳＯというものと研究機関との

関係なんですが、これはある意味ではハードウエアのことを随分強調されて議論をしたんです
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が、ハードウエアがあるかないかがＴＳＯの性質というのはちょっと違った議論ですので、私

はぴんとこなかったんですが、結局これは逆に言うと、ＪＡＥＡというのはＴＳＯにはなりま

せんよというふうにおっしゃっているようにも聞こえてしまったんですが、その辺の違いを考

えていただきたい。ＪＮＥＳができちゃったからそうなっているという相対的な関係はよくわ

かります。しかし、本来あるべき姿、重点安全研究計画は本当にそういうことを安全委員会が

意図しているんだったら、私がＴＳＯですと、日本的なハードウエアもちゃんと持ちながら、

ソフトウエアの研究もうまく絡めながらやっていく本来の研究機関であり、政策のための科学

というようなこともきちんと入れ込みながら、安全研究センターはＴＳＯになっていくんです

よと、こういう宣言はあってもいいような気がしていたんですが、そういう観点から、どうい

う意図を持ってこれを出されているかというのがわからないので、教えていただければと思い

ます。 

○平野安全研究センター長 わかりました。ありがとうございます。大変本質的なご質問を２

点いただきました。 

 １点は、ここに書かせていただいたんですけれども、受託の成果報告書は、受託終了後、ほ

とんど直ちに公開されます。という意味で、受託をやっている期間は非常に厳しい守秘義務を

負って、我々、受託の事業を行います。それは基本的には１年間。ただ、終わるとそれがすべ

て公開されますので、その成果を使って我々はさまざまな研究活動を行います。ジャーナルに

論文を投稿したり、その他いろいろな応用を行っていきます。ですから、そういう意味では、

１年間の議論をされると、そこのところは我々は守秘義務を負って行うものであり、そこの部

分については、多分委託元の行政庁が透明性のほうの責任を果たされるということかと思いま

す。 

 ただ、いったん公開されたものについて、我々がそれを実際に規制活動の技術的な支援に使

っていくというところは、我々自身が説明責任を果たすべきであろうというふうに仕分けをし

ているところでございます。 

 それから第２点は、先生おっしゃるとおりでございます。その意図という意味からしますと、

この議論そのものが、ある種、規制の一元化という非常に大きな、我が国全体での議論を背景

にした部分があると考えております。そういうご指摘だというふうに理解しております。基本

的には、ＴＳＯというのは一体何なんだという言葉の定義をここで議論しても仕方がない感じ

がするんですけれども、やはり中身的に、規制に非常に近いところで規制を技術的に支援して

いくという部分と、データをとるということに限定するわけではないんですけれども、例えば
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リスクであればリスクの考え方について、あるいは不確実さや重要度、そういったものについ

て研究的な活動を行うというものも含めて、研究に近い部分というのがあるんだと。そういう

ところで、その２つをある種、考え方として切り分けて見るというのが、この分類でございま

す。これを併せてＴＳＯだというふうに考えれば、おっしゃるとおり我々もＴＳＯの一部であ

るし、規制のポリシーも含めて規制に貢献するという部分があってもいいのかなというふうに

は思いますが、この辺ちょっと、今のところはこういうふうに整理をして、我々は研究に近い

ところ。データをとるということではございません。データをとるというのは、そこはわかり

やすいので、そういう説明をさせていただきましたということです。もちろん我々も、この後

で議論が出てきますけれども、リスクに関する研究などもやっております。この辺はなかなか

難しいので、このぐらいにして…… 

○関村委員 別にＪＮＥＳの山下さんがいらっしゃるからと遠慮しないで、ＪＮＥＳは本来か

くあるべきだからという議論を、評価条件をもっときちんと言わないと、やっぱりＪＡＥＡと

しての安全研究をやっていく位置づけというのが明確にならないと思うんですね。 

○松浦委員長 三島先生、何かご意見ありますか。 

○三島委員 私も今のところがちょっと気になったんですけれども、１つは、もしＴＳＯを目

指されるんだったら、ＪＮＥＳとＪＡＥＡとの関係ですね、それがどう違うのかということが

ありますし、それから言い方としてちょっと気になったのは、ＴＳＯは施設基盤を切り離して

いるというようなこと、そういうことを目指しているわけではないんですか。 

○平野安全研究センター長 世界的にＴＳＯは施設を持っていないと。ＪＮＥＳさんにしろ、

ＲＥＳにしろ、そういう…… 

○三島委員 いや、先ほどのご説明でちょっと心配になったのは、世界的に今そういう傾向な

ので、施設基盤を持つのはもうあきらめて、将来的には持たないようになっても仕方がないん

だというふうに聞こえたんですが、そうではないんですか。 

○平野安全研究センター長 そういうことではございません。我々は、どちらかというとこの

ブルーに分類しております安全研究組織であって…… 

○三島委員 将来的に安全研究をきちっと進めていこうとすると、やっぱり施設基盤をきっち

り持つべきではないかと。 

○平野安全研究センター長 そのとおりでございます。 

○三島委員 それについては、将来的にもこういう施設基盤を持つ意思があると、努力を続け

るということは、はっきりと言っていただきたいなと思います。 
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○平野安全研究センター長 そういうふうに言っているつもりでございます。 

○三島委員 それともう１つ、資金の面で、90％以上が保安院とかＪＮＥＳからの委託という

ことなんですけれども、それで本当の意味の独立性というのが維持できるのかどうか。例えば

委託研究ということだと、課題というのがそちらのほうで決まっているわけですね。そういう

ところで独自に考えて、ＪＡＥＡのほうで将来的にこういう研究テーマが安全というか規制の

ために必要になるんじゃないかということで研究開発をやろうとした場合に、そういうお金が

ほとんどないわけですね。後の運営費交付金のところでやられるのかどうか知らないですけれ

ども、そういった研究ができなくなるんじゃないかなというふうにちょっと心配しているんで

すけれども。 

○平野安全研究センター長 はい、そういった懸念を表現させていただいたというふうに考え

ております。おっしゃるとおりでございます。我々も大変心配していることでございます。 

○三島委員 言い方が、現状を淡々と分析されているならいいんですけれども、（笑）もうそ

うなっても仕方がないというふうに聞こえたので、ちょっと心配だったんです。 

○松浦委員長 山下委員、何かご意見ありますか。 

○山下委員 ちょっと釈明に近いようなことになるかもしれませんが、関村先生のほうからご

指摘があったので、この図を拝見していて、私もぱっと見たとき若干、正直申し上げて違和感

があって、例えばＴＳＯという言葉をどう使うかは、平野さんがおっしゃっているとおりのと

ころはあって、これは例えば班目安全委員長と話をしていますと、確かにＴＳＯとしてＪＮＥ

Ｓはあるけれども、安全委員会の立場から見ると、ＪＡＥＡの安全研究センターもあるし、放

医研もあるし、その後は大学があるんだよとはっきりおっしゃっていて、それぞれの役割が確

かに違うという側面はありますけれども、私ども議論していても、やはりそこは全体としてＴ

ＳＯだと。もっと言うと、うちの理事長なんかに言わせますと、組織とか施設ではなくて、い

わゆる人・物、お金も含めるのかな、安全研究を支える基盤みたいなもの全体がＴＳＯなんじ

ゃないかと。それはファンクションでとらえたほうがわかりやすいんじゃないかというふうな

議論があります。 

 私どもは、よく、おたくの性格は何なんですかと聞かれるものですから、何か間に挟まって

いるみたいなところがあって、ただ、我々が安全研究計画を委員会をつくってやっていただい

ている上で、ＪＮＥＳとしてのメインの定義は、あくまで安全規制に役立つ研究というとらえ

方をしております。それを主眼に、根っこなのか、葉っぱなのかわかりませんけど、先行的な

将来の規制の合理化につながるような研究だとか、あるいはそのベースになるようなデータと
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りみたいなことも含めてはいますけれども、やはりアウトプットが、極端に言いますと技術基

準だとかガイドラインだとか、あるいは検査のマニュアルみたいな形にまとまっていくものが、

我々のアクティビティーとしての安全研究というところが主なフィールドになります。 

 実施形態としては、これは一つの決めの問題というか判断の問題なんですが、ご指摘あった

ように、我々としては直接的には設備は持たないで、それは大学だとかＪＡＥＡだとか、場合

によってはＮＳＳなんかにもお願いをしているようなものを持ち寄って、さっき申し上げたよ

うな、これは関村さんにご指摘をいただいたように、例えば高経年化ですと、技術データベー

スみたいのをちゃんと整備するとか、ガイドラインみたいなものをまとめるというのが我々の

ファンクションなので、その前段にある、よくない言葉ですけれども、データのいわゆる試験

研究の実施ですね、加速試験を実施するとか照射試験を実施する。そこは我々の立場から非常

にクールに言うと、それは別にＪＡＥＡでなくても構わないんですが、実施可能な能力のある

機関にお願いをすると。そのとき国内を見れば、やっぱりほとんどの施設をＪＡＥＡがお持ち

なので、研究実施機関としてのＪＡＥＡに期待をその部分はするというある整理で、我々の役

割を今のところ提起しているということでございます。 

○平野安全研究センター長 ちょっとよろしいでしょうか。そういう意味では、この分類の議

論をしているということでございますね。 

○山下委員 ええ、そうですね。 

○平野安全研究センター長 この分類というのは、ＩＡＥＡのＩＮＳＡＧ－17からとってきて

いますというのがベースで、この３番目が実は議論されていないんですけれども、例えば耐震

安全みたいなものを考えると、自然科学とか人文科学だとかそういったものも必要で、規制に

も必要で、ですから一般的には、こういう３つの分類の仕方を考えてはどうかというのが、ど

ちらかというとこの考え方のベースになっておりまして、今、山下委員が言われたのも、ほと

んどこれと整合性のとれた考え方なんじゃないかというふうには考えています。 

○松浦委員長 安全研究をＴＳＯとしてやるか、さらにそのベースまで含んでやるか、そうい

うところがいろいろ議論されたと思いますが、おおよそこういうことかというご理解はいただ

けたかなと思うんですけれども、草間先生、何かご意見はありますか。 

○草間委員 今のお話を伺いながら、まず国民目線で見たときに、ここの日本原子力研究開発

機構がどういう施設かと考えているかというと、先ほどレギュラトリーサイエンスというお話

があったんですけれども、本当に安全研究の拠点だろうと思って、私たち国民目線で見ればそ

ういう理解なんですね。 
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 それなのに、研究資金の90％は保安院関係から来ますとかというと、これで本当に独立性と

か透明性とか中立性と言えるのかなというような、国民目線で見るとそういう感じなんですね。

だから、そういう意味では先ほどからお話があるように、予算がどれだけ来るかというのとは

別に、精神論として安全研究の拠点である。まさにベーシックなものから、きっちり国に役立

つ目的的な研究があっても、先ほど安全はこれこれですと定義されていた、健康を保持し環境

云々と言われるわけですけれども、そういった拠点であるという自負を持っていただきたいな

と思いつつ見ました。 

 だから、先ほどの日米仏の比較を見ながら、よそと合わせる必要はないんじゃないと、もう

ちょっと安全研究の拠点であるという自負を持ってほしいなというような、そういう印象を持

ちました。私なんか、どちらかという国民目線で見たとき、そういう印象を持ちました。こん

な複雑なシステムでいいのかなというような印象を持ちましたので、そういう意味では本当に

安全研究のベースからきっちりやる拠点であるという自負を持っていただきたいなというのを、

先ほどの議論を伺いながら思いました。 

 以上です。 

○松浦委員長 ありがとうございました。最後のところは、ある意味でＪＡＥＡへのかなり強

いエールであったのではないかと思います。 

 きょうご議論いただいた中立性・透明性についての今の説明でありますが、ご審議の結果と

してどうしようという結論が出るという代物ではないと思いますけれども、それぞれ出してい

ただいたご意見は、かなり重要な点を含んでおりますので、その点を報告書等のどこにどう書

くかというのはこれからだと思いますけれども、記載できるところは、なるべく端的に記載す

るというふうに進めていきたいと思います。 

 よろしゅうございますでしょうか、この件は。どうもありがとうございました。 

 それでは、これからは第１期重点安全研究計画の事後評価でありまして、これは既に終わっ

たものについてのご報告であります。今、多少時間が遅れておりますけれども、ちょうど区切

りですので、このあたりで10分ほど休憩をとってもらったらどうかと思います。今２時56分で

ありますので、３時５分から開きたいと思います。 

 では、一時休憩させていただきます。 

午後２時５６分 休憩 

午後３時０５分 再開 

○松浦委員長 では、よろしゅうございますか。再開したいと思います。 
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 内容の説明に入っていただきます前に、最初にやるべきことだったんですが、１つ抜けてお

りしまて、安全研究審議会の設置についての第４条の３項に、委員長に事故があるときは、委

員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理するという規定があります。 

 したがいまして、これをお願いする委員を私が指名しておかないといけないので、申しわけ

ありませんが、今までと引き続き松本委員にお願いしたいと思いますが、よろしゅうございま

すでしょうか。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 次は、第１期重点安全研究の事後評価ということでございます。先ほど中村さんからご説明

ありました昨年度で終了した第１期重点安全研究計画での主な成果についてのご議論をいただ

くということになるわけであります。 

 なお、本日は時間がかなり限られておりますので、本日のご発言の確認のためにコメントシ

ートが、これはお配りされているんですか。 

○更田副センター長 それがされていないんですね。 

○松浦委員長 されるんですね。どういう形になるか、そういうふうになるわけでありますの

で、事務局から後ほど説明、その点について改めてしていただきます。 

 それでは、まず最初、更田研究計画調整室長のほうからご説明を始めていただきたいと思い

ます。 

○更田副センター長 第１期重点安全研究計画での成果につきましては、これは内部評価では

ありますが、あらかじめ安全研究委員会においてご審議をいただいておりまして、その所見等

につきましては、お手元の資料８－11、安全研究委員会等における所見としてまとめてありま

すので、それをごらんになっていただきながら、説明を聞いていただければと思います。 

 コメントにつきましては、大変申しわけありませんが、電子媒体としてお送りしてあるもの

にご記入をいただいて、また、本日のご発言は速記録をとっておりますので、それをまとめた

ものをご確認いただく形でご意見を賜りたいと思います。 

 それでは、順次テーマごとにご説明をさせていただきます。 

○松浦委員長 それでは最初は、規制システム、核燃料サイクル施設、放射性廃棄物、廃止措

置、原子力防災分野、この分野に関します研究について、内山ユニット長からご説明をお願い

いたします。 

○内山 ただいまご紹介ありました安全研究センターの内山でございます。私のほうからは、

安全研究センターが行った研究の成果について、ここにございますような４つの分野に関する
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研究をご紹介いたします。後ほど、放射性廃棄物の地層処分に関する技術開発の研究について

は、別途ご報告がございます。 

 私の報告は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの順番で、安全研究センターの３つのグループでこの４つの分野を

カバーしておりますので、グループごとに３つに分けてご報告をいたします。配付しました資

料の最後に参考資料というのがございまして、この参考資料の中には、本日ご説明できない成

果についてのものと、それから次期の重点安全研究計画を沿えてございます。 

 まず、規制システム分野及び原子力防災に関する研究についてご紹介いたします。 

 規制システム分野に関する重点安全研究の課題としましては、確率論的な安全評価手法の高

度化・開発整備、事故・故障分析、情報収集、それから原子力防災分野につきましては、原子

力防災に関する技術的支援研究というのが課題として挙げられてございます。 

 これらの研究につきまして、原子力機構に期待する安全研究としましては、確率論的な安全

評価手法の高度化・開発整備につきましては、原子力施設ごとの性能目標の策定に関する研究

ですとか、軽水炉にかかわるレベル２ＰＳＡ─レベル２ＰＳＡというのは、事故事象が起き

たときに原子力施設から環境に放出される放射性物質の放出量、ソースタームと言われており

ますが、それを評価するもの。それからレベル３ＰＳＡ、これは原子力施設から放出された放

射性物質によって公衆がどのぐらい被ばくするかといったリスクを評価する、こういった研究。

それと核燃料サイクル施設に関するＰＳＡ手法の開発整備。それから事故・故障分析、情報収

集につきましては、トラブルに係る情報の収集・分析・評価、海外の規制等に係る情報の収

集・整備というのが期待されております。 

 原子力防災分野に関しましては、原子力防災に関する技術的支援研究としまして、緊急時に

おける判断等を行うための技術的指標の整備ですとか支援技術の整備に関する研究、事故後の

災害復旧に係る長期的対策の研究などが期待されてございます。 

 これらの研究について、第１期中期計画では、ここにございますような研究目的を設定しま

して研究を実施してございます。 

 まず、ＰＳＡ手法の高度化・開発整備、事故・故障分析に関しましては、軽水炉ＰＳＡ技術

の高度化、核燃料サイクル施設に対するＰＳＡ手法の開発整備、また施設ごとの性能目標の検

討を行い、リスク情報を活用した新たな安全規制の枠組みの整備に資すると。 

 それから、原子力防災に関する技術的支援研究につきましては、国や地方公共団体による防

災計画策定に資する技術的指標等の整備を行うとともに、緊急時、意思決定プロセスにおける

専門家支援のための支援手法を整備し、原子力防災対策の実効性のさらなる向上を図るという



 －29－

ことで研究を実施しております。 

 実施体制につきましては、規制システム分野に関しましては、核燃料施設のＰＳＡ手法整備

等について、原子力安全委員会や規制行政庁からのニーズに対応して、原子力安全基盤機構な

どからの受託研究として実施しております。また、学会等でのＰＳＡに関する規格整備に参加

し、成果の活用を進めております。それから、事故・故障分析に関しましては、国際機関に報

告された事例内容の分析結果等を報告書にまとめ、関係機関へ配付し、知見や教訓の共有化を

図ったということでございます。 

 原子力防災に関する技術的支援研究につきましては、原子力安全委員会や地方公共団体から

の受託研究として研究を進めております。機構内では、関連する原子力緊急時支援・研修セン

ター、それから原子力安全基盤機構等と密接に連携をとって、防災実務に成果を役立てるよう

に努め、研究を進めてございます。 

 次は、成果の概要と活用ですが、まず、ＰＳＡ手法の高度化・開発整備、事故・故障分析に

ついてご説明いたします。 

 まず、レベル２ＰＳＡ、それからレベル３ＰＳＡの不確実さ評価手法を整備するとともに、

重要度指標の新計算手法を提案いたしました。また、それぞれのＰＳＡについて、コードの整

備を行ってございます。これは軽水炉にかかわるＰＳＡの高度化に関しましては、先ほどお話

ししましたような学会標準に反映されたということでございます。それから、核燃料サイクル

に関するＰＳＡの開発整備に関しましては、ＭＯＸ燃料加工施設に対する内的事象ＰＳＡを整

備し、実施手順書を作成し、モデルプラントについてリスクプロファイルを明らかにしてござ

います。それから、再処理施設のＰＳＡに関しましては、事故の影響評価に必要な基礎データ

を整備すると、そして再処理施設のＰＳＡ用機器の故障率データ、そういったものを整備して

ございます。サイクル施設のＰＳＡの開発に関しましては、ＪＮＥＳにおいてウラン加工施設

のＩＳＡ─ＩＳＡというのは、ＰＳＡに類似した、簡略化したＰＳＡでございますけれども、

その手順書に反映されてございます。それから性能目標に関しましては、軽水炉については性

能目標案を提案しております。核燃料サイクルについての性能目標については、策定の手順を

提示してございます。軽水炉につきましては、原子力安全委員会での性能目標報告書に採用さ

れております。核燃料サイクルに関しましては、今後活用されるというふうに見込んでおりま

す。 

 事故・故障に関する研究の成果でございますが、ＯＥＣＤ／ＮＥＡ－ＩＡＥＡの事象報告シ

ステムに報告された378件の事象、国際原子力事象評価尺度に報告された事例141件、これにつ
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いて分析を行い、報告書にまとめてございます。それから、米国での事象についても分析等を

行って、それを報告書にまとめております。まとめました報告書については、原子力安全委員

会や保安院その他に、非公開のものについてはこれらのところに提供しておりますし、公開の

ものについてはインターネットで公開してございます。 

 それから、活用に関する進行中の取り組みの一つとして、先ほど再処理施設の事故の影響評

価に関する基礎データの整備を行った成果として、リスク評価時の重要な指標についてデータ

がないということがわかりましたので、その件について、先ほどもご意見ありましたけれども、

日本原燃、原子力安全基盤機構との共同研究として昨年度から実施してございます。 

 これは主な成果として示したものでございますが、左側の①、これはレベル２ＰＳＡの不確

実さ評価手順を示したものでございます。ソースターム評価に影響する重要な因子を抽出する

と、そして抽出したものの定量的なばらつきの大きさを示す変動パラメータを選定しまして、

選定したパラメータについて、確率分布を過去の知見、それから専門家の知見をもとに検討す

ると、検討した結果をモンテカルロ法を用いて不確実さの伝播解析を行ったと。その結果を一

例で示してございますけれども、さまざまな事故シナリオごとの、原子炉から環境に放出され

るヨウ化セシウムの放出割合をこのようなばらつきで示したものでございます。 

 同様の手法を用いまして、米国の事象について、レベル３ＰＳＡの不確実さの評価を行った

結果が下に示したものでございますが、個人のリスクについて、急性リスクとかがん死亡率、

そういったもののばらつきを示したということです。リスクのばらつきの平均値と最大、95％

値の比が３よりも小さいということを示したという成果でございます。これらの成果について

は、先ほどお話ししたような原子力学会の標準のレベル２ＰＳＡ／３ＰＳＡに反映されたとい

うことでございます。 

 右側は、核燃料サイクル施設のＰＳＡ手法の整備に関するものでございまして、ＭＯＸ燃料

加工施設について、先ほどお話ししたようなリスクプロファイルなどを解明したと。これらの

結果をもとに、サイクル施設の性能目標について、代表的な事故事象の発生頻度を性能目標と

する手順案をここに示しましたようなものとして提示したということでございます。 

 これは、原子力防災にかかわる技術的支援研究の成果についての概要と活用を示したもので

ございます。先ほどお話ししたレベル２ＰＳＡ／３ＰＳＡの手法を用いまして、短期的な防護

措置の課題とか長期防護措置の技術的課題、そういったものを抽出してございます。それから

国際機関、諸外国における防災指標等に関する分析を行いまして、技術的な課題を取りまとめ

てございます。地方自治体と協力しまして、避難施設の遮へい機能調査の解析等を行って、地
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域の防災計画策定に貢献してございます。それから、緊急時専門家支援のための事故・ソース

ターム評価、線量評価の手順及びデータベースなどから技術的マニュアルとＰＣツールなどを

整備してございます。 

 右側は、成果の一例を示したものでありますけれども、リスクの結果をもとにＩＡＥＡが提

唱しております予防的措置範囲、ＰＡＺと称しておりますけれども、これについて検討した結

果をここに示してございます。レベル３ＰＳＡの結果、指標線量として１Ｇｙ、それから平均

的な気象、ここで右側の図は放出点からの距離と条件付き超過確率というのを示してございま

すけれども、破線で示した0.5というところで３ｋｍというのが出ていますけれども、こうい

った仮定を設けますと、確定的影響防止のためのＰＡＺは３ｋｍだというのを示したというこ

とでございます。 

 右下の図は、地域の協力を得て実施した一時避難施設の遮へい機能の評価を行った結果でご

ざいます。事故等が発生したときに、５つの建屋モデルを設定しまして、ここに書いてござい

ますけれども、一般教室ですとか体育館、そういった施設に避難した場合の遮へい効果を、事

故が起きて地表に蓄積した放射性物質からの放射線、これはグランドシャインと呼んでおりま

す。それから放射性物質を含んだ雲からの放射線、これはクラウドシャインと呼んでおります

けれども、そういった放射線量を、建屋の壁とか天井の材質、厚さ、そういったものを入力し

て、どこの施設に避難したかによって、どのぐらい建屋の遮へい効果があるかというのを示し

たものが右側の図でして、平均すると0.4ぐらいの遮へい効果があると、そういったものを示

したものでございます。 

 以上が規制システム、それから原子力防災に関する成果でございまして、次に、核燃料サイ

クル施設分野に関する研究についてご紹介いたします。 

 重点安全研究計画の課題としましては、ここにありますような核燃料サイクル施設の臨界安

全性に関する研究、それから事故時放射性物質の放出・移行特性に関する研究、それと基盤・

開発研究の成果の活用ということで、安全評価に関する研究は３つの課題がございます。 

 それぞれの課題につきまして、原子力機構に期待する安全研究につきましては、臨界安全性

に関する研究につきましては臨界安全評価技術の高度化、それから事故時放射性物質の放出・

移行に関する研究につきましては、臨界等の事故時の閉じ込め機能に関する安全評価技術の高

度化、基盤・開発研究の成果の活用につきましては、材料劣化・高経年化対策、それから耐震

安全のための研究、こういったものが期待された研究としてございます。 

 これらの研究につきまして、第１期の中期計画では、このような研究目的を設定し、それぞ
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れ研究を実施してございます。臨界安全性に関する研究につきましては、臨界事故等に関する

実験データの蓄積、それから高精度の臨界安全評価指標の整備、燃焼度クレジットあるいは臨

界安全データベースの整備を行って、軽水炉等における高燃焼度燃料化やＭＯＸ燃料、そうい

ったものに対応したさまざまなサイクル施設の安全基準整備に資するということでございます。 

 それから、事故時放射性物質の放出・移行に関する研究につきましては、事故が万が一発生

した場合の放射性物質の放出・移行に関する基礎データを取得し、安全審査等に対する科学的

知見を提供すると。基盤・開発研究の成果につきましては、再処理施設の高経年化に関する安

全評価データを取得して、再処理施設の定期的な評価の適切性確認に資するということで実施

してございます。 

 実施の体制につきましては、臨界安全研究に関しましては、臨界実験装置の運転管理をして

いる機構の安全試験施設管理部と協力しながら実施してございます。それから、事故時放射性

物質の放出・移行特性研究につきましては、ＭＯＸ燃料加工施設の火災を対象とした実験研究

を原子力安全基盤機構からの受託研究として実施してございます。再処理施設の経年変化に関

する研究につきましては、これも原子力安全基盤機構から外部資金を獲得して実施してござい

ますが、これにつきましては原子力基礎工学部門、これは旧原研の時代から原子力施設の防食

材料の研究を行ってきたグループ、それからサイクル工学試験部、ここは高速炉再処理機器の

材料開発を行ってきた部署ですが、そこと連携をし研究を実施してございます。併せて、一部

の研究につきましては、東工大、早稲田大学、九州工業大学の協力を得ながら実施してござい

ます。この分野の成果の概要と活用についてはここに示してございますが、時間もあれなので、

次のスライドで紹介いたします。 

 まず、臨界安全性に関する研究でございますが、ここでは臨界安全データの拡充と臨界安全

評価指標の整備を行いました。原子力機構が所有する臨界実験装置、ニューセフという施設が

ございますが、そこにＳＴＡＣＹという定常臨界実験装置、それからＴＲＡＣＹという過渡臨

界実験装置、２つございますけれども、ＳＴＡＣＹという臨界実験装置を使いまして、再処理

施設の使用済み燃料を硝酸で溶解する溶解槽というのがございますが、この溶解槽での臨界量、

５％の濃縮度の燃料棒と６％ウラン濃縮の硝酸燃料の比均質体系で臨界量測定を行いました。

右側に結果の一例を示しておりますけれども、可溶性中性子毒としてガドリニウムを添加した

濃度を変えて臨界量をはかるという実験を行いました。これらのデータをもとに、原子力機構

が開発しました臨界計算コードＭＶＰ、それから現機構が整備しております核データライブラ

リＪＥＮＤＬ、こういったものを組み合わせた臨界安全解析評価指標の検証を行ってございま
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す。 

 右側は、ＴＲＡＣＹという、ＪＣＯで起きました臨界事故の模擬実験ができる装置でござい

ますが、同じようにウランの溶液を使いまして、出力強度をさまざまなパラメータでデータを

とることができる。その一例を右側に示してございます。炉心の周りに水反射体というものを

つけた場合とつけない場合の出力の結果でございます。こういったデータをもとに、臨界事故

が万が一発生した場合の、作業員、周辺住民の被ばく線量、それから緊急時の対策等を検討す

る上で非常に有効な臨界事故評価手法ＡＧＮＥＳコードの検証を行ってございます。 

 これら得られた成果については、臨界安全ベンチマークデータの国際的な評価を行っている

プロジェクトがＯＥＣＤ内にございますけれども、そこに提供してございます。以前は、濃縮

ウラン溶液の臨界実験データというのは少なかったんですけれども、ＳＴＡＣＹの実験データ

を提供することでかなり充実されておりまして、現在、このプロジェクトの低濃縮ウランの臨

界データの約７割をＳＴＡＣＹのデータが占めているということでございます。この検証しま

した解析システムを用いまして臨界制限値を算出しまして、「臨界安全ハンドブック・データ

集」第２版として昨年度公開してございます。それから、臨界安全にかかわるさまざまなデー

タ等を臨界安全データベースとしてホームページで公開もしてございます。 

 これは、事故時放射性物質の放出・移行に関する研究が左側、右側は安全評価技術、再処理

系の変化に関するものについて成果を示したものでございますが、事故時の放出・移行に関す

る研究につきましては、火災時の閉じ込め機能を定量的に評価する手法を整備しましたという

ことです。サイクル施設で使われます可燃性物質の燃焼時、火災時に発生する煤煙、放射性物

質の放出データ、それから閉じ込め機能、要するにＨＥＰＡフィルタの目詰まりによる差圧上

昇データ、そういったものをさまざまな実験条件でデータをとったということでございます。

こういったデータをもとに、火災が起きた場合のＨＥＰＡフィルタの閉じ込め機能の劣化の時

間的な進展、閉じ込め機能の時間的な猶予ですね、どのぐらい維持できるのか、そういったも

のの評価になったということです。この成果については、ＭＯＸ燃料加工施設、Ｊ－ＭＯＸの

安全評価に対する技術的な知見としてＪＮＥＳに提供されてございます。 

 右側は、再処理施設の経年変化の妥当性評価に関する整備を行ったというものですが、再処

理施設での過去のトラブル事例等の調査を行って、経年劣化事象として考慮すべきメカニズム

や監視すべき機器とか部位、そういったものを抽出する。それと、再処理溶液での腐食速度、

減肉、そういったものの進展データを取得してございます。下の図は、一例として腐食速度と

硝酸濃度との関係のデータをとったものです。このようなデータをもとに、腐食機構を明らか
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にするということと、腐食進展傾向評価モデルの提示を行ったということでございます。これ

らの研究成果については、保安院の再処理施設と加工施設の高経年化対策評価手引きに反映さ

れてございます。 

 次に、放射性廃棄物・廃止措置分野に関する研究についてご紹介いたします。 

 重点安全研究課題としましては、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する研究、低レベル

放射性廃棄物の処分に関する研究、廃止措置に係る被ばく評価に関する研究、３つの課題がご

ざいますが、それぞれについて原子力機構に期待する研究としましては、高レベル放射性廃棄

物については、安全規制に係る基本的考え方の構築と安全評価手法の開発、低レベル放射性廃

棄物の処分に関する研究につきましては、低レベル放射性廃棄物処分の安全評価手法の開発と

バリアの性能評価、廃止措置に係る被ばく評価に関する研究につきましては、措置に係る安全

評価手法及びクリアランスレベル等評価技術の開発、こういったものが期待された研究として

提示されてございました。 

 これらにつきまして、第１期計画ではこのような研究目的を設定し、研究を行ってございま

す。高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する研究につきましては、人工バリア材の長期変質

など変動要因を考慮した長期安全評価手法を整備する。低レベル放射性廃棄物の処分に関する

研究につきましては、ＴＲＵ及びウラン廃棄物処分の濃度上限値を設定する、あるいは余裕深

度処分の安全評価手法を整備する。それから、廃止措置に係る被ばく評価に関する研究につき

ましては、クリアランス対象物及びサイト解放を含む廃止措置終了確認の検認を検討する、廃

止措置時の周辺公衆及び従事者の被ばく評価手法を整備する。こういった研究を目的として設

定し、研究を実施しております。 

 実施体制としましては、高レベル廃棄物の地層処分に関する研究につきましては、機構内の

産官学間の共同研究のやり方として連携重点研究制度というのがございますが、これを活用し、

大学及び民間企業との連携のもとで実施してございます。処分方法ごとの濃度上限値の解析等

については、安全委員会との密接な連携のもとで推進してございます。廃止措置に関する研究

につきましては、ＪＮＥＳからの受託研究等の外部資金を得て実施してございます。実施に当

たっては、機構の関連する部署と連携をとって進めてございます。 

 それから、地層処分の安全規制支援を目的とした研究では、保安院からの直接の受託研究と

して、ここにございますような２つの研究を実施してございます。実施に当たっては地層処分

研究開発部門と機構内連携を図りながら、先ほどお話しした連携重点研究制度、こういったも

のを活用し、さらにフランスの規制支援機関ＩＲＳＮ、それから米国の放射性廃棄物にかかわ
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る支援機関ＣＮＷＲＡとの情報交換を行いながら、さらにＪＮＥＳ及び産総研との３者間の研

究協力、こういったものを締結して効率的に進めてございます。 

 次に、成果の概要と活用ですが、まず高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する研究につい

てですが、この研究では、不確実性を踏まえた決定論的な評価の根拠となる確率論的評価手法

を整備してございます。整備した内容については、参考資料のほうにつけてございます。この

整備の中では、人工バリアや核種移行の挙動モデル、それからデータ整備なども行ってござい

ます。また、広域・長期的な地下水流動評価手法というものを実験的なデータをもとに提示し

て検証も行ってございます。それから、高レベル廃棄物とＴＲＵ廃棄物との併置処分に関する

評価手法も提示してございます。また、この研究の中では、長期的な処分の安全評価に必要な

モデルやデータ、そういったものが目標とするものに対してどの程度の達成度なのかというの

を自己評価しておりまして、今後の研究課題、重点的に行う課題というものを選定してござい

ます。 

 下に示した図は、確率論的な評価手法結果の一例を示したものでございます。ガラス固化体

１体を処分したときの、人工バリアから１年間に天然バリアのほうに移行する放射能の量、特

に重要な核種としてＳｅ－79というものについて、横軸に緩衝材の拡散係数をパラメータとし

てとって示したものでございます。 

 成果の活用でございますが、得られた成果については、原子力安全・保安部会の廃棄物安全

小委員会報告書の作成に活用されてございます。それから、今後の地層処分の安全審査にかか

わる基本的考え方の整備など、さまざまなものに活用されるものと考えてございます。 

 次は、低レベル放射性廃棄物の処分に関する研究でございますが、成果としましては、炉内

構造物等の余裕深度処分に関するさまざまな資料についての安全解析を行ったと。それから、

さまざまな処分に合わせた濃度の上限値というものを算出し、原子力安全委員会に提示してご

ざいます。ウラン廃棄物のクリアランスレベルの算出方法及び試算値を提示してございます。

その一例の結果をここに示してございますけれども、さまざまな金属の再利用シナリオを検討

し、対象物の放射能濃度と10μＳｖを超える累積確率といったものをこのように算出してござ

います。それで、ＩＡＥＡが決定論的に決めた1.4Ｂｑ／ｇという値が保守的な値であるとい

うことを定量的に示したということでございます。これらの研究の成果につきましては、安全

委員会、保安院に提供されて、長期的安全性の検討に貢献した。あるいはＴＲＵ廃棄物の埋設

濃度上限値の算出結果も、埋設濃度上限値に係る政令等に貢献したとか、安全委員会の報告書

に反映されたと、あるいは安全委員会が定めたクリアランスレベルの設定に活用されたと、そ
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ういった活用がされてございます。 

 最後でありますけれども、廃止措置に係る被ばく評価に関する研究についてでございます。

成果につきましては、建屋コンクリートのクリアランスの判断における放射能濃度の偏り、こ

れを評価する方法について技術情報を取りまとめると。それから、解体作業の特徴を踏まえた

被ばく線量評価コードというものを開発してございます。被ばく評価パラメータについて、実

際に実機切断試験を行いまして、パラメータの保守性を検証したと。それから、サイトの解放

にかかわるコードも開発しまして、サイト解放基準濃度を例示したと。サイト解放のあり方と

か確認手順なども提示してございます。核燃料サイクル施設の廃止措置における被ばく線量評

価手法のあり方とか廃止措置計画の審査に必要となる技術情報を整理したということでござい

ます。 

 右側は一例でございますけれども、さまざまなシナリオを想定して検討した結果、農業住居

シナリオというのが一番線量が大きいと。コバルト60濃度で計算した結果でございますけれど

も、10μＳｖ相当濃度あるいは300μＳｖ相当濃度、そういったものを評価しますとこんな値

になったということを示してございます。これらの結果については、クリアランスの判断にか

かわる技術情報ですけれども、保安院内規の制定に貢献したとか、あるいは廃止措置にかかわ

る安全審査のクロスチェックのツールとして、先ほどお話ししたＤｅｃＤｏｓｅという解析コ

ード、これがＪＮＥＳ、保安院に提供されたということでございます。進行中の取り組みとし

ては、ここにありますようなものが見込まれております。 

 以上です。 

○松浦委員長 ありがとうございました。 

 ご説明いただきましたのは、第１期の計画、平成17年度から21年度までの成果をまとめてお

話しいただきましたので、短い時間で、説明されるほうも聞いていただくほうも大変だったと

思いますが、先生方、ほとんどの方々は、実は去年の終わりから今年初めの委員会でお聞きい

ただいているので、そこからの追加というのはちょっとだろうとは思うんですが、残念ながら

余り時間がないので、そう詳しくはご議論いただけないんですが、もしあれば１つか２つだけ

ご質問あるいはご意見を伺って、あとはご意見をいただく紙のほうに書いていただくというこ

とにお願いしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 何か特にありましたら……。これは細かく見たらなかなか大変だと思うので、もし差し支え

ございませんでしたら、時間の都合で次に進ませていただきたいと思います。どうもご説明あ

りがとうございました。 
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 それでは、次は安全評価技術に関する研究で、これは中村ユニット長からご説明をお願いい

たします。 

○中村 画面の左側が少し乱れますけれども、お手元の資料と対照していただければいいと思

いますので、全体を示しながら説明させていただきます。 

 ご紹介にあずかりました中村でございます。よろしくお願いします。私は、安全評価技術に

関する研究につきましてご説明いたします。 

 安全評価技術でございますけれども、まず重点安全研究計画の中の課題としまして、背景と

モチベーションをご説明いたします。それから、私どもが行っております安全評価技術の個別

の課題についてご説明いたしますけれども、ちょっとこれは余りにもひどいですね……。すみ

ません、これでさせていただきます。 

 この安全評価技術につきましては、熱水力と燃料の、大まかに分けて２つ含まれておりまし

て、それぞれにつきまして、熱水力は水に関係しますので水色、燃料は発熱しますので赤色で、

これから区別しましてご説明いたします。 

 まず、課題でございますけれども、これは主に現行炉の利用に関するものでございまして、

軽水炉利用の高度化に対する課題としまして、安全委員会からは、軽水炉の長寿命化、燃料の

高燃焼度化、それからＭＯＸ燃料の利用（プルサーマル）、長サイクル運転、出力増強等の関

連した課題につきまして、規制行政庁が行う行政判断の妥当性を確認する必要があるというふ

うに考えています。それから規制行政庁は、軽水炉利用の高度化に対しまして、これに対応し

た安全技術の適合性の判断等を的確に行う必要があって、そのための安全評価技術の開発が必

要であるというふうに考えております。 

 これを受けまして研究内容としましては、熱水力は、軽水炉の事故事象をできるだけ忠実に

解析するための最適評価手法の開発をすると。それから燃料につきましては、ウラン燃料、Ｍ

ＯＸ燃料の高い燃焼度範囲における事故時挙動を高い精度で評価する技術の開発をするという

ことが重要であるというふうに考えておりまして、この２つについて、以下４項目を主に重点

として行ってきたものでございます。表現は少しずつ違うんですが、これらの４項目すべてに

つきまして、まずデータを拡充ないし整備をするということと、それから対応しまして、解析

技術、評価技術の高度化を行うという２つのものを、それぞれについて全部行うということに

しております。 

 熱水力につきましては、事故時の原子炉システム・格納容器内挙動最適評価技術の高度化、

それから核熱水力挙動解析手法の高度化と評価用データの整備ということです。 
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 本日は、先ほど松浦委員長のほうからご紹介をいただきましたけれども、既に安全研究委員

会でご紹介しました内容を網羅しているわけでございますが、それは付録のほうに全部載って

おりまして、これから重点的にご説明いたしますものは、それから抜粋したり、あるいは中を

要約したものでございます。そこで今回改めて、ご説明しないものにつきまして、ここで少し

項目だけ挙げて説明を差し上げます。例えば熱水力ですと、核熱水力挙動解析手法につきまし

ては、特に核熱の連成を含む炉心熱伝達等をＴＨＹＮＣ等の実験装置を使って行っております。 

 燃料につきましては、燃料挙動解析手法の高度化と評価用データの整備ということで、高燃

焼度燃料、プルトニウム燃料の反応度事故時、それから冷却材喪失時、事故時の現象評価モデ

ルの高度化と燃料挙動解析コードの開発や被覆管健全性評価手法の開発等を行っています。さ

らに、炉物理解析手法の高度化と評価用データの整備としまして、高燃焼度燃料炉心、それか

らプルトニウム燃料炉心に対する炉物理解析手法と必要な核データなどの整備ということで、

これも巻末のほうに詳しく載っているものでございます。 

 まず、熱水力のほうから順を追いまして、見開き２ページにわたって計４ページずつでござ

いますけれども、ご説明いたします。 

 熱水力は、研究目的としましては、出力増強、燃料の高燃焼度化とプルサーマル、高経年化

など軽水炉利用の高度化に対応しまして、安全余裕のより高精度な定量評価とかリスク評価に

おける不確実さ低減に必要な技術基盤を提供するということが目的でございます。それに対し

まして、ここで列記しておりますけれども、それぞれどこから受託研究を受けておりますとか、

あるいは共同研究をしていますということについて、このように項目を挙げて書いております

が、これらを通じまして、熱水力最適評価手法の開発、燃料健全性評価に係る熱水力評価手法

の開発、それからシビアアクシデントに関する研究を実施しております。以降、お手元の資料

ですと、このページの下にそれぞれに対応しました内容について一言ずつ解説する形で載って

おります。 

 熱水力につきましては、17年度から21年度につきましては、この７項目を研究しております。

まず第１番目は最適評価手法の開発としまして、ＯＥＣＤ／ＮＥＡ ＲＯＳＡプロジェクト等

でＬＳＴＦ実験を実施しまして、熱水力最適評価手法の検証・開発に有用なデータを得ました。

これにつきましては、後ほど詳しくご説明します。このＯＥＣＤ／ＮＥＡ ＲＯＳＡプロジェ

クトにつきましては、炉心出口温度計の事故時の有効性の検討等、国際的な安全向上に貢献し

ております。 

 それから核熱安定性実験につきましては、ＴＨＹＮＣ装置を用いた実験によりまして、核熱



 －39－

特性の相違、例えばウラン燃料、ＭＯＸ燃料の相違につきまして、ＢＷＲ炉心の安定性に大き

な影響を及ぼさない可能性があるといった実験のエビデンスを得るといったことなど、核熱安

定性における技術的知見を拡充しております。 

 ＪＭＴＲ実験、これは今停止しておりますけれども、停止の直前に実験を行ったものでござ

いますけれども、放射線照射下で表面が超親水化すると。これは非常にぬれ性がよくなるとい

った効果がＲＩＳＡといっておりますものでございますけれども、この効果によりまして、炉

心の中の限界熱流束の向上を確認しまして、安全余裕の正確な評価に資する情報を得ておりま

す。 

 それから、現在まだ進行中でございますけれども、地震影響解析ということで、機構で開発

しましたコードは核熱安定性実験と対照して開発したものでございますけれども、３次元核熱

結合解析コードＴＲＡＣ／ＳＫＥＴＣＨというものの方程式群に、熱水力側でございますけれ

ども、地震の振動加速度を導入する改造を行いまして、地震時のＢＷＲ炉心の安定性を詳細解

析する環境を整えております。 

 ソースターム評価手法の開発としまして、これは唯一シビアアクシデントの研究でございま

すけれども、シビアアクシデント後の格納容器内における照射下のガス状ヨウ素放出へ影響を

及ぼす諸条件、例えば水温ですとかｐＨですとか雰囲気あるいは有機物等の諸条件に関する系

統的パラメータ試験を行いまして、新たにヨウ素化学解析コードでありますＫｉｃｈｅという

ものを開発しまして、実機の評価に適用しております。 

 残る２項目でございますが、これは保安院からの受託研究で行っておりますものでございま

して、ＢＷＲの全炉心核熱結合の解析を行うといったことで、そのモチベーションを明確化す

るということをしましたものでございますけれども、燃料の試験で後ほどまた紹介させていた

だきますけれども、ＲＩＡ時の出力過渡の評価に対しまして不可欠な過渡ボイドの挙動データ

を、低温時と高温時の待機時を模擬した実験を行っていまして、過渡ボイドのデータを得たも

のでございます。それから、これはＢＷＲの異常過渡、特にポンプが停止したような、流量が

低下した状態で炉心がドライアウトするといったことの、Ｐｏｓｔ－ＢＴと呼んでおります領

域での変化を改めて高温高圧の条件で確認をしまして、既に出されています学会の基準推奨モ

デルの妥当性を評価したものでございます。 

 以上の７項目の研究項目に対しまして、例えば成果の活用としましては、先ほど申し上げま

したけれども、ＲＯＳＡプロジェクトＬＳＴＦ実験に基づいて出されました炉心出口温度計の

過熱度の検出ということの有効性に関するレポートがＯＥＣＤ／ＮＥＡから出され、この機能
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の再確認が呼びかけられております。それから、過渡ボイド試験データをＪＮＥＳに提供しま

して、こちらでございますけれども、クロスチェック解析用コードに活用されております。 

 以上、これらにつきましては、以下の３点につきまして成果の活用に向けた取り組みを進行

させているところでございます。 

 それぞれの個別の課題でございますけれども、今年の春も以上のことをご説明しております

ので、かいつまんで説明いたしますと、私どもが持っておりますＲＯＳＡ－ＬＳＴＦという装

置を用いまして、現在、国際共同研究でありますＯＥＣＤ／ＮＥＡ ＲＯＳＡプロジェクトを

行っておりまして、これを昨年度までに第１期を終了しております。その結果をここでまとめ

て、１つだけ例を示しておりますけれども、ここでは３次元で行いました計算結果を比較して

みますと、実験結果は比較的よくその傾向を示しているということがわかったものでございま

す。ここでは、特に圧力容器の側壁におきます加圧熱衝撃に対しまして、圧力容器側のほうが

温度が低いといった実験結果が得られておりまして、こういった結果をもちまして、実機でこ

れからスケーリングするといったようなことを考えているところでございます。現在このＲＯ

ＳＡプロジェクトにつきましては第２期へ、昨年度より延長しまして３年間で実施中でござい

ます。今後は、これらの結果を用いまして熱水力最適評価手法の上の部位を行うと、それから

統計的安全手法の検証・整備を行うといったことを考えております。 

 ２つ目の課題でございます。これはシビアアクシデントの課題でございますけれども、シビ

アアクシデントが生じた後、格納容器内にさまざまな放射性物質が放出されるわけでございま

すけれども、このときに水相に大量のヨウ素が溶存すると。これが放射線下でさまざまなレベ

ルを経ましてガス相に出てきますと、格納容器の例えばリークのところから大気中に放出され

る可能性があるといったために、水相から気相へ放出されるメカニズムをよく調べようという

ことで、照射下での実験を行ったものでございます。この写真は、ヨウ素を見ているところで

ございますけれども、直径が10センチぐらいのビーカーの中を密閉しまして、気相をスイープ

した状態でさまざまなパラメータで特性試験を行いました。この右側の図は、雰囲気を空気、

ほとんど窒素の中に酸素を少し加えたもの、それから窒素とアルゴンのものについて見たもの

でございまして、縦軸が全ヨウ素放出割合に対して、右側が有機ヨウ素放出割合、これは一け

た少ないんでございますが、これを見てみますと、壁面に塗られておりますペイントから溶出

してくる有機溶剤がふえますと、有機ヨウ素がふえるといった傾向がそれぞれについて出され

ておりまして、こういった結果を見まして、新たにＫｉｃｈｅという解析コードをここで開発

しております。これを検証しまして、今後実機に当てはめたいというふうに考えてございます。 
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 また、今後の取り組みとして書かれておりますものの中では、現在、次世代軽水炉のために

各社が検討しておりますシビアアクシデント対応機器の有効性評価等を今後は視野に入れなが

ら研究するべきであろうと考えているところでございます。 

 次に、燃料でございますけれども、燃料は研究目的としまして、軽水炉燃料の高燃焼度化と 

プルサーマル利用の本格化に向けまして、安全審査のための基準等の高度化に貢献するといっ

た目的を持ちまして、これらの項目に対応して試験をしているところでございます。主に、上

の２つが交付金で行っております独自の研究でございまして、以下が受託研究等で行ったもの

でございます。これらの課題を通じまして、燃料の高度化に対応したデータベースの拡充、解

析コードの整備等を実施しているものでございます。 

 特にここでは、ここに示しております５項目について主に研究をしているものでございまし

て、メカニズムの研究としましては、例えばＮＳＲＲ実験を中心としました実験を行いまして、

水素集積領域を起点とした高燃焼度ＰＷＲ燃料のＲＩＡ時破損メカニズム等の高燃焼度燃料特

有の現象に関する知見、あるいはＲＩＡ時の燃料破損に対する指標に関する知見を得たという

ことをしております。以下、これに対応した解析手法の高度化、指針体系化、データ拡充につ

いて、それぞれ行っております。 

 さらに、これは巻末の資料に出ておりますけれども、ＭＯＸ炉心のドップラー反応度につき

まして、ウラン燃料炉心においてウラン－238ドップラー反応度実験データを取得しておりま

して、Ｐｕサンプルを用いた実験に向けて、現在その実験装置等を準備したところでございま

す。 

 成果の活用につきましては、特にＲＩＡ時の燃料破損しきい値につきまして、燃料の性能向

上を反映可能な基準の策定に向けまして、燃焼度に代わる新たな指標を提案しております。こ

れもまた次のページで詳しく説明します。この成果は、原子力安全委員会による指針類見直し

において活用される見込みでございます。 

 また、高い燃焼度までのＲＩＡ・ＬＯＣＡデータ及びＭＯＸ燃料に関するＲＩＡデータは、

基準の改定、個別の安全審査や立地地域などへの説明に活用されておりまして、さらに高燃焼

度燃料の通常時挙動に関するクロスチェック用解析コードをＪＮＥＳに提供しております。 

 １ページ飛びまして、先に２／２のほうから説明させていただきますけれども、個別の課題

としまして、これは付録に入っております７項目のうちの４項目をそれぞれ２ページずつに集

約したものでございます。 

 まず主な成果のうち、事故時燃料挙動データベースの拡充ということで、ＲＩＡ時の燃料破
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損しきい値に関するデータの範囲をこれまでは61ＧＷｄ／ｔまでであったところを、この研究

期間中に燃焼度が77ＧＷｄ／ｔまで拡充したものでございます。ここに示しておりますけれど

も、申しわけございません、高温実験というのは、これは実は17ページの資料には載っており

ますけれども、このあたりのデータを個別に示すものでございます。それで、新たに開発しま

した高温カプセルを用いまして、実機の冷却条件を模擬して燃料挙動データを取得しておりま

す。これにつきましては、次の１／２でまたご説明いたします。実機照射のＭＯＸ燃料を対象

にしました実験を行いまして、室温及び高温条件において燃料挙動データを取得しております。

これも実はここに含まれておりますけれども、こういったデータを組み込みまして、このよう

なしきい値をここで示したものでございます。 

 ＬＯＣＡ時の燃料健全性評価上、最も重要な急冷時の破断限界に関するデータの範囲を、こ

れも44ＧＷｄ／ｔから76ＧＷｄ／ｔに拡大しております。これらがその拡大した領域を示した

ものでございまして、これにつきまして被覆管酸化速度についてもデータを取得しております。 

 今申し上げましたことに対応するのがこういったものでございまして、これは先ほどのデー

タの取得というものに対して、それをどのように研究して、あるいは解析コードに結びつけた

かといったことの成果でございます。安全評価手法の高度化に向けた研究としまして、まずＲ

ＩＡ条件下で燃料が破損に至る際のメカニズムを解明しまして、破損限界と被覆管外面酸化膜

厚さとの相関を実験及び解析に明らかにしております。例えば先ほどの実験ですと、横軸が燃

焼度でございますけれども、これを被覆管の外面酸化厚さに直しまして、この赤点が先ほどの

高温の、すみません、これが高耐食性被覆管の燃料に関しまして実験したものでございますけ

れども、これにつきましても一貫した傾向が出ておりまして、これで実験結果を統一的な表現

であらわすことができるといったことがわかったものでございます。 

 これらの知見は、燃料の性能を反映可能な、より高い科学的合理性を備えた安全基準の策定

に資するものであると考えております。また、燃料の研究につきましては、通常時の燃料挙動

解析、それからＲＩＡ時の燃料挙動解析を行うＦＥＭＡＸＩとＲＡＮＮＳという２つの解析コ

ードを開発しておりまして、それぞれについてここに主要な内容の結果を出しておりますけれ

ども、実機照射終了時のＦＰガスの蓄積状態をまずＦＥＭＡＸＩで予測をしまして、その後、

ＲＩＡ時のペレット、被覆管の機械的相互作用によって生じる被覆管内の応力ひずみ分布です

とかペレット内の熱応力分布などをＲＡＮＮＳコードによって計算しまして、それで被覆管破

損が生じる、ちょうどこの図でいきますとこの時刻で被覆管の破損が生じておりますけれども、

そのときの内面と外面の塑性ひずみがこのようなことになるといったことをこの計算コードで
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示すことができるようになったものでございます。 

 以上、熱水力と燃料について、安全評価技術についてご説明いたしましたけれども、この中

期計画の期間におきましては、主要目標は軽水炉利用の高度化ということに対するこれらの課

題でございまして、これに対して安全評価技術の開発を行ったものでございます。この熱水力

と燃料について、ここでは７件ずつの─ここに９件と書いてありますが７件でございます。

７件ずつのテーマを追究いたしまして、今の成果としてこれらの４件を得たということでござ

います。 

 以上でございます。 

○松浦委員長 以上ですね。ありがとうございました。 

 このご報告も、先ほどと同じように17年度から21年度までのご報告ということで、まとめ的

なものを最後に挙げていただきましたが、何か全体を通してまとめ的なご質問等ありましたら、

どうぞ。 

○三島委員 この安全評価技術の研究につきましては、先ほど説明の中でも、試験研究とか熱

水力実験装置とかいろんな装置を使ってデータをとられている。また、安全解析コードの開発

では、最近コードのⅤアンドＢとか、そういうのを盛んにやられているんですけれども、そう

いう面でも、やはりそういった装置が必要だと思うんですけれども、今ＪＡＥＡでお持ちのそ

ういった装置というのは、かなりもう長期間運転されている装置が多くて、今後それらをどう

するかというのはどこかで検討されているんでしょうか。 

○中村 今のご質問でございますけれども、系統的に装置の保全あるいは今後の長期的な利用

について議論をしているということはございませんで、ただ、今後も利用は継続したいという

ことで作業はしているところでございます。 

○三島委員 物によっては、先ほど出ていました国際共同研究とかそういう形で外国のものを

使ってデータをとるとか、そういうこともできると思うんですけれども、やはり自前で持って

といるのと、どこかに実験しに行くのと随分違うと思いますので、その辺、長期的にどういう

研究をする必要があって、そのためにはどういう装置が要るかというのは、どこかで検討して

いただけるといいかなと思います。 

○中村 今のご指摘でございますけれども、一番初めにご説明いたしましたが、今回、安全評

価技術につきましては、解析コードの開発がございまして、それに対応した形でデータが出て

おります。燃料分野につきましては、ＦＥＭＡＸＩとＲＡＮＮＳのコードを独自開発しており

ますけれども、熱水力はございませんので、そういう意味で言いまして、これまでとっており
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ましたデータベース、それからこれからとりますデータベースにつきましては、非常に重要な

国際的な価値もあると考えておりますので、そういったことを加味しながら、これからの試験

計画等に反映してまいりたいと思います。 

○松浦委員長 はい、どうぞ。 

○平野安全研究センター長 今のご質問の、どの施設を残してどの施設を停止するかというの

は、機構全体としてもちろん検討されているというふうに考えています。特に今、機構の中の

組織はマトリックス組織になっていまして、各拠点が施設を運転管理すると、それを使って研

究側が研究をやるという仕組みになっています。ですから各拠点では、今後どういう施設を残

していくべきなのかという議論を盛んにやっているというふうにご理解いただきたいと思いま

す。それに対して我々は、安全研究という視点からこういう施設はぜひ維持してほしいという

インプットを盛んにしていると、そういう状況であるとご理解いただければと思います。 

○松浦委員長 ほかにもしありましたら、まだ１つか２つぐらいどうぞ。よろしゅうございま

すか。 

 それでは、次の報告に移らせていただきます。 

 次は、材料劣化・高経年化対策技術に関する研究でありまして、鈴木副センター長からご説

明をお願いいたします。 

○鈴木副センター長 安全研究センターの鈴木でございます。 

 それでは、材料劣化・高経年化対策技術に関する研究についてご説明させていただきます。 

 原子力の重点安全研究計画の中に記載されている課題でございますけれども、ここにあるよ

うに大きく４つのことが書かれております。まず、き裂進展評価法やき裂サイジング技術等に

関する最新知見の整備、２つ目が経年変化現象の解明とその予測評価手法の整備、３つ目がき

裂や劣化の検出・測定法の開発整備、それから構造信頼性評価手法の整備等が重要という記載

でございます。 

 それに対して、また原子力機構に期待する安全研究としましては、材料劣化現象の解明と評

価手法の開発ということで、この４つのことが挙げられております。放射線場における材料劣

化の機構論的な評価手法の高度化、あるいは確率論的破壊力学（ＰＦＭ）解析に基づく構造信

頼性評価手法の確立、そういったもの４つが挙げられていて、上記成果をもとにした高経年化

に対する安全規制手法の提案ということが求められているということになります。 

 それに対応しまして、原子力機構の中での研究目的と実施体制についてご説明いたしますけ

れども、研究目的は、経年機器の構造信頼性評価のための確率論的破壊力学解析手法を整備す
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るとともに、放射線による材料劣化についての照射試験を通しての機構論的な経年変化の予測

手法、検出手法の整備、照射誘起応力腐食割れに関する照射後データの取得、高経年化機器の

健全性確認にかかわる規制基準、民間規格の高度化に資すると、そういうことを目的としてお

ります。 

 それで、実施体制ですけれども、高経年化に関しましては安全センターの中でも４つのグル

ープにわたっているということと、もう１つ、機構内でも原子力基礎工学研究部門あるいは計

算科学センター、それから拠点のほうでも、廃止措置研究開発センターという名前ですけれど

も、「ふげん」とか大洗の照射センター、そういうようにいろんな部門、拠点が連携して進め

るということをしておりますので、多少複雑なんですけれども、かいつまんでご説明いたしま

す。 

 まずは、確率論的破壊力学解析手法の整備というのは、これは保安院の受託の中で、圧力容

器と配管溶接部に関してのコード開発というのを中心に行っております。また、プロパー研究

でもニッケル基合金、ニッケルＳＣＣと呼んでおりますけれども、その評価のための解析コー

ドを開発・整備すると、それから材料劣化挙動に関しても、プロパー研究として機構内の研究

開発拠点と連携して照射脆化の研究ということを行っています。これを１つ軸にしてといいま

すか、もとにして、これからまた発展させて、ＪＮＥＳからは外部資金を獲得して、例えば粒

界脆化、地震時のき裂進展、ＩＡＳＣＣ「ふげん」材料調査などを行っております。 

 それから、もう１つこの期間内で特筆すべきこととしては、原子力安全・保安院からの受託

事業として軽水炉燃料材料詳細健全性調査というのを行ったわけですけれども、これは安全研

究センター、照射試験炉センター、原子力基礎工学部門と連携して、23年度来年度から再稼働

しますＪＭＴＲを用いて、高経年研究とか燃料研究も先ほどありましたけれども、そういうも

のに必要な照射試験装置の整備、技術開発を行っております。これは、国が戦略的に重要な安

全基盤研究施設と位置づけたＪＭＴＲを活用するということに貢献してきております。 

 また、非常に重要なプロジェクトとして、これも保安院のプロジェクトになりますけれども、

高経年化対策強化基盤整備事業というのがございまして、この中で、茨城地区を中心に、東大

とか東北大のような大学あるいは日立ＧＥ、東芝のような産業界と連携することによって、照

射脆化、ケーブル、ＳＣＣに関する試験研究を行っておりまして、この茨城地区の試験研究の

実施あるいは取りまとめを行っております。こういうことを進めるに当たっては、専門部会等

を開催しまして、事業計画、成果についての審議を行っております。 

 それで、ここに研究成果の概要と活用が書いてあります。かいつまんで幾つか、ずらっとあ
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りますので、主要な成果なんですけれども、その中からまた主なものだけご説明いたします。 

 一番最初の原子炉圧力容器と配管溶接部に関して経年劣化や溶接残留応力の確率論的評価法

を整備して、ＰＦＭ解析コードを公開している。これはＰＡＳＣＡＬシリーズということで、

一連の確率論的破壊力学評価コード、ＰＦＭ解析コードをつくっておりますけれども、それを

公開しております。 

 それから、１つ飛んで原子炉圧力容器鋼に対する破壊靭性評価手法、マスターカーブ法とい

うのがありますけれども、これは１つ特徴として我々がやってきたこととして、ＩＡＥＡ国際

協力も活用しまして、その中でこの手法の確立に貢献してまいっております。これは活用のと

ころにも書いてありますけれども、ＩＡＥＡの技術報告書策定に貢献しています。また日本電

気協会、国内でもＪＥＡＣの新規規程ができつつありますから、それに対する技術的根拠とし

て提出しております。 

 また１つ飛んで、原子炉圧力容器鋼溶接熱影響部の照射脆化評価に必要な金属組織と破壊靭

性データの取得を行って両者の相関を明確にして、熱影響部の健全性評価手法を確立したと。

これは先ほどの高経年化基盤整備事業でありまして、こういうのは今確立しつつあるというと

ころでございますので、将来の話として成果の活用としましては、溶接熱影響部に関しての知

見になるわけですけれども、日本電気協会での規程とか日本機械学会設計・建設規格における

熱影響部監視試験片の必要性に対する技術的根拠を提示すると、そういったことに反映させて

いく予定でございます。 

 それから、これがＪＭＴＲの活用で、後でちょっと資料を用いてご説明いたします。 

 これは、所内の連携で行っている実機材を用いての評価でありまして、「ふげん」を用いた

ものの調査を進めておりますけれども、まず第１番目には、ちょうど廃止措置の工程と整合す

るように進めておりますから、最初、タービン建屋だったので、その関係上もあって配管の減

肉の調査を行って、それを実測してデータベース化して公開するというところに至っておりま

す。 

 あと、成果の続きとして、ＩＡＳＣＣに関しては、スタンスとして原子炉基礎工学研究部門

のものですけれども、ＪＭＴＲ照射材、要するに停止する前に照射した材料を用いて照射後試

験を行って、照射後き裂進展データを取得していくということも行っております。また３次元

仮想振動台、これは計算科学センターのものですけれども、この特徴としましては、実機のデ

ータに基づいて解析結果と合わせることによって応答解析を検証するということで、地震応答

解析技術の構築に貢献しております。こういったものは将来の活用になるんですけれども、将
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来的には地震ＰＳＡにおける機器損傷確率評価の技術基盤として活用していくことをねらって

いる、多少長期的な計画のものでございます。 

 それで、主な研究成果について簡単にご説明いたします。 

 まず１番目は、確率論的破壊力学（ＰＦＭ）解析コードの整備と活用方策に関する研究です

けれども、１つ重要な成果としては、配管溶接部残留応力評価モデル・データベースを作成し

たということで、これはここにもありますけれども、熱弾塑性解析に基づいて残留応力の高精

度な評価手法を行うということと、それを不確かさも含めてモデル化する。そして、例えばこ

れが断面に対するプロファイル、書いてありますけれども、残留応力の分布をどういうふうに

決めるか、それを不確かさと併せてモデルを作成したということが一つの大きな成果になって

ございます。そして、それに基づいてＰＦＭ解析コードを整備して、それが健全性評価手法に

準拠して破損確率を評価するわけですけれども、そういうＰＡＳＣＡＬ－ＳＰというコードを

整備して、公開まで至っております。 

 その成果として、決定論的手法とＰＦＭ解析に基づく安全裕度の相対比較とか、ＰＳＡにお

ける故障率に相当する破断発生頻度の評価というようなことに関する知見を得ております。こ

れが一つの成果でございますけれども、供用期間中検査の効果に関する評価などができますの

で、将来のＲＩＩＳＩだとかそういうことにもうまく適用できればいいのではないかと考えて

おります。 

 もう１つは、大地震時における過大荷重が残留応力に及ぼす影響などというのも評価してお

りまして、残留応力というのはＳＣＣの進展に非常に大きく影響するわけですけれども、地震

の荷重を受けることによって、その残留応力がどう変わるかというようなこと。結果的には、

残留応力を緩和する方向にあるんですけれども、そういったことも定量的に評価しております。 

 そして、２番目がＰＦＭの整備と活用方策に関する研究で、これは原子炉圧力容器の炉心領

域に関するもので、照射脆化に対応するものでございます。国内の健全性評価法に準拠したＰ

ＡＳＣＡＬのコード、そのバージョン３というのを整備して、これも現在公開手続中でありま

す。これは、特にＰＴＳという加圧熱衝撃事象に対する構造健全性評価に対するものでして、

例えば内部にある肉盛溶接がどういうような影響を与えるのかということも詳細に評価できる

ようなものになっておりまして、最終的にはこのような条件付きき裂進展確率を評価して、今

までの決定論的な評価では必ずしも安全裕度というのがきちっと評価できないわけですけれど

も、今までは温度評価ですけれども、温度評価とき裂進展確率がどういう関係にあるかという

ことを求めるとか、そういうことが提示可能になっております。 
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 そして３つ目は、放射線による材料劣化挙動の予測と検出に関する研究でございますけれど

も、例えば圧力容器鋼の照射脆化機構の解明に関して、アトムプローブによってどういうよう

な組織になっているかというのを調べているわけですけれども、原子力機構の特徴としては、

粒界脆化、粒界に燐が偏析して非硬化性の脆化が生ずるという現象に着目して、これはどの程

度なものかということを定量的に、機構論的に評価しております。 

 それから、破壊靭性は先ほど申し上げたので省略して、高経年化基盤事業で行っている原子

炉容器の熱影響部の照射脆化評価手法ですけれども、これも熱影響部の特徴を詳細化する、あ

るいは見える化するようなことも取り入れて、そして非均質材、どうしても熱影響部は非均質

になりますけれども、そこのところの確率論的破壊力学評価手法を整備して、またＪＲＲ－３

で中性子照射を行って照射後試験を実施する、こういうことがほぼ終わっている段階になって

おります。 

 最後がＩＡＳＣＣに関する研究で、これは見にくいので申しわけないんですけれども、照射

速度の異なるＪＭＴＲ照射済み試験片を用いてＳＣＣのき裂進展速度を評価して、その照射速

度でどういう影響があったかというようなデータもとることによって、こういった試験データ

をＪＮＥＳに提供して、ＩＡＳＣＣ評価ガイドの作成にも貢献しているということを行ってお

ります。 

 以上なんですけれども、ちょっと簡単に、これはＪＭＴＲで整備中の照射試験装置で、これ

が来年度には照射、一部開始しますので、そのための試験設備はかなり急ピッチで最終段階を

迎えております。 

 それから、これは「ふげん」を利用した高経年化研究で、廃止措置工程に合わせて、その中

で軽水炉で有用なデータというのはとっていこうということで計画しております。それで22年

までには配管減肉が終わって、今はまたステンレス鋳鋼の熱時効というようなことに取り組ん

でおります。 

 そして、ここで申し上げたいことは、産官学で高経年化対策基盤研究推進のために、その仕

組みというのができて、そこが最も重要なところなんだと思います。高経年化対応技術戦略マ

ップ、これが策定されていると。我々としては、この技術戦略マップと常に整合を図るように

調整しながら進めておりますし、研究もそれによってどういうものが必要かということも常に

考えるような形で進めてまいっております。 

 以上です。 

○松浦委員長 ありがとうございました。 
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 ここのテーマは、まさにこれからの軽水炉の最も重要な問題ではないかと思いますが、ただ

いまのご説明で何かご指摘あるいはご質問をどうぞ。 

○関村委員 この分野における先見的な研究成果については、非常に私も高く評価していると

ころなんですが、１つ、今までの安全評価技術あるいは規制システムのところ、防災等も含め

ての話なんですけれども、さまざまな成果が、安全に対する規制の規格づくりとか基準をどう

つくっていくのか、こういうところにきちんとつながっているというお話が幾つかあったとこ

ろなんですが、例えばそれが、今最後にあったようなデータを提供していきますと。データを

提供するのであれば、オープンなペーパーになったり、そうでない報告書だったり、いろんな

ことがあるというふうに思いますが、規格基準の立場を今非常に学協会では強く持っています

ので、そういう観点からお話をしますと、規格をどういうふうにまとめていくかという規格の

素案づくりですね。今ある規格がどういうふうに、例えば海外と比べてもそうなんですが、改

定すべきであるから、それに対してきちんと貢献をしていくんだと。そういう、データを出す

というような単純なことではなくて、いろんな貢献の仕方が当然あって、そのときのＪＡＥＡ

としての組織的な評価というか、こういうことをやっていただく方に対する評価の仕組みとい

うのが、こういうところでデータを出します、貢献しますということだけでは不十分なのかな

というふうに思っています。 

 それをどういうふうにやっていらっしゃるかということが質問なんですが、それは多分きち

んとやっていらっしゃると思うんですが、一方で、規格づくりに貢献しますという言葉も幾つ

かあって、そのときに学協会に出ていって、規格はこういうふうにすべきだというのを、デー

タを持ち込むだけではなくて、まさに人として、すぐれた人間としてそこに出ていっていただ

かなくちゃいけないということがあるので、人材育成あるいは人材育成の成果の一つの目的と

して使っていただくことが必要なのかなというふうに思っています。 

 それからもう１点、これは規格づくり、学協会の立場からのお話なんですが、一方で、規制

基準としてきちんと使っていただくためにはエンドースのプロセスが必要であって、これはＪ

ＮＥＳがエンドースをすると、あるいは安全委員会が、規制基準をどういうふうに使うかとい

うときにそこに適用性の部分で貢献する。いろんな枠組みがあると思うんですが、エンドース

というようなところに関しても系統的にきちんと知見を出していく、あるいはそれに貢献する、

それをどうやって組織立ってやっていったらいいかという課題が、この背後には隠れているの

かなというふうに思って、それをうまく提示をする仕組みをつくっていただいて、それをＪＡ

ＥＡとしても各研究をやっていらっしゃる方々の評価の仕組みにうまくつなげていくというこ
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とがどうしても必要かなというふうに思っています。 

 大学でも人づくりをやっているわけですが、大学だけではできないというのは、こういう現

場を持ちながら、あるいは産官学連携をしながら、特に高度エンジニアと言われるような人を

どうやってつくっていったらいいかというところが一番悩ましいところで、これをどうやって

やるかという意味で、ある意味では成果を出していらっしゃるのが、この辺の材料とか燃料に

かかわるようなところなのかなというふうに思っています。 

 ということで、こういうことで何か工夫があれば教えていただきたいと思いますし、これか

らシステマティックに評価の仕組みまで含めて、制度をうまくここの研究とかみ合わせていく

ということが必要ですので、何かそういうことについて取り組みがあったら教えていただけれ

ばと。そういうことが結局、中立性・透明性ということにつながるのかなというふうに思いま

すので、よろしくお願いします。 

○鈴木副センター長 わかりました。どうしても今まではＪＡＥＡとして、こういう規格づく

りとかエンドースの過程については、個人プレーといいますか、個人の貢献というのが非常に

大きくて、組織的にどうやって貢献していくかというのは多分今後の課題であるし、それをど

うやって個人の成果として組織で認めるかというのも、また今後の非常に重要な視点なのかな

という気はしています。それ以上はちょっと、どうしても個人に頼るところがございますので、

それはきちんと内部で検討させていただきたいと思います。 

○松浦委員長 非常に重要なご指摘ですし、また、研究成果が本質的に生きるといいますかね、

将来確実に活用されるという点では、そういうある種のプロシージャーがちゃんとでき上がっ

ているということが国としても大切だと思いますので、ぜひそのあたりは遠慮せずにＪＡＥＡ

の中でちゃんとご議論いただいて、ご提案すべきはご提案していただくのがいいのではないか

と思いますね。 

○鈴木副センター長 はい。どうもありがとうございます。 

○松浦委員長 ほかに何かご指摘ありますか。次に進んでよろしゅうございますか。 

 では、次に進ませていただきます。 

 今までは安全研究センターで実施してこられた安全研究の成果のご説明であったわけですが、

これから先は、安全研究センターの外の部門で実施された安全研究の成果についてのご説明を

いただきます。 

 まず、地層処分技術に関する研究につきまして、地層処分研究開発部門の太田サブリーダー

からお願いいたします。 
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○太田 地層処分研究開発部門の太田でございます。 

 それでは、地層処分技術に関する研究、特に高レベル放射性廃棄物地層処分技術に関する研

究ということでご説明をさせていただきます。 

 まず、地層処分研究開発部門の役割ということでご説明をさせていただきますが、ご承知の

とおり原子力政策大綱、原子力機構の中期目標、中期計画では、このように我々としてのミッ

ションが与えられております。キーワード的にご説明をいたしますと、赤字で書いてあるとこ

ろでございますけれども、地層処分事業や安全規制に対して、両面を支える研究開発成果を出

していく。特に知識基盤、技術基盤というものを支える技術として、整備・提供していくとい

うことが我々のミッションとして与えられておりまして、このような中で我々は研究開発を進

めてきているというところで、この研究開発につきましては、特に安全研究に特化したもので

はございません。どちらかといいますと、地層処分事業というものを着実に進展させるための

基盤的な研究開発という位置づけで、ただし、その成果につきましては、ここに書いてござい

ますとおり、処分事業、安全規制の両面を支えるものであるということで、本日ご説明をいた

します平成21年度までの成果につきましても、安全研究に特化したという内容ではございませ

んで、特に地層処分研究開発部門として進めてきた成果についてご説明をさせていただきます。 

 まず最初に、原子力の重点安全研究計画、第１期の計画でどのようになっているのかという

点でございますけれども、１ポツのところにありますように、精密調査地区選定のための環境

要件や基本指針についての検討を進めるための知識基盤、技術基盤を提供するという内容でご

ざいます。この下のところには、処分事業と安全規制の段階的な進展ということで年表を示し

ておりますが、この計画が策定された時点では、現在ですね、既にもう概要調査地区が選定さ

れて概要調査が始まっているだろうということで、このように精密調査地区選定のための環境

要件、安全審査基本指針の策定のために必要になる材料を提供するということが計画として盛

り込まれたということでございます。 

 実際に、その研究の中身なんですけれども、先ほど申し上げましたように、実際に我々が今

進めている研究開発と重点安全研究の項目というのはおおむね整合しておりまして、目的とし

ますと、またキーワード的なんですけれども、地層処分の基盤技術というものを継続的に強化

して、地層処分の技術的信頼性・安全性の向上を図ると。最終的には、精密調査地区選定のた

めの環境要件、安全審査基本指針の検討に資するということで、実際の内容といたしましては、

大きく４つの項目がございます。人工バリアに関するもの、安全評価に関するもの、これらを

当部門では、地層処分研究開発というふうに位置づけております。また後半の２つ、地質環境
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特性に関するもの、地質環境の長期的な安定性評価に関する研究、これを深地層の科学的研究

という位置づけで実施しております。 

 平成21年度までの成果について、簡単にここでご紹介をしたいと思います。詳細な事例につ

きましては、後ほどご説明をさせていただきます。 

 まず地層処分研究開発、これは先ほど申し上げました人工バリアに関するものと安全評価に

関する内容でございますけれども、これにつきましては、基本的なデータベースやツールとい

ったものを実際に整備・開発してきて、それをウエブベースで公開した。それらは現在、実施

主体、ＮＵＭＯあるいは安全規制機関などに実際に使っていただいているところでございます。 

 ２点目としましては、実際の地質環境データ、これは具体的には幌延になりますけれども、

幌延の地下研を整備しながらとられるデータ、こういったものを用いまして、現実的な設計・

施工技術、安全評価手法というものを整備してきたということでございます。 

 深地層の科学的研究、これは地質環境の特性に関する研究と地質環境の長期安定性の評価に

関する研究と２項目ございますけれども、その中のメインになるものが地下研究施設の整備と

いうことで、この地下研究施設を建設する前に、地上からの調査というものを数年間にわたっ

てやってきております。その成果を、地上からの調査研究段階の成果取りまとめとして報告書

を公開してまいりました。ここで取りまとめた成果といいますのは、今後行われる概要調査の

ための技術基盤になり得るものというふうに位置づけております。 

 また、引き続きまして実際に地下研究施設を建設しているところでございますけれども、研

究用の水平坑道、要するに立て孔だけではなくて、それをつなぐような水平坑道というものも

整備をしてまいりました。これは国民との相互理解の促進という観点になりますけれども、実

際に国民の皆さんに、地下の深部を体験していただく場というところで、こういった場が整備

できたという点で大きな成果というふうに位置づけております。 

 もう一方の深地層の科学的研究の地質環境の長期安定性に関する研究といたしましては、特

に文献調査が概要調査というときに、安定な地質環境を選定しなければいけないわけですけれ

ども、どこが変動が著しい場所かと、こういったものを的確に調査・評価するための技術とい

うものをこれまで整備してきたということでございます。 

 これが我々当部門で研究開発を行っている拠点の図でございますけれども、岐阜県の瑞浪と

北海道の幌延、ここの２つで地下研究施設の整備を進めていると。特に、深地層の科学的研究

と呼ばれる研究を両拠点で行っているということでございます。もう一方の地層処分研究開発

につきましては、東海研究開発センター、エントリー、クオリティといった施設を利用しなが
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ら進めているというような状況でございます。 

 重点安全研究計画の中間評価で具体的にどのような評価をいただいたのかというところをご

説明いたしますと、ここに赤字で示しているところなんですけれども、先ほどご説明をいたし

ました深地層の研究施設、地下研を活用しながら体系的に進めているという点、あと精密調査

地区選定段階において考慮すべき環境要件の検討に資する成果というものが蓄積された、そし

て着実に研究が進められていると、こういった評価をいただいておるところでございますけれ

ども、一方、今後の課題、期待といたしまして大きく２つございます。１点目がまず規制側の

ニーズ、先ほど申し上げましたように、特に地層処分事業を着実に進展させるための基盤研究

開発ではありますけれども、やはり規制側のニーズというものも十分に把握すべきだといった

点。２点目は、ここの２つの項目に共通するところなんですけれども、現在個別の事象、特に

東海なんかでは個別の現象、個別の事象についていろいろ研究開発を進めているところなんで

すけれども、まず全体をきちんと把握するということですね。全体を把握した上で、それぞれ

の個別の事象、現象といったものが、全体に対してどういうインパクトを与えるのか、それを

やることによってどう全体が高度化されるのかと。要するに、全体を見た上で個別をきちんと

やるということが必要だというところがご指摘を受けておるところでございます。こういった

今後の課題というご指摘を踏まえまして、現在もその研究開発を進めているところでございま

す。 

 それで、第２期の重点安全研究計画でございますけれども、これは第１期の平成21年度のも

のまでと内容的にはほとんど変わっておりません。先ほど２ページ目に同じような年表を示し

てございますけれども、ごらんになっていただけばわかるように、処分事業というのが2010年

の時点ではまだ文献調査も始まっていないような状況にあるというところで、実際には処分事

業というのが後送りになったというところで、今期の第２期の期間につきましても、第１期と

同様に、精密調査地区選定のための環境要件と安全審査基本指針、これを検討するための情報

を、基盤技術あるいは知識基盤というものを整備していくということが目標となっております。

ただ唯一、ここの下線で示しましたように、特に地下研とかが整備されてきたということで、

サイトの特性と実際の地質環境条件を考慮してそういった研究を進めることが重要であるとい

う内容になっております。 

 ここからは、それぞれ重点安全研究に含まれております４つの研究開発につきまして、成果

の一例をご紹介いたします。 

 まず最初に、人工バリア等の信頼性向上に関する研究といたしましては、この例はオーバー
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パックの炭素鋼の長期寿命を評価するためのデータを取得してきたということで、左側が室内

試験でとられたデータ、これは10年にわたって室内試験を行ってきてデータをとっているとい

うことでございますけれども、長期的な性能に関する信頼性を得るために、ナチュラルアナロ

グのデータ、つまり考古学の遺物ですね、遺跡とかから出土される、ここの写真にありますよ

うな鉄の斧とか、例えば明治時代に布設された水道管、こういったものを利用して腐食がどれ

だけ進んだのかというデータをとってプロットしてあると。それが右の図になりますけれども、

そうすると１年、10年、ここだと100年オーダー、1,000年オーダー、こういうふうに長期にわ

たるデータを付加することによって長期的な信頼性向上を図ってきているところで、こういっ

たデータにつきましては、オーバーパックの長期寿命評価のためのデータベースということで

公開をして、関係機関に使っていただいているというような状況でございます。 

 今後の計画といたしましては、そこに含まれるようなデータですね、そういったものを拡充

していくということ。あるいはそのデータを使って、こういった長期評価をやる際のモデルと

いうものを高度化していくということが必要であるというふうに考えております。 

 次に、安全評価手法の高度化という点でございますけれども、先ほど中間評価の結果という

ことで、全体を見て個別を見ることが重要だということをご説明させていただきましたが、そ

の一例といたしまして、このような計算機支援するＦｅｐ Ｍａｔｒｉｘというものを開発し

ております。これは何かといいますと、このように地層処分システムで起こるであろういろん

な現象ですね、イベントとかプロセスといったものがそれぞれ関係し合っているんですけれど

も、それをきちんと表示してやって、ある地層処分システムで起こるであろうシナリオを考え

たときに、どういうイベントが起きて、どういうプロセスが起きるのかと、その関係をきちん

と示すことができるものということで、このＦｅｐ Ｍａｔｒｉｘ、計算機支援ツールにつき

ましても外部への提供を行っているところでございます。また、この安全評価手法の高度化に

つきましては、前回のときに信頼度を付与した収着データベースというものを公開していると

いうことをご説明いたしましたが、こういった取り組みもやっておりまして、ここでも同様に、

今後の計画といたしましては、それぞれのデータを拡充していくこと、あるいは深地層の研究

施設ですね、地下研を活用して、その地質環境条件を考慮したモデルといったものを開発して

いくということが必要であるというふうに考えております。 

 次が地質環境特性調査・評価手法に関する研究ということで、地下研究施設の整備状況なん

ですけれども、平成21年度までに、岐阜県の瑞浪では２つの立て孔を450ｍまで掘って、深度

300ｍのところに水平坑道を整備した。一方、北海道の幌延町では、３つあるうちの立て坑２
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つを１本250ｍまで掘削して、こちらは深度140ｍのところに水平坑道を整備したと、こういっ

たような状況でございます。 

 今ご説明をいたしました地下研究施設を掘削する前に、地上からの調査というものを数年間

にわたって行ってきておりますが、その成果をこのように地上からの調査研究段階の成果取り

まとめとして公開をしております。また、こちらは異なる手法でどういったものが地下の状態

として推定されたのかと。１つは比抵抗というものをはかって、こちらは実際に地下水の水質

を見るというところで、こういった比抵抗の高いゾーンというものが硬水系ですね、雨水とか

雪がしみ込んだような地下水のところと一致するということで、こういうような異なる手法を

組み合わせることによって、地下を効果的、効率的に推定する技術が、第１段階の地上からの

調査によって整備されたというような成果が得られております。 

 今後は、今、地下研究施設が掘削を継続しておるところなんですけれども、坑道を掘削しな

がら行う調査研究、それと実際に水平坑道の絵がありましたが、水平坑道を利用して行う研究

というものを継続していって、最終的に精密調査段階で必要となる技術基盤というものを整備

していくというような計画でございます。 

 地質環境の長期的な安定性評価に関する研究の成果ですが、主なものとして２つございまし

て、ここの目標といいますのは、著しい変動があるような場所を地上から的確に調査できる技

術というものを整備するということで、こちら側がマグマを探査する技術。従来の方法ですと、

非常に人工的なノイズが大きくて地下の状況がわからなかった。それを、人工的なノイズを除

去する手法と装置を組み合わせることによって、例えば地下深くにこのようにマグマが存在す

ることがわかると、こういった技術を整備してきたと。右側のほうの図は、内陸部の隆起量の

推定技術ということで、海岸部に比べて内陸部というのは、隆起・侵食がどれだけ起きたかと

いうのを推定する技術というのは、これまで十分に整備されていなかったというところで、川

の周りにできる段丘というものを利用して隆起量を見積もる技術、あるいは年代測定や花粉の

分析などを組み合わせることによって、過去数十万年間の古気候を復元する技術、こういった

ものを整備してきたということで、今後の計画といたしましては、地質環境の変化を予測・評

価できる手法というものを整備することに取り組んでいる状況でございます。 

 最後なんですが、これは重点安全研究計画の中には含まれていない項目で、当部門として実

施しているところでございますが、地層処分の知識マネジメントシステム、我々はＪＡＥＡ 

ＫＭＳと呼んでいるんですけれども、これを今年の３月に公開しております。これは前回もご

紹介があったというふうに記憶しておりますが、我々が持っている情報が多様化、情報量が爆
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発的にふえてくるということで、それを一元的に管理する知識ベースというものを整備して、

この中には論文とか報告書、あるいはデータ以外にも我々研究者が持っているノウハウといっ

たものまできちんと整理をしていくということで、これを管理するシステム、ＪＡＥＡ ＫＭ

Ｓというものを整備して、さらに平成22年度の成果の取りまとめといたしまして、次世代型の

文書、これは要するに紙の報告書ではなくてウエブベースの報告書、ＣｏｏｌＲｅｐ Ｈ22と

いうものを公開しました。これは、ここの図に示してございますとおり、ＫＭＳの知識ベース

というものをうまく活用して、ウエブ上に本文が出ていると、必要なところはここからアクセ

スできるというようなもので、こういった次世代型の文書を公開して、実際これもＮＵＭＯあ

るいは規制機関の方に使って検討していただいているというようなところで、今後の計画とい

たしましては、このツールのそれぞれの改良・高度化を、ＮＵＭＯ、規制機関の方々からのフ

ィードバックによって進めていきたいというふうに考えております。 

 以上、駆け足になりましたが、地層処分のほうで行っている研究開発についてのご説明でし

た。ありがとうございました。 

○松浦委員長 ありがとうございました。 

 きょうご報告いただいたような、あるいはこれから出るような知識が、社会に確実に理解さ

れるということが非常に重要であると思いますが、何かご指摘、ご意見ございましたらどうぞ。 

○松本委員 しばらく私は処分のことに関して遠ざかっているので、ちょっと覚えていないん

ですけれども、地層処分の安全性というものを考える上での基本的な考え方みたいなものは、

ある程度のものはでき上がっているんですよね。そういう目標とする何かがあって基本的なも

のの考え方をつくるのか、あるいは安全性そのものを、今までのいろんなものを組み合わせな

がら構築していこうとするのか。その辺のところが外から見ていると余り見えないんですけれ

ども、その辺について、最近の状況を教えていただければありがたいんですが。 

○太田 地層処分システムの安全性につきましては、今ご質問いただいた点につきましてはも

うでき上がっているということで、これまで地層処分研究開発部門として、Ｈ３レポート、Ｈ

12レポート第２次取りまとめという形で、地層処分の技術的信頼性というものを示してまいり

まして、そこで、要するに日本で適切に地域を選定すれば地層処分はできるというところが示

されてまいりました。 

 ですから、基本的なところ、要するに長期的な安全性を評価するためのツールとか物という

のはそろっているというふうに考えております。現在は、それを実際に事業や規制に使えるよ

うな形で整備を進めているというような状況でございます。 
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○松本委員 今のことに関係するんですけれども、要するに炉の世界では、それなりに深層防

護の考え方とか、そういう形の基本的な考え方があって、それを皆さん共有しながらいろんな

ことを考えてきているんですけれども、処分で同じような形でそういうものをきちっと、要す

るにそういう観点で処分における全体的な基本的な考え方、そういうことがどういう形で表現

されているのかというのがちょっと知りたいんです。 

○太田 どういう形と言われますと、具体的に何と申し上げていいのかわからないんですけれ

ども、先ほど言いましたように、基本的なところというのは、そういった取りまとめなどを通

じまして、きちんと外部に対して公開しておりまして、それも関係者の間では、深地層の地層

処分はこういう形でやるんだというものについては共有されているというところなんですけれ

ども、具体的にとおっしゃいますと、ちょっとそこのところが私、何とも説明が……。 

○松本委員 基本的な考え方が、どういう考え方でもって安全というものを示していくんです

よという考え方が…… 

○太田委員 ですから、それは最初のところで、ちょっと今回はなかったんですけれども、地

層処分という、そもそも地下深部に廃棄体を埋めて、多重バリアシステムというものを構築す

る。つまり、人工的なバリアと地層が本来持っている特性によって安全性を長期的に確保する

という基本的な発想、考え方というものは共有されているということでございます。 

○草間委員 よろしいですか。 

○松浦委員長 どうぞ。 

○草間委員 本当に、さっき松浦先生も言われたように、こういったことがいかに国民に伝わ

っていくかというところがすごく大事で、既に今、松本先生のご質問のようなものは、例えば

旧動燃時代の2000年レポートというような形でまとめられているわけですね。だから、そうい

ったものがなかなか伝わっていっていないというか、それだけが外因ではないんだろうと思う

んですけれども、なかなか進まない理由というのは何なのかといったときに、さまざまなこう

いった安全研究の基本的な考え方とか、そういったフレームワークはできているんだというこ

とが見えていないというところが、専門家の中でも見えていないというところ。専門家の中で

見えていなかったら、国民なんかますます見えないわけですよね。だから、その辺をどう伝え

ていくかということがすごく大事なことじゃないかなと思います。 

 幾らテレビでＮＵＭＯのだれが出てきて、モグラがもぐっていった、あれだけのことだと、

なかなか理解が得られないんじゃないかと思うんですね。だから、そういう意味では本当にこ

ういった成果をどう国民に伝えていくか、そこがすごく問われるところじゃないかなというの
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を、今のご質問等を聞きながら思いました。 

○松浦委員長 どうぞ。 

○小林委員 基本的な方針というのは、人間の活動から切り離すという話ですよね、安全とい

うのは。そういう発想でやるということですよね。だから、もちろん対立する考え方があって、

それは人間の管理下、一定の距離を保つという、ある程度管理のために介入できるという仕組

みでやっていくという考え方があるんだろうと思いますが、今、日本がやろうとしているのは、

人間の活動から切り離すと、そのための深層だというふうに私は理解しているんですが、多分

それで正しいでしょうね。 

○太田 そこのところ、ちょっとはしょって、いきなり多重バリアシステムというお話をさせ

ていただきましたが…… 

○小林委員 それは技術的な手段の問題で、基本的な発想というのはそこですよね、人間の活

動から切り離すということ。 

○太田 そうです。隔離ということでございます。 

○小林委員 それで、公募で今選ぼうとして苦しんでいるわけですから、公募ではうまくいか

ないだろうと私は思っていたんですが、そういうやり方に踏み切ったわけで、だとするとです

ね、これはどうやって情報を徹底的に公開していくかという覚悟しかないと思うんですよ。そ

れは決してわかりやすく、易しくすればいいという話ではなくて、専門家が持っている知識を、

本当にそこのレベルまで調べてみたいという非専門家がいたら、その人たちがそれを調べても

らったらいいんですよという覚悟をお持ちになることが一番大事なので、そういう点では、一

番最後のほうでおっしゃったＪＡＥＡ ＫＭＳですか、これは非常に結構なことであると思っ

ていて、これの主たる利用者は当然規制の準専門家の方々を念頭に置いておられると思います

けれども、例えば選定地域というか、候補として手を挙げようかと思っている人々の中で、調

べたいと思ったらアクセスできるようにして、そして専門家は、素人がこれを利用して何かや

るときに支援するという、そのぐらいの覚悟でこの情報の知識データベースを公開しているん

だというやり方をされるほうが、わかりやすくイメージ的な形でお金を使うよりも私はずっと

大切ではないかというふうに思います。そういう意味では、これは評価していると。ただ、対

象をもう少し広げられたらどうかと思います。支援体制ですね、それを利用するための。 

○松浦委員長 ありがとうございました。まだいろいろご意見あるかと思いますけれども、時

間の都合もあるので、次に移りたいんですが、しかし皆さんのご指摘というか、ご懸念のとこ

ろは、まさに共通のところがあると思うので、ぜひそのあたり、意見書の中に書き込んでいた
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だけるとありがたいと思います。 

 どうもご説明ありがとうございました。何か最後に言おうと思われたように見えたんですが、

何かおっしゃいますか。 

○太田 ご指摘いただいた点は、重々重要だというふうに承知しておりまして、特に国民との

相互理解を促進するという点につきましては、今後、原子力の基本計画の改定にもありますよ

うに、我々も単純に研究開発を進めるだけでなくて、そこの点についても重点的に取り組んで

いきたいというふうに考えております。どうもありがとうございました。 

○松浦委員長 ありがとうございました。では、次に進みます。 

 次は、高速増殖炉の安全性評価技術に関する研究についてでありまして、次世代原子力シス

テム研究開発部門の中井ユニット長にお願いいたします。 

○中井 次世代原子力システム研究開発部門の中井と申します。 

 高速増殖炉の安全性評価技術に関する研究ということで、これも開発研究の成果の活用とい

うことで、ＦＢＲサイクルの研究開発計画といたしましては、実用化研究開発として2006年度

より実施しておりまして、ＦａＣＴプロジェクトというふうに呼んでおりますが、そのＦａＣ

Ｔプロジェクトのフェーズ１が2006年から2010年ですが、今年度がちょうどその区切りになっ

ております。それで中身としては、革新技術に関する要素技術開発、実用施設及び実証施設の

概念設計、それから「もんじゅ」による研究開発と、こういうことで進めておりまして、2010

年度には国の評価を受けまして、革新技術の採否判断、性能目標達成度評価を通じたシステム

全体の妥当性、それから次のフェーズの開発計画の妥当性ということで、国の評価に基づき今

後の研究開発方針を具体化していくということで、2015年までに概念設計、それからそれ以降

の研究開発計画を取りまとめて、2025年ごろの実証炉の実現というものを想定しております。 

 それで、実用化に向けた革新技術といたしましては、新しく技術が入っているものを、こう

いうふうに従来とは違うところを特に示してございますが、燃料については高燃焼度、安全性

につきましては、特に炉心損傷対策ということで受動的な炉停止系を入れたり、燃料が損傷し

た場合でも再臨界が回避できるような仕組みなど、あと経済性を向上させるためにコンパクト

な原子炉構造として、ループ数については４ループから２ループシステムを採用し、さらに１

次系のポンプにつきましては中間熱交換器、ポンプを合体させる。それから、蒸気発生器伝熱

管に関しましては直管のタイプのものを用いまして、直管２重伝熱管の蒸気発生器をねらって

研究開発を進めておりましたが、製造施設等の課題等がございまして、防護管付きの伝熱管を

採用ということにしております。崩壊熱除去につきましては自然循環除熱方式、燃料取り扱い
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システムの簡素化、格納容器につきましては鋼板コンクリート構造、それから地震に対しまし

ては高速炉用免震システムの導入を考えております。 

 研究開発ロードマップと重点安全研究の関係ですが、研究開発のほうは、概念検討が2010年

度まで、次の段階として概念設計、それからサイト条件を考慮した設計をやって、2015年ごろ

から基本設計に入り、安全審査としては2018年ごろを想定しております。重点安全研究は2009

年度まで、それから第２期が2010年度から開始ということで、そのような区切りで１年ずれた

ような形になっております。具体的に安全審査に入る前には、実証炉用の指針、それから技術

基準等の整備が必要ということで、その前段階の準備としてこのような工程を想定してござい

ます。 

 それから、昨年の安全研究審議会、平成22年１月27日に開催されておりますが、それ以降、

安全研究専門委員会で主として技術的な内容を審議して、その委員会のもとで、さらに炉心損

傷に関しましては、特に専門家によるワーキンググループを２つつくっておりまして、１つは

炉心損傷試験、炉内外試験のワーキンググループ、もう１つはシナリオのワーキンググループ

でさらに審議していただいて検討を加えてきております。今年度につきましては、12月９日に

22年度の進捗等も審議していただいております。 

 それで、第１期重点安全研究計画と機構で実施している安全研究内容についてでございます

が、重点安全研究計画の第１期につきましては、平成７年に発生した高速増殖原型炉「もんじ

ゅ」でのナトリウム漏えい事故を踏まえ、高速増殖炉に特有のナトリウムの取り扱いにかかわ

る安全研究、それから高速増殖炉の安全設計・評価に必要な取り組みを実施することが必要と

いうことで、高速増殖炉の安全評価技術に関する研究を実施し、安全規制の基本的考え方、基

準類の基本的事項を検討する際に必要な判断資料の整備に資するという目的を持ちまして、研

究課題といたしましては、ナトリウムの化学反応に関する安全評価技術の整備、それからＡＴ

ＷＳ事象、Anticipated Transient Without Scram、炉停止失敗時の炉心損傷防止及び影響緩

和特性の実証、炉心損傷時の事象推移評価技術の整備、それからＰＳＡ技術の高度化という項

目に関して実施しております。その実施の成果、それから簡単に第２期に向けた取り組みとい

う形で整理させていただいております。 

 まず、１点目のナトリウム化学反応に関する安全評価技術の整備に関しましては、ナトリウ

ムの微少漏えいの早期検出、ナトリウム燃焼反応に関する実験的知見を整備する。それからナ

トリウム水反応に関しましては、反応ジェットの伝熱流動現象、管内伝熱特性を把握するため

のデータを取得するとともに、反応場近傍の混相流現象に関する評価を行います機構論的な解
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析コードを検証してございます。 

 ２点目のＡＴＷＳ時の炉心損傷防止及び影響緩和特性の実証につきましては、「常陽」にお

きまして実施しましたＡＴＷＳの予備試験、性能反応度を挿入して原子炉は停止しない状態で

事象推移を見たものでございますが、それを実施して、解析コードとの比較を行ってございま

す。それから自己作動型、自動的に温度が上がるとキュリー点によりまして磁力がなくなり炉

停止するメカニズムを用いた原子炉停止系、ＳＡＳＳと呼んでおりますが、それの主要構成材

料の照射試験、照射後試験を実施してございます。 

 それから、３点目の炉心損傷時の事象推移評価技術の整備につきましては、溶融炉心物質、

炉心が損傷して溶けた場合に炉心周辺への早期流出挙動を実験的に確認して、実用炉での再臨

界を回避できる見通しを示すとともに、既存試験と併せて安全評価手法の改良・検証・標準化

へ反映いたしました。また、その後の事象として、残存した燃料の除熱性に関する評価結果か

ら、シナリオとしては炉容器内で終息する見通しを得てございます。もう１つは、原子炉容器

内でとどまらずに、レベル２のＰＳＡを考えた場合には、原子炉容器外に事象が進展したとい

うことも想定して、ナトリウム、炉心デブリ、コンクリートの共存反応を想定いたしまして、

その要素試験と解析コードの改良・整備を実施いたしました。 

 ４点目、ＰＳＡ技術の高度化につきましては、「もんじゅ」のアクシデントマネジメントの

有効性評価へのＰＳＡ適用を通じまして、手法及び使用いたします信頼性データというものを

整備してございます。 

 それで、「もんじゅ」が起動しましたということもありまして、第２期では「もんじゅ」の

総合機能試験結果及び性能試験の結果をプラント動特性解析コードにより評価して、事故解析

を実施して、設計データ、安全評価データが十分保守側であることを確認してございます。こ

れは第１期の研究には入ってございませんでしたが、第２期よりこういうことの成果を踏まえ

て実施していくという予定にしてございます。 

 今、概況を述べましたが、それぞれもう少し詳しく成果についてご説明いたしますと、１点

目のナトリウムの化学反応に関する安全評価技術の整備につきましては、ナトリウムの微少漏

えいを早期に検出する試験を検討いたしまして、ナトリウムを選択的に検知する新しい手法、

レーザーを使ったシステムですけれども、その信頼性確認に必要な実験的知見を整備してござ

います。 

 ２点目としては、ナトリウムの燃焼反応のメカニズムを理解する上で、各種の試験を実施し

て、今後の検証のためのデータベースとして整備してございます。 
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 ３点目は、コンクリートと反応が競合する場合、ナトリウム・コンクリート反応で発生する

水素がナトリウムプール中を上昇しまして、燃焼面に到達するときにどういう反応挙動を示す

かというものを評価したもので、これは試験の絵でございますが、ナトリウム中に水素のガス

バブリングを行って、そのうち水素が再結合する割合を、酸素濃度をパラメータにして試験し

たものでございます。酸素濃度が高い場合には、ほとんど再結合して水素が消費されてしまい

ますけれども、酸素濃度が低い場合には、こういう関係式をもちまして再結合されないという

結果が得られてございます。 

 次は、ナトリウム水反応に関する成果でございますが、ナトリウム水反応時の反応ジェット

の流動現象を把握するための試験データを取得いたしました。さらに、伝熱管の水側ですが、

管の外側が急速加熱した場合の水側の熱伝達率の測定試験を行って、管内の伝熱特性を明らか

にしてございます。それから、右側に図をかいておりますが、機構論的な数値解析コードＳＥ

ＲＡＰＨＩＭというものを用いまして、ナトリウム水反応時の試験解析を行っておりまして、

温度、ボイド率等がおおむね評価できるということを確認してございます。 

 次に、ＡＴＷＳ時の炉心損傷防止、影響緩和特性の実証といたしましては、「常陽」を用い

ましてＡＴＷＳ模擬試験をＭＫ－Ⅲの第３サイクル運転で行っておりまして、そのときの出力、

それから原子炉の出口温度等を比較いたしまして、青線がプラント挙動解析ツールで、赤い線

が実験データでございますが、プラント挙動を解析できるということを確認してございます。

そのほか、ＭＫ－Ⅲの第３～第６運転試験におきまして、等温温度係数とか出力係数の測定を

行いまして、フィードバック反応度に関する測定を取得してございます。 

 それから、自己作動型の原子炉停止機構の主要構成材料を、こういう形で温度感知合金をこ

こで照射いたしまして、それをオンラインで磁気特性の変化を測定しております。その結果、

温度感知合金は、想定される照射場ではほとんど磁力に関する影響はなかったということを確

認してございます。 

 続きまして、ＦａＣＴプロジェクトで実用炉の炉心損傷時の影響として、再臨界が高速炉と

しては可能性があるんですが、それが回避されるような内部ダクトコードをつけた燃料集合体

を想定しております。その内部ダクトの有効性を評価するために、ＩＧＲというカザフスタン

にある研究炉を用いまして、燃料を溶融させてナトリウム中の管の中に、このダクトが破れる

挙動、それから排出する挙動というものを試験で求めております。図が余り鮮明ではないんで

すが、溶けた燃料は下のほうに速やかに排出されるということが確認されてございます。 

 続きまして、炉心損傷時の事象推移評価技術ということで、原子炉容器外に事象が進展して、
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想定されるナトリウム・デブリ・コンクリート反応を模擬するための試験を実施しました。ナ

トリウム・コンクリート反応に対して、発熱源の存在というものを模擬して入れて、ナトリウ

ム・コンクリート反応の進捗の度合いを把握いたしまして、こういうデータを整備しています。

それとＣＯＮＴＡＩＮ／ＬＭＲというコードを比較して、この現象が温度依存性を含めて模擬

できるということを確認してございます。 

 続きまして、ＰＳＡ技術の高度化といたしまして、「もんじゅ」「常陽」の運転・故障デー

タというものは継続して収集しておりまして、それを機器故障データベースとしてデータを拡

充してございます。これまでのデータをもとに、高速炉のＰＳＡを実施するための信頼性デー

タを整備いたしました。それを「もんじゅ」のアクシデントマネジメントの有効性評価に用い

たということを行っております。 

 それから、第１期のテーマではないんですが、今後、「もんじゅ」を用いましてプラント動

特性解析コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにつきまして40％定格条件、出力上昇試験の結果を用い

ましてコード検証を行って、裕度の定量化を行って今後の安全評価手法の高度化に反映してい

きたいというふうに考えております。 

 第２期の重点安全研究計画としては、安全委員会のほうで示されておりますのは、ナトリウ

ム漏えい燃焼及び水反応現象の評価手法の整備・高度化、それから「常陽」等原子炉及び照射

試験施設を利用した実験データの蓄積、それから炉心損傷の発生防止、あるいはその影響評価

をＰＳＡ技術を含めて整備すること、これを期待されておりますので、こういう５つのテーマ

について今後実施していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○松浦委員長 ありがとうございました。 

 まことに申しわけないんですが、時間が大分押せ押せになっておりまして、できましたら、

ここでは１項目だけご質問ないしはご意見いただいて、あとは記載でお願いしたいと思います。 

 何か特にございますでしょうか。どうぞ。 

○山下委員 手短に申し上げます。 

 ２ページ目にＦａＣＴの内容が書かれているんですが、実はＪＮＥＳでも、一応「もんじ

ゅ」の次の炉についての勉強みたいな技術基準を始めて、これは保安院の要請で検討し始めて

いるんですが、例えばさらっと被覆管について「材料を選定」と書かれているんですが、それ

は、今「もんじゅ」の、例えばＳＡＳＳの被覆管に係る安全評価をすると同じようなデータと

いうのは、このスケジュールにのっとってどこかでとられるのか、開発研究の中に入っている
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と理解すればいいんでしょうか。 

○中井 開発研究の中でデータをとる予定にしてございます。それで、実はご存じだと思いま

すが、「常陽」については、ただいま停止しておりまして、起動するまで…… 

○山下委員 実際のスケジュールは別にして、それはいわゆる純粋な開発研究のほうに入って

いるという理解をすればいいんですか。 

○中井 はい。 

○山下委員 あとテスタビリティーみたいなもの、例えば「もんじゅ」の使用前検査の場合だ

と、ＳＧ細管のＥＣＴどうするかというのが議論になったんですけれども、そういったものも

開発研究の中にずぼっと全部入っていて、いわゆるここの安全研究の中には出てこないという

ふうな理解をしておけばよろしいんでしょうか。 

○中井 ＥＣＴを用いた…… 

○山下委員 まあ、一例なんですけれども。 

○中井 はい。そういうようなものを具体的に「もんじゅ」を使いながら検証いたしまして、

そういったものも含めております。開発研究の中では、要するに安全に関係するといえば、か

なり広い部分も含まれるかなというふうに思いますが、ここで重点安全研究という意味では、

安全委員会のほうで重点安全研究化するということで、特にナトリウムの化学反応とか炉心損

傷とか、そういったところに着目されているということで、そういった対応をしたものをこち

らのほうで報告させていただいているということで、今言われたようなことについては、開発

研究の中でデータはとっていくというような計画でございます。 

○松浦委員長 ありがとうございました。まだご意見あると思いますけれども、恐れ入ります

が、記載として出していただきますようお願いします。 

 最後のご報告でありますが、放射線リスク・影響評価技術に関する研究でありまして、原子

力基礎工学研究部門の外川ユニット長にお願いいたします。 

○外川 原子力基礎工学研究部門の外川と申します。 

 それでは、最後になりましたが、放射線リスク・影響評価技術に関する研究についてご報告

いたします。 

 ここに示してありますのは、第１期重点安全研究計画とＪＡＥＡにおける我々の中期計画を

示したものであります。ここに「現行」と書いてありますけれども、これはちょっと誤解を招

きますけれども、第１期のことであります。我々のこの分野の研究では、原子力安全委員会が

利用可能な基盤技術を確立するために、最新の知見を取り入れた被ばく線量評価、環境中の放
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射性物質の挙動評価手法、それから放射線被ばくによるリスク評価手法を開発するということ

であります。それで、具体的にはここに４項目書いてございまして、放射性物質の動態解明、

複雑な地形における放射性核種の拡散影響評価に関する研究、放射線被ばく線量の測定・評価

に関する研究、ＤＮＡ損傷・修復過程シミュレーション研究ということが第１期の重点安全研

究計画であります。 

 一方、ＪＡＥＡの我々に関連する中期計画につきましては、環境動態研究として環境負荷物

質の包括的予測モデルシステムを構築するとともに、日本海物質循環モデルを開発すると。そ

れから、放射線防護研究といたしまして、線量評価法の信頼性を向上させるために、小動物の

データを人体に外挿する方法、臨界事故時線量計算システム及び国際放射線防護委員会、今後

ＩＣＲＰと略しますけれども、ＩＣＲＰが提案する最新モデルに基づく線量評価法を開発。最

後に、放射線影響解析研究といたしまして、ＤＮＡ損傷・修復シミュレーションの高度化を進

めるということが第１期の中期計画でありました。 

 それで、この表に示しますのは、第１期重点安全研究におけるこの分野の主な研究成果を示

してあります。環境動態研究と線量・影響研究における主な研究成果と、それがどこに反映さ

れ、あるいはどのような貢献をしたかということをまとめて示してあります。 

 まず、環境動態研究につきましては、世界版のＳＰＥＥＤＩ第２版を開発したと。日本海に

おける人工放射性核種データベースを開発した。それから、大気・海洋・陸域の包括的物質循

環予測モデルを開発しました。一方、線量・影響研究につきましては、臨界事故時における迅

速線量評価システムＲＡＤＡＰＡＳを開発しました。ＩＣＲＰの新勧告及び米国核医学の線量

評価用の放射性核種データベースを開発しました。それから、ＩＣＲＰの新勧告に対応したも

の、あるいは宇宙線強度の計算用の外部被ばく線量評価法を開発しました。最後に、任意の荷

電粒子によるＤＮＡ損傷過程を計算できるプログラムＴＲＡＣＩＯＮを開発しました。それで

本日は、特に成果が上がったと思われる、ここに下線を引いてございます４項目について、簡

単に概要を説明します。 

 環境動態研究につきましては、大気の部分と海の部分、日本海の部分という２つの顕著な成

果がありました。 

 まず、ＷＳＰＥＥＤＩ－Ⅱの完成につきましては、世界の任意の地点で原子力事故が起こっ

た場合に、放射性物質の大気中拡散、地表沈着、被ばく線量を計算するＷＳＰＥＥＤＩ－Ⅱを

完成させました。この計算コードの中では、特に放出源近傍の大気拡散と降雨沈着の予測性能

を大幅に改善したことが挙げられます。もう１つは、放出源情報がわからない場合、周辺のモ
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ニタリングデータから放出源を推定する機能と、欧米の同種の計算コードと情報交換を行うと

いう機能を追加してあります。この図に示しましたのは、チェルノブイリ事故時のセシウム

137の沈着量のＷＳＰＥＥＤＩ－Ⅱによる計算結果でありまして、チェルノブイリを中心とし

たチョウ形の高濃度分布を世界で初めて再現することに成功しました。このコードにつきまし

ては、今年の５月ですが、北朝鮮で核実験を行いまして、そのときにも情報を提供しており、

２週間にわたり文部科学省からプレス発表が行われております。それから、ＩＡＥＡ支援のた

めに、ＲＡＮＥＴ、これは緊急時の対応支援ネットワークでありますけれども、これにＪＡＥ

Ａは広島大学放射線医学総合研究所とともに参加しまして、万が一事故が起こった場合には、

このＷＳＰＥＥＤＩ－Ⅱが使われることになっております。 

 一方、日本海の核種移行解明につきましては、1994年から10年間以上にわたり、日本とロシ

アの排他的経済水域におきまして海洋調査を実施し、日本海での核種移行の特徴を解明しまし

た。これらのデータを用いまして、日本海の人工放射性核種データベース、これはＪＡＳＰＥ

Ｒと言われるものですけれども、これを開発するとともに、下の図に示したような核種分布の

マップを作成しました。このマップというのは、日本海での核種の分布や移行の特徴を示すば

かりでなく、今後何らかの事故で日本海に放射性核種が流入したときに、そのバックグラウン

ドデータとして使用されることが期待されます。このＪＡＳＰＥＲのデータベースは、世界最

大の海洋放射能データベースであるＩＡＥＡモナコ研究所のＭＡＲＩＳにデータを提供してお

ります。 

 次に、放射線評価研究につきましては、被ばく線量を評価するための放射性核種データベー

スを２種類にわたって完成しております。この放射性核種データベースと申しますのは、ある

放射性核種が崩壊したときに、どのような種類の放射線がどのくらいの割合で出るかというこ

とを系統的に評価・解析したデータベースであります。２つございまして、１つは核医学で非

常に重要となる放射性核種に対して、Ａｕｇｅｒ電子スペクトルを詳細にしてデータベースを

完成させました。これにつきましては、対象核種を333に拡張しまして、米核医学のＭＩＲＤ

というデータベースの第２版を完成させております。このＭＩＲＤは、核医学で世界をリード

しております米核医学会のデータベースとして世界的に広く利用されております。 

 もう一方の放射性核種データベースでありますけれども、これについては、1,252核種のデ

ータベースを完成して、この精度が認められまして、ＩＣＲＰのＰｕｂ.107というもので刊行

されております。この107は、原子力機構からのデータのみで構成されておりまして、このよ

うな日本からのデータベースのみで構成されたＩＣＲＰの出版物は、これが最初となっており
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ます。今後は、ＩＡＥＡや日本を初め、各国でこのデータが使用されるものと期待されます。 

 次に、線量評価研究のうち、被ばく線量評価手法の開発でありますけれども、２種類ござい

ます。１つは、原子力機構で開発しました粒子（重イオン）輸送計算コードとＩＣＲＰの標準

的なファントムを組み込まして、線量評価手法を確立しました。この評価手法を用いまして、

100ＧｅⅤまでの中性子、陽子、ヘリウムイオンに対する外部被ばく線量換算係数を計算しま

した。この手法は、ＩＣＲＰのＰｕｂ.110として既に刊行されています。それから、このよう

に計算したデータにつきましては、平成23年度、３冊のＩＣＲＰのパブリケーションで順次公

開される予定となっております。 

 もう１つは、航空機搭乗員の被ばく評価を行うために、宇宙線被ばくの線量を迅速かつ高精

度で計算できるプログラムＥＸＰＡＣＳを開発しました。このＥＸＰＡＣＳは、地球モデル、

大気モデル、それから宇宙線の入射スペクトルを、先ほど示しました計算コードＰＨＩＴＳに

入力しまして、膨大な計算を行うということによってなし遂げられています。ただ、この計算

が非常に膨大になるために、緯度、経度、高度などをパラメータとしました簡易計算式を導出

して、計算時間の大幅な短縮も図りました。この簡易計算式は、放医研が開発した航空機搭乗

員被ばく線量評価システムＪＩＳＣＡＲＤ－ＥＸに提供されまして、航空機搭乗員の被ばく管

理に使用されております。 

 それで、このような第１期の成果を勘案しまして、第２期重点計画とＪＡＥＡにおける中期

計画は、以下のような項目が提案されました。 

 重点計画につきましては、放射性物質の環境挙動と分布の最適評価法の開発を行う。放射線

防護研究については、ＩＣＲＰの2007年勧告に伴う内部被ばく計算コードの開発や新たな防護

のニーズに応える被ばく線量評価研究を行うと。それから、ＤＮＡの損傷・修復解明や線質係

数の高度化に資する研究を行うという３項目であります。 

 それから、ＪＡＥＡの中期計画につきましては、大気・陸域・海洋での包括的物質動態モデ

ルシステム、第１期で開発しましたモデルを原子力施設周辺に適用して妥当性検証を行うとと

もに、モデルの検証用データを取得する。それから、放射線防護研究につきましては、ＩＣＲ

Ｐ勧告の取り入れに必要な線量換算係数データベースを完成し、また、ＤＮＡ・細胞レベルで

の放射線応答モデル、生物学的線量評価法を開発するということになっております。 

 それで、具体的に何を行うかということの概要と国内外の動向を絡めまして簡単にご説明し

たいと思います。 

 まず、最適評価法の開発につきましては、近い将来、青森の六ヶ所で再処理施設が稼働し、
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クリプトン85、カーボン14、トリチウム、ヨウ素129などが環境中に放出されます。また、国

連科学委員会のＵＮＳＣＥＡＲ2000レポートにおいては、希ガス、ヨウ素がここ20年間で約二

けた減少したことにより、カーボン14とトリチウムの相対的影響が大きくなっているというこ

とが指摘されております。そこで、立地評価では安全が確認されておりますけれども、原子力

施設周辺の住民に安心を醸成するための努力が必要であるということで、我々は炭素14、トリ

チウム129、それからアクチノイドキャリアとしての有機炭素の動態解明を行い、それに基づ

いて局地的な循環モデルを開発する予定であります。この手法といたしまして、我々が今まで

培った計算シミュレーションと周辺地域の環境モニタリングデータを統合することによって、

最適手法を構築する予定であります。 

 それから、２つ目の研究課題といたしまして、安全審査指針の高度化の動き、あるいは最近

自治体等が核テロに対する国民保護訓練を実施するというようなことがあります。このような

動きに対応しまして、建築物とか複雑地形を考慮できるような最新の大気流体拡散モデルの開

発を予定しております。 

 これが最後になりますけれども、放射線防護研究につきましては、ＩＣＲＰが2007年に新し

い勧告を提示し、今後、関連の出版物が次々に出されます。これに対応するために、国内基準

の策定に必要な被ばく線量評価手法を開発する必要があります。特に、内部被ばく線量コード

の開発とか遮へいデータベースを整備するということを我々は目指しております。 

 それから、２つ目の課題といたしまして、放射線治療とか診断が増加したり、あるいは人間

が地球を飛び出して宇宙で活動するというようなことがありますので、そういった新たな防護

のニーズに応える被ばく線量評価研究が必要となります。これにつきましては、前者の放射線

治療につきましては、ＣＴを受けるときにどのような被ばく線量になるかということ、手法を

大分看護大学と協力してやっている最中で、このシステム、ＷＡＺＡ－ＡＲＩというコードシ

ステムを開発中であります。後者の人間活動、地球を飛び出してということにつきましては、

宇宙等の高エネルギー、高線量における被ばく線量評価手法を開発する予定でありまして、こ

れについては、国際宇宙ステーション「きぼう」におけるファントム実験を用いた線量評価研

究を予定しております。 

 最後となりますけれども、我々は、科学技術先進国といたしまして、ＩＣＲＰとかＩＡＥＡ

の国際基準に貢献する必要がありまして、これにつきましては、最新の知見を計算コードとか

データベースに取り入れまして、こういったデータベースを開発する。それから線質係数の高

度化を行う、低線量に関する基礎的知見を得るということを目指しております。 
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 以上です。 

○松浦委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご報告に関しまして、ご質問あるいはご指摘ございましたらお願いい

たします。どうぞ。 

○草間委員 今ご報告ありましたように、原子力基礎工学研究部門でやっておられる研究等は、

今ご説明ありましたように、大変、国際機関でも評価されているということをぜひ皆様にご認

識いただきたいと思います。 

 私、やっぱり安全研究というのは、使えるデータを出し、あるいは使えるフレームワークを

つくっていくというのが大変重要じゃないかと思いますけれども、ここは限られた人数で、し

かも少ない予算で大変国際的に貢献しているというのをぜひ皆さんに知っていただく必要があ

るんじゃないかと思いまして、発言させてもらいました。ますます今後の、本当にＩＣＲＰに

これだけ日本が貢献するようになったというのは、大変うれしいことだと思いますので、ぜひ

皆さんご評価いただきたいと思います。 

○外川 高い評価をどうもありがとうございます。 

○松浦委員長 どうもありがとうございました。 

 ほかに何かございますか。よろしゅうございますか。 

 少々、議長のタイムコントロールといいますか、タイムマネジメントが悪くて、時間をオー

バーしてしまいまして、申しわけございませんでした。 

 きょうのご報告、あるいは質疑応答で何か言い残したとか思い出したということがありまし

たら、ぜひ紙に書き置いていただくか、ないしは事務局のほうへお届けいただきたいと思いま

す。 

 最後の議題でございますが、これは本審議会の報告書の案に関するものでありますが、既に

前回の例もございますので、その点を考えて今回の審議会の報告書をつくることになると思い

ますが、事務局のほうからこの点についてご説明いただけますか。 

○中村研究計画調整室長代理 それでは事務局のほうから、本日の資料、安研審８－12、お手

元に、本日の審議を踏まえてまとめようとしております報告書の案というか、構成を出させて

いただいております。この構成は、これまで毎年度行っていただいておりますご審議を踏まえ

まして、どういう形で評価を行ってきているかとか、その実績とか、そういったものをまとめ

た上で、３ポツのところから評価結果をまとめております。ここでは、昨年度の委員会で平成

17年度から20年度までの成果について評価いただいたということで、この報告書のまとめの参
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考として、20年度までのものを書いてございます。これに、本日行いましたプレゼン等を参考

にご意見をいただいて、いただいたもので報告書をまとめたいと思っております。３．２のと

ころには、所見等で安全研究委員会とか関連する委員会の評価結果をお示ししておりますが、

それも載せるという形で、これも昨年度までの報告書の形に倣っておりますが、まとめて案と

してございます。 

○松浦委員長 以上でよろしゅうございますか。 

 今ご説明がありましたが、前回どのようにおまとめになったかというのは私は存じないんで

すが、そのでき上がった前回のものが参考として出ておりますし、いわば前回でほとんどのと

ころが実はカバーされているわけですが、きょうのご報告でそれに追加するという形で今回の

審議会の報告になるというふうに私は理解しますが、それでいいわけですね。 

○中村研究計画調整室長代理 あと、ご意見ですけれども、事前に電子媒体でお送りしました

所見記入表と、本日お書きいただいたものを残していただいて、さらにご意見がある場合は、

メール等で事務局のほうに送っていただきたいと存じます。それを取りまとめたものをメール

で配付させていただいて、委員長に了解いただいた上で最終版としてまとめたいというふうに

考えております。 

○松浦委員長 では、そのように進めたいと思いますので、ぜひご協力をお願いいたしたいと

思います。 

 次回会合等今後のことについて、事務局から連絡があるということですが、これは更田さん

からお願いできますか。 

○更田副センター長 本日は貴重なご意見を賜りまして、どうもありがとうございました。 

 記入シートをお配りするのが遅くなってしまいまして申しわけありませんが、お書きいただ

いたものは机の上に残していただきたいと思います。電子ファイルでも既にお送りをしており

ますけれども、それに記入して送っていただいても結構ですが、お忙しいところ、まことに恐

縮ですけれども、１月14日までにお送りいただければ大変幸いです。貴重なイブの時間をいた

だいてしまって、本日は遅くなって、まことに申しわけありませんでした。 

 以上です。 

○松浦委員長 テーブルに配付していただいたのは、メールで入れていただくわけですか。こ

れに書き込んで返せばいいわけですか。 

○更田副センター長 はい。今、手書きで書き込んで残していただいても結構ですし…… 

○松浦委員長 それは、きょうここにという意味。 



 －71－

○更田副センター長 はい。事実上、難しいでしょうから、既に様式はお送りもしているんで

すけれども、改めて確認のためにもう１回配付させていただきますけれども、そこへ記入して

いただければと思います。 

○松浦委員長 ということでございます。時間は１月14日ということで随分厳しい要求だと思

いますけれども、（笑）可能な限り、よろしくご協力をお願いいたします。 

 本日は、ちょっと先ほど申しましたが、時間配分等少し不調法いたしまして、時間をオーバ

ーして申しわけありませんでした。非常に長時間にわたりまして熱心にご議論いただきまして、

ありがとうございます。 

 それでは、以上で本日の会議を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。 

午後５時４８分 閉会 


