理事長ごあいさつ

国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構
理事長

平素より、国立研究開発法人日本原子力研究開

先端成果の創出につなげ、また、医療用放射性同

発機構（原子力機構）の研究開発業務に関し、多

位元素製造などが可能な高速実験炉「常陽」につ

大なご理解とご支援を賜り誠にありがとうござい

いては、運転再開に向けた新規制基準対応を計

ます。

画的に進め、運転再開を目指してまいります。ま
た、バックエンド対策については、特に、東海再処

現在、カーボンニュートラル実現等の日本の将

理施設の高放射性廃液の貯蔵に係るリスク低減

来を見据えた「エネルギー基本計画」等の具体化

等を最優先事項として取り組むとともに、「もんじ

に関する議論がなされております。その中で我が

ゅ」「ふげん」の安全かつ着実な廃止措置を進めて

国唯一の原子力に関する総合的研究開発機関で

まいります。

ある原子力機構の果たすべき使命は誠に重大で

さらには、双方向コミュニケーション活動及び科

あり、その実現に向けて強い責任感をもって行動

学的知見等に基づく客観的な情報提供等による

してまいります。

社会や立地地域の信頼の確保と、適切な情報セキ

原子力機構の使命は、「原子力科学技術を通じ

ュリティ対策の実施に取り組みます。

て、人類社会の福祉と繁栄に貢献する」ことです。

原子力機構の全職員が危機感とコンプライアン

全ての業務の実施に当たっては安全を最優先とす

ス意識を持ち、社会から付託された原子力機構の

るという大前提の下、第4期中長期目標に従い、原

業務の目的を今一度正しく理解・共有してベクト

子力の研究開発を戦略的に推進してまいります。

ルを合わせて業務を進め、より多くの成果を生み

原子力機構には、「研究開発活動とバックエンド
対策の両立」と「イノベーションの創出」に向けた
「挑戦」が課せられております。中でも、カーボンニ
ュートラルへの貢献やイノベーション創出に向け
て、JRR-3やHTTRといった試験研究炉を計画
的かつ着実に運転し、外部からの利用も含め、最

出して社会実装に繋げるとともに、その成果を分
かりやすく、的確かつタイムリーに発信し、原子力
機構が社会に貢献し続ける組織であることを社会
に認めてもらえるように、取り組んでまいります。
引き続き、皆様のご理解とご指導を賜りますよ
う、よろしくお願いいたします。
2022年4月

将来ビジョン「JAEA 2050 ＋」
https://www.jaea.go.jp/JAEA2050/

わが国の政策目標を踏まえ、将来にわたって社会に貢献し続ける
ために、将来ビジョン「JAEA 2050 ＋」を策定しました。
2050年に向けて、何を目指すか
●原子力のポテンシャルを最大限活用し､将来社会の変革に向けた貢献を目指す
1.原子力科学技術で､気候変動問題の解決に貢献する
2.安全性を向上させた核燃料サイクルを含むエネルギーシステムにより､エネル
ギーの安定確保に貢献する
3.原子力科学技術を通じて未来社会(Society5.0)の実現に貢献する
●福島第一原子力発電所事故の反省の上に立って原子力安全の価値を再認識した
新原子力 の実現を目指す
新原子力 ：従来の取組を超えて、将来社会への貢献を目指し、社会との双方向の
対話とともに以下の実現を目指す新たな取り組み
▶一層の安全性向上を含む｢S+3E｣と社会的課題の解決に応える原子力科学技術
システムの構築
▶他分野との積極的な融合によるイノベーションの創出
● 新原子力 の実現に向けて、原子力をめぐるELSIを含めた諸問題にも原子力
科学技術を駆使して挑戦し､解決策を提案する

原子力機構の将来ビジョンの全体像

気候変動問題
の解決

エネルギーの
安定確保

原子力のポテンシャルの最大限の追求
他の科学技術分野との協働・融合
未来社会
（Society5.0）
の実現
安全最優先
原子力をめぐるELSIの対応
国際協力・国際貢献
地域の発展への貢献

2050年に向けて、何をすべきか
新原子力 実現のための研究開発

持続可能な原子力利用のための取組･挑戦

6つの研究テーマを設定し、多岐にわたる研究開発を横断
高温ガス炉、
高速炉
的かつ戦略的に推進する

●「放射性物質のコントロール」
と
「デコミッショニング改革」
を通じて､バックエンド問題に着実に取り組み､原子力科
学技術の研究開発のサイクル
社会から信頼・受容され、
を構築する
持続可能な原子力利用

事故耐性燃料（ATF）
被覆管材料の開発

●東京電力福島第一
原子力発電所事故
を受けた安全性向上
のための研究等
加速器駆動
システム（ADS）

●より合理的な放射性廃棄物
の処 理 処 分のための研 究
開発等

原子シート物質を
用いた新材料合成

安全の追求

放射性物質の
コントロール

革新的原子炉
システムの探求

原子力の
エネルギー

デコミッショニング
改革

原子力科学技術
を通じた科学の発展

高度化・
スピンオフ
●新材料の開発
●爆発物検知システム
開発等

●さまざまな原子炉システム
の概念検討等
放射能分布の
可視化技術

●最先端技術による安全・迅速・
効率的な廃止措置技術開発等

新知見の創出
●健康モニタリング用
デバイスの研究
●量子ビームを利用した食品研究等

ウェアラブル
デバイスの研究

国際協力・国際貢献、地域の発展
●原子力先進国との研究開発協力､国際機関や原子力新興
国への貢献､研究開発成果の国際社会への普及･展開等
に積極的に取り組む
●核不拡散､核セキュリティの体制強化に貢献していく
●地域の一員として､地域の発展のために貢献していく
・地域の方々の一層の信頼感の醸成
・地域の暮らしへの貢献
・地域社会とのパートナーシップの構築
・未来の科学者･技術者の育成への貢献

・将来の原子力利用につながる､
これまでの原子力利用で発生し
た 原子力レガシー への取組､
新たな産業分野づくりへの貢献
・環境負荷低減に向けた取組への
挑戦

をめざす

原子力科学技術の
研究開発の持続的な
サイクルを確立
原子力レガシー
への取組

環境負荷低減
への挑戦

組織づくりと人材確保･育成
●原子力コミュニティだけにとどまらず､他分野のセクター
と連携･協働し､将来社会に貢献できる組織をつくる
●幅広い分野からの人材の確保･育成を進める
機構が目指す人材像
・グローバルな活躍の成果を社会実装できる人材
・新しい モノ や価値を創造できる人材
・さまざまな分野で活躍できる人材
・協働して施設の安全確保に貢献できる人
・対話により社会との相互理解を深められる人材
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福島研究開発部門
https://fukushima.jaea.go.jp/

東京電力ホールディングス福島第一原子力発電所（1F）の廃止措置と、
福島の復興に向けた研究開発に取り組んでいます。
拠点

福島

1F廃止措置に係る研究開発
1F廃止措置等に向けた中長期ロードマップ、原子力損害

東海

大洗

環境回復に係る研究開発
「福島復興再生基本方針」を的確に遂行すべく、福島県環

賠償・廃炉等支援機構（NDF）が策定する戦略プラン等の方

境創造センターにおいて、福島県、国立環境研究所と連携し、

を着実に実施するとともに、研究基盤の整備及び人材の確

めています。

針及び中長期的な視点での現場ニーズを踏まえ、研究開発
保・育成にも注力しています。

また、廃止措置等を実施する現場へ技術提供を行い、より

安全性や効率性の高い廃止措置等の早期実現と原子力の安
全性向上に貢献します。

【1F廃止措置作業のロードマップ】

2011年12月

第1期

2013年11月

現在

冷温停止から
30〜40年後

2021年12月

放射性物質により汚染された環境の回復のための調査及

び研究開発を行います。森林、河川域などの広いフィールド

を対象とした放射性物質の環境動態に関する研究を行うとと
もに、その成果を基に放射線量の可視化と将来予測が可能

なシステムを提供するなど、調査・研究開発の実施とその成
果の普及を図ります。

第3期（30〜40年後）

第2期（10年以内）

【環境創造センター中長期取組方針】

適用期間は、2015年度から2024年度までの10年間。環境創造センターの事業は、
前例がないものであることから、3つのフェーズによる段階的な取組方針とする。

使用済燃料の取出し（1〜6号機）

廃止措置
作業項目

環境創造センター中長期取組方針を踏まえた研究開発を進

フェーズ1

燃料デブリの
取出し

除染・調査等

（1〜3号機）

シナリオ・技術の検討、装置の設計・製作

フェーズ2

フェーズ3

（2015〜2018年度） （2019〜2021年度） （2022〜2024年度）

解体等

中長期取組方針（10年間）

フェーズ2（2019〜2021年度）における取組み
環境動態や環境創造に重きを置きつつ三者で連携しながら調査研究を進める。
●長期的な放射性物質の環境動態や環境影響評価に関連した研究
●放射性物質の分析手法の開発・高度化
●除去土壌や汚染廃棄物等の保管、減容、再生利用及び処分に関する調査研究 等

＜原子力機構で実施している技術開発＞

炉内状況把握、デブリ取出し・性状把握、
遠隔技術開発、放射性廃棄物性状把握・処理・処分等

経済産業省「廃炉の大切な話（2019.3）」をもとに作成し、第5回中長期ロードマップ改訂版を反映

フェーズ3以降(2022年度以降)については、
フェーズ2での三者の取組成果等を評価した上で
改めて策定

研究開発体制
廃炉環境国際共同研究センター

国内外の英知を結集する拠点 国際共同研究棟

楢葉遠隔技術
開発センター

福島県
富岡町
（1F近傍）

遠隔操作機器･装置の実証試験等

連携

連携

大熊分析・
研究センター
放射性廃棄物､
燃料デブリ等の分析･研究
（施設管理棟は運用中）

成果の共有
環境動態・放射線モニタリング等の研究開発

福島県
三春町

福島県楢葉町（1F近傍）

福島県
南相馬市

福島県大熊町（1F敷地隣接）

＊福島県環境創造センターに駐在

連携・協力
【国内外の大学・研究機関等】
【福島県、環境省】
【東京電力HD・IRID ・NDF】
【茨城県の東海・大洗地区における原子力機構特有の核燃料・放射性物質の使用施設、照射施設等の利活用】
＊

＊IRID:技術研究組合国際廃炉研究開発機構

1Fの廃止措置と福島の環境回復に貢献します。
廃止措置等に向けた研究開発

研究開発基盤の整備

廃炉環境国際共同研究センター

楢葉遠隔技術開発センター

＜金属系材料の溶融、移行挙動に係る加熱試験＞

廃炉作業に必要な遠隔操作設備・装置
（ロボット等）
の実証試
験や作業訓練等を行うための施設です。
燃料デブリの試験的取
出しの安全な実施に向けて、原子炉格納容器（PCV）の内部詳
細調査用実規模モックアップ試験を実施します
（下図参照）
。

模擬燃料集合体（形状を維持）
制御棒（一部未溶融状態で下部へ移行）

廃炉作業に係るものに限らず、さまざまなロボット等の開
発・実証試験を行うこともできます。また、試験設備の高度化
を目的とした原子力機構自らの技術開発も実施しています。
資料提供：IRID
格納容器

落下した溶融物がコンクリートを侵食

＜放射性物質の可視化技術の開発＞
帰還困難区域や1Fサイト内で作業する方々の被ばく線量
の低減や除染計画の立案に資するため、
放射性物質の可視
信号処理基盤

化技術を開発しています。

光学カメラ

開発した小型コンプトンカ
ガンマ線

メラを小型ロボットに搭載し、
原子炉建屋内の高線量部位
の把握に貢献しました。

ガンマ線センサー

高線量部位

1.0

PCV内部調査用モックアップ試験設備
（実物大試験設備）

大熊分析・研究センター
１F事故によって発生した放射性廃棄物や燃料デブリの性
状を把握するための分析と研究を行う放射性物質分析・研究
施設を整備しています。施設管理棟は運用中で、居室・会議
物等の分析を行う第1棟は建設中です。燃料デブリの分析を

0.7

行う第2棟は今後建設していきます。
,-.,

0.6
0.5

X-6ペネ接続構造

室から構成、低・中線量のガレキ類、焼却灰、水処理二次廃棄

0.9
0.8

小型コンプトンカメラ

アーム型アクセス装置

PCV内部調査用モックアップ試験設備
（概念図）

0.4
0.3
0.2

第1棟完成予想図
測定室

空調衛生機械室

0.1

小型ロボット

0.0

鉄セル室

環境回復に向けた研究開発
廃炉環境国際共同研究センター

グローブ
ボックス室

フード室

＜研究成果情報の発信と解析ツールの整備＞
環境動態研究で得られた知見を科学的根拠に基づき、
わか
りやすく広く公開する情報サイトの整備を実施しています。

＜モニタリング手法及び被ばく評価手法の確立＞
線量率モニタリング、ダストモニタリング、被ばく線量予
測等により復興再生拠点の整備検討等の国、自治体にお

森
川

ける施策決定に貢献しています。

川

海
海

福島総合環境情報サイト
（FaCE!S）
〜福島の環境のいまとこれから〜
https://fukushima.jaea.go.jp/ceis/

線量率モニタリングの例
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安全研究・防災支援部門
https://www.jaea.go.jp/04/nsrc̲neat/

原子力の安全を脅かす現象の解明や様々なリスク研究を
通じて、安全規制や防災等を支援します。
拠点

東 海（ 原 科 研 ）

ひた ちな か

リスク情報を活用した安全性の継続的改善に関する取組
原子力施設の安全性向上のために多様な研究を分野横断的に展開します。事故・故障・国際情報等の収集・分析や安全研究
から得られるリスク情報を活用して、安全性の改善や実効的な原子力防災の実現に向けて成果を発信します。

原子力安全規制に貢献するための安全研究
福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、原子力施設に安全上大きな脆弱性が残らないよう、課題の重要度に応じた安
全研究を実施しています。
原子力規制委員会のニーズ等に沿って中立性及び透明性を確保しつつ研究を実施し、規制基準類の整備、事故・故障原因
の究明及び原子力施設の安全性確認等に活用します。

設計基準を超える過酷事故への対応に重点を置いた研究
シビアアクシデント シビアアクシデント
防止研究
評価研究
設計基準事象への対応
設計基準を超える条件で
の炉心溶融の防止

原 子 力 施 設 のリスク
を評価する手法の高
度化

外的事象に関する研究強化

環境影響評価・
被ばく評価研究
原子力事故時の
環境・人体の防護

大規模な自然現象（地震・竜巻等）、
航空機衝突等

重点化

研究分野と研究施設・装置
燃料安全

熱水力安全

原子炉安全性
研究炉
（NSRR）

軽水炉 大型格納容器実験装置
施設の
（CIGMA）
安全性

燃料試験施設
（RFEF）

大型非定常試験装置
（LSTF）

再処理安全

サイクル施設
火災実験装置
（ACUA）

保障措置

臨界安全

核燃料
サイクル
施設の
安全性

高度環境分析研究棟
（CLEAR）

臨界実験装置
（STACY）
※設備更新中

廃棄物安全

バックエンド研究施設
（BECKY）

原子力防災等に関する技術的支援
人材と情報、そして技術力で原子力防災活動を支えます。
緊急時の役割
原子力機構は、災害対策基本法等で定める指定公共機関として、原子力に関する緊急時には、国の原子力災害対策本部
や現地対策本部の活動を技術的に支援します。
原子力緊急時支援・研修センターは、原子力災害対応において技術支援の拠点です。

現地対策本部
原子力災害
対策本部

自治体
対策本部

住民
防護

原子力災害
合同対策協議会

（官邸・ERC）

緊急時モニタリング支援
避難退域時検査支援

要請
情報提供

緊急時
モニタリングセンター

防災資機材の提供

専門家派遣
技術的支援

防護活動

原子力緊急時支援・
研修センター
（原子力機構）

緊急時支援のための本部機能

モニタリングのための専門家派遣

特殊車両の現地派遣

平常時の役割
国及び地方公共団体の原子力防災訓練等や原子力防災関係者の育成を支援しています。
また、原子力防災体制の強化を支援するための調査研究を進めるとともに、国外の原子力災害に対する支援要請や防災体
制の強化への対応を行っています。

!"

避難退域時検査訓練への要員派遣

警察・消防、対策本部要員等への
多様な研修を実施

屋内退避施設の被ばく低減効果の解析
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原子力科学研究部門
https://snsr.jaea.go.jp/

原子力の基礎基盤に支えられた新たな技術の創出と、
研究開発人材の育成に取り組んでいます。
拠点

東 海（ 原 科 研 ）

播磨

原子力基礎基盤研究及び先端原子力科学研究の推進
原子力・放射線の安全な利用を先導し、
新しい科学技術や産業を創出します。
原子力基礎基盤研究では、原子炉、その燃料と構造材料の性能向
上、放射性核種等の環境中でのふるまい及び放射線の性質に係る研

原子力基礎基盤研究

原子力の基礎基盤を支える人材の育成を行いつつ、革新的な原子力
利用技術の創出に資する基礎的・基盤的な研究開発を着実に実施。

基礎基盤的データの
取得･蓄積

低減及び原子力の安全性向上等の社会ニーズに対応した課題解決に
貢献します。
先端原子力科学研究では、世界最先端のアクチノイド先端基礎科学
及び原子力先端材料科学研究を推進し、世界における中核的機関とし
ての役割を果たします。新原理・新現象の発見、新物質の創成など、既
存の枠を超えた新たな知見の獲得を目指します。
さらに、原子力機構が有する基盤施設を活用して、課題解決能力の

革新的技術
の創出

原子力基礎基盤
研究の推進

究を進め、原子力科学における技術基盤を体系的に強化します。また、
開発した技術を活用して、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度の

原子力開発を
支える人材育成

●
●

核工学･炉工学
燃料･材料工学

●
●

原子力化学
環境･放射線科学

●
●

軽水炉基盤技術
分離変換技術

先端原子力科学研究

原子力科学の発展に先鞭をつける学術的・技術的に極めて強いイン
パクトを持った世界最先端のアクチノイド先端基礎科学及び原子力先
端材料科学研究を実施。

アクチノイド
先端基礎科学

原子力先端
材料科学

・凝縮系科学、重元素科学等 ・エネルギー変換材料科学等
→ 核変換、MA核データ等
→ 熱電材料、多機能材料等

高い研究者・技術者の研究開発現場での育成に取り組みます。

原子力の安全性向上のための研究
軽水炉等の安全性向上及び安全な廃止措置技術の開発に必要となる基盤的な
研究開発を推進します。
軽水炉等の安全性・信頼性向上に係る、推進・規制の双方の技術基盤構築に貢献します。
このために、事故発生リスク低減と
拡大防止／安全・着実な廃止措置に係るデータの整備やコード開発等の基礎基盤研究を進めます。

原子力基礎基盤研究
核工学
熱流動工学
燃料・材料工学
原子力化学

安全着実な廃止措置

・廃止措置のための核種組成・放射化量評価手法開発
・廃止施設の長期健全性解析技術開発
・放射性核種の分布測定法・定量分析法開発

事故発生リスク低減

・事故耐性燃料被覆管候補材料の成立性に係る技術開発
・原子力施設の経年劣化挙動予測モデルの開発
・炉心熱流動解析技術の高度化

事故拡大防止

・過酷事故時炉心溶融進展解析手法の高度化
・放射性物質挙動解析技術開発

高レベル放射性廃棄物の減容・有害度低減のための
加速器を用いた核変換技術の研究開発
使用済燃料に含まれる有害な物質（マイナーアクチノイド*）を分離して、
ド
加速器を用いて核変換する技術を開発しています。＊マイナーアクチニ
ともいいます。
原子力発電で発生する使用済燃料を再処理して排出される高レベル放射性廃棄物には、
人
体摂取時の放射性毒性が強く、
寿命が長い
（〜数百万年）
マイナーアクチノイド
（ＭＡ）
が含ま
れます。
ＭＡを原子核反応によって毒性が弱く寿命が短い物質や放射線を出さない物質に変
換
（核変換）
することで、
放射性廃棄物の処分を容易にすると共に放射性物質の有害度を低減
することができます。
核変換を実現するために、
高レベル放射性廃棄物からＭＡを高い効率で
「分離」
して環境負
荷を低減するプロセスと、
分離したMAを安全に効率よく核変換する加速器駆動未臨界システ

MA

ム
（ Accelerator-Driven System, ADS ）
の研究開発を進めています。
ＡＤＳの設計例

Ｊ−ＰＡＲＣによる最先端研究の推進
中性子科学研究の世界的拠点として、科学技術・
学術の発展、産業の振興を支えます。

ハドロン実験施設
主リング（MR）

物質・生命科学
実験施設

大強度陽子加速器施設J-PARC（Japan Proton Accelerator Research
Complex）は、原子力機構と高エネルギー加速器研究機構が共同運営する多目
的研究施設で、世界最高レベルの陽子加速器によって得られる、中性子、ミュオ

ニュートリノ実験施設
3 GeVシンクロトロン

ン、ニュートリノなどの多様な２次粒子を利用して、基礎科学から産業応用まで最

核変換研究のための
実験施設予定地

先端の研究成果を創出しています。物質・生命科学実験施設では、世界最高強度

リニアック

のパルス中性子を利用して、様々な物質、材料に関わる学術的研究や電池開発

JーPARC（茨城県東海村）

等産業の振興に関わる研究が展開されています。

中性子や放射光を利用した研究開発
中性子と放射光を使った先端的なミクロ構造解析及び機能解析ツールを
駆使して、原子力科学、原子力利用に資する物質・材料科学研究を推進します。
原子力機構の有する中性子や放射光を利用した先端分析装置を高度化するとともに、新たな分析技術を開発することで、幅
広い科学技術・学術分野における革新的成果・シーズを創出します。さらに、先端分析技術によって得られる新たな知見を原子
力基礎工学研究や先端原子力研究等に提供することで当該研究の推進を加速します。

研究炉

JRR-3

炉室（左）及びビームホール（右）

大型放射光施設

SPring-8 BL22XU（左）及びBL23SU（右）
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高速炉・新型炉研究開発部門
https://www.jaea.go.jp/04/fbr/top.html

将来にわたりエネルギーを安定供給できる安全性の高い新型炉と
燃料サイクルの実現のため、研究開発に取り組んでいます。
拠点

大洗

敦賀

高速炉・新型炉研究開発部門の役割
高速炉・新型炉研究開発部門では、将来におけるエネルギー持続可能性、安全性／信頼性、経済性等の向上を目指し、高速

炉／高温ガス炉等の新型炉及び燃料サイクル技術の研究開発に取り組んでいます。
また、以下の研究開発にも取り組み、廃止措置に係る

環境技術開発を進めております。

○福島第一原発の廃止措置等に向けた研究開発
○材料試験炉の廃止措置計画及び技術開発

○廃止措置・放射性廃棄物処理処分に係る技術開発
○レーザー応用研究に係る技術開発

材料試験炉

固体廃棄物減容処理施設

ふくいスマートデコミッショニング
技術実証拠点

高速炉サイクルの研究開発の意義
高速炉は、一般の原子力発電所（軽水炉）の使用済燃料から回収されるプルトニウムを効率的に利用することが可能であり、

中長期的には、99.3% を占める核分裂しないウランをプルトニウム燃料に効率的に変換することで資源の有効利用と我が国
のエネルギー自立に大きく寄与する可能性があります。

原子力発電で発生する使用済燃料には、長期間放射線を放出するマイ

ナーアクチノイド
（MA）*と呼ばれる物質が含まれています。
これを使用済

燃料から取り除き、高速炉で燃えやすいものに変えたり、直接燃やすこと

によって、最終的に埋設処分が予定されている高レベル放射性廃棄物の
容積を減らし、その環境への負担を低減することも可能です。
＊マイナーアクチニドともいいます。

ウラン資源を使いきるまでの年数
〜数千年
135年分
に相当＊

＊）2014年ウラン需要を基準とした場合

軽水炉
利用の場合

FBR
利用の場合

出展：Uranium 2016:Resouroes, Production
and Demandより原子力機構作成

高レベル放射性廃棄物の発生量の低減

高速炉サイクルの実用化に向けた基盤技術の整備
原子力イノベーションへの貢献や多様な原子炉概念に適

用できる研究開発基盤の維持･発展に向けて、以下に示す取

ARKADIA**

組みを、国内を主体に国際協力も活用して推進しています。

● A I 支 援 に よ る 大 規 模 工 学 系 設 計・運 転 最 適 化 手 法
（ARKADIA）の開発を進め、設計作業期間の短縮や実験代

替等による開発予算の低減化等の開発プロセス変革を実
現する革新的研究開発基盤を整備しています。

●設計余裕の適正化、合理的な保全計画の策定を実現する
ために、
リスク情報を活用した革新的な安全基準/構造規
格基準体系の整備を進めています。

●建設プロジェクトの容易性や社会的受容性の向上を考慮

した革新技術として、例えばSMR（小型モジュラー炉）や

**)Advanced Reactor Knowledge- and AI-aided Design Integration
Approach through the whole plant lifecycle

安全性向上に係る要素技術の検討を進めています。

●燃料サイクルの開発では、軽水炉サイクルとの整合性を考

慮しつつ、Puマネジメント等の優先課題やMAリサイクル

に対応した研究開発を進めています。

高速実験炉「常陽」は新規制基準対応を着実に進め、早期

運転再開を目指します。運転再開後は、多機能な高速中性子

照射場としてイノベーション技術の開発に貢献していきます。

高速実験炉「常陽」
（大洗研究所）
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核燃料・バックエンド研究開発部門
https://www.jaea.go.jp/04/backend/

廃止措置及び放射性廃棄物の処理処分の技術開発に取り組んでいます。
拠点

東 海（核 サ研）

幌延

東濃

人形峠

青森

核燃料サイクルに関する技術開発

［MOX燃料に関する技術開発］
プルトニウム燃料技術開発センターでは、MOX燃料の製造技術向上や原子
炉内での燃料挙動評価に資するために、MOX燃料の物性値の測定・評価を実
施しています。成果は信頼性の高いデータとして国際的に評価され、国際機関
の物性データベース（DB）構築やデータの国際標準化に貢献しています。

［コプロセッシング法の開発］

熱伝導率［W/cmK］

核燃料サイクルの実現に向けて核燃料サイクル工学研究所では、
様々な技術開発に取り組んでいます。
JAEA
US
UK
France

各国から提案された
物性データ例

温度［K］

国際機関における7種類の
推奨物性データの内6種類
に、プルセンターで取得した
物性データが採用。
・熱伝導率
・融点
・熱膨張率
・酸素ポテンシャル
・格子定数
・機械物性
各国の燃料挙動解析・燃料
設計等で使用。

物性測定とDBの構築

密度分布

温度分布

解 析コードによる原 子 炉
内の燃料ペレット密度・温
度分布の評価イメージ

燃料挙動評価への
反映例

環境技術開発センターでは、将来の再処理技術に適用するため、
核不拡散の観点からウランとプルトニウムを共回収するコプロセッ
シング法の開発を進めています。除染性能の向上に向けた開発によ
り、大幅なプロセスの簡略化や廃液量の低減化が期待されます。

［安全な放射性廃棄物の処理技術の確立］

共回収するための遠心抽出器

環境技術開発センターでは、多岐にわたる放射性廃液の安全な処理技術開発を大学等との連携
により、
「 STRADプロジェクト」
として推進しています。また、常温でガラスの様な構造を形成し、放
射性元素の閉じ込めが期待できるアルカリ活性材料（AAM：ジオポリマー）による固化技術の研究
開発を進めています。

STRAD＊プロジェクトの技術開発例
＊: Systematic Treatments of RAdioactive
wastes for Decommissioning

高レベル放射性廃棄物の処分技術等に関する研究開発
地層処分技術に関する基盤的な研究開発を着実に進め、実施主体が
行う地質環境調査、処分システムの設計・安全評価及び国による安全
規制上の施策等のための技術基盤を整備・提供します。
［深地層の研究施設計画］
北海道の幌延深地層研究センターでは、①実際の地質環境における人工バリアの適用性確認、②
処分概念オプションの実証及び③地殻変動に対する堆積岩の緩衝能力の検証の３つの研究課題に
引き続き取り組んでいます。一方、岐阜県の瑞浪超深地層研究所においては、大深度の地下空間を
安全に掘削し維持する技術や大深度の地質環境を調査・評価する技術の確立という所期の目的を
達成したことから、令和元年度をもって研究開発を終了し、坑道の埋め戻しに着手しました。

［地質環境の長期安定性に関する研究］
岐阜県の土岐地球年代学研究所においては、地震や断層活動、火山や地熱活動、隆起・侵食
／気候・海水準変動などについての特徴や、それらが地質環境に及ぼす影響を解明するための
調査技術及び評価手法の開発のほか、最先端の分析装置等を用いた地層の年代測定技術開発
を進めています。

【幌延】深地層研究所（堆積岩）
の坑道

【東濃】土岐地球年代学研究所
における年代測定の例
（ペレトロン年代測定装置）

［地層処分システムの設計、評価に関する研究］
茨城県東海村の核燃料サイクル工学研究所の研究施設では、人工バリアのシステム挙動や
放射性核種の移動特性に関する実験データを取得するとともに、深地層の研究施設計画で得ら
れる成果なども活用して、処分場の設計や安全評価に必要な技術の開発を進めています。

【東海】地層処分放射化学研究
施設（クオリティ）における放射
性核種を用いた試験風景

再処理技術開発と廃止措置
我が国初の再処理施設の廃止措置を安全最優先で進めるとともに、
廃止措置技術体系の確立に貢献します。
［高レベル放射性廃液のガラス固化技術］

［東海再処理施設の廃止措置］

高レベル放射性廃液のガラス固化処理を着実に進めるとともに、
ガラス固化技術の高度化に係る技術開発に取り組んでいます。
安定運転を阻害する要
炉底形状を
因となる白金族元素を
四角すいから
効率よく抜き出すため、
円すいに変更
溶融炉底部の形状を現
行の四角すいから円す
いに変更した新型溶融
炉への更新を計画して
います。
現行の溶融炉
新型溶融炉

東海再処理施設は、現在、廃止措置段階に移
行しています。再処理施設の廃止措置は、核燃
料サイクルを確立する上で不可欠で極めて重
要な取り組みであり、数世代に跨る長期大規模
プロジェクトです。
このため、国内外の英知を結
集し、設備・機器の除染・解体、遠隔操作、放射性
廃棄物の処理、測定・分析等に係る技術開発に
より、廃止措置における多岐にわたる課題の克
服に取り組み、廃止措置技術体系の確立に貢献
します。

［高放射性固体廃棄物の取出し技術］
使用済燃料の被覆管の細断片であるハル
等は、ハル缶に収納して水中（プール）に貯蔵
しています。高線量かつ重量物で不規則な状
態で貯蔵されているハ
ル缶を水中から遠隔操
作で取 出すため、水 中
ロボットなど海 外 の 知
見を活用しつつ装置開
発を進めています。
ハル缶取出し装置の開発イメージ

廃止措置スケジュール概要

関連原子力施設の廃止措置と研究開発
原子力施設の廃止措置を安全かつ合理的に進めるとともに、
技術開発の成果を国内外に発信します。
人形峠環境技術センターでは、廃棄物の発生量を可
能な限り削減するため、機能水 ※ 1 を用いたウランの除
去技術開発や解体で発生したクリアランス ※2 対象物の
ウラン量を測定するための技術開発を進めています。
※1機能水とは、通常の水と異なり特定の機能を有する水で、
ここでは電解
水を指します。機能水により99.9%のウランを除去したことが確認されて
います。
※2クリアランスとは、放射能濃度が低く、人の健康への影響がほとんどない

炭素鋼を用いた除染試験結果

ものについて、国の認可・確認を得て、普通の廃棄物として再利用又は

複雑形状物対応クリアランスレベル
確認試験装置

処分できる制度です。

青森研究開発センターでは、原子力船むつの原子炉
施設の廃止措置や加速器質量分析装置を用いた環境
試料中の極微量元素（ヨウ素、炭素）の分析及び分析技
術開発を進めています。

加速器質量分析装置

原子炉室の保管展示
（むつ科学技術館内）
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敦賀廃止措置実証部門
https://www.jaea.go.jp/04/haishisochi/

立地地域と国民の皆さまのご理解を得ながら、
「ふげん」、
「もんじゅ」の廃止措置を、安全かつ着実に実施します。
拠点

敦賀

ふげんの廃止措置完遂に向けて
「新型転換炉原型炉ふげん」は、2003年3月に約25年間の運転を終了し、
2008年2月に廃止措置計画の認可を受け、着実に廃止措置を進めています。

ふげん廃止措置計画の全体工程
2033年度までの廃止措置完了に向けて、4段階に分けて実施します。
廃止措置
準備期間

重水系・ヘリウム系等の
汚染の除去期間

主要施設の解体撤去

運転終了

2007

原子炉周辺設備
解体撤去期間

〜2017

原子炉本体
解体撤去期間

〜2022

建屋解体
期間

〜2031

【重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間】
重水搬出及びトリチウム除去（完了）

〜2033

使用済燃料搬出

復水器等の解体撤去（完了）

重水回収・搬出／乾燥保管

【原子炉周辺設備解体撤去期間】
原子炉本体の周辺設備である原子炉冷却系統施設

原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設等の解体

の一部や重水系・ヘリウム系等の解体撤去（実施中）

核燃料物質取扱施設・貯蔵施設、重水系・ヘリウム系 等の解体

【原子炉本体解体撤去期間】

原子炉領域の解体

原子炉本体の解体撤去
換気系統解体

【建屋解体期間】
建屋解体

原子炉施設の建屋解体

ふげん廃止措置における技術開発
ふげんの廃止措置に必要な固有技術の開発や既存技術の改良・高度化を進めています。
原子炉本体解体技術
・原子炉解体工法に関する技術開発
・固有の遠隔解体装置の開発
・モックアップ装置による解体手順の検討
・原子炉解体及び廃棄体化に係る安全評価
・原子炉構造材からの試料採取技術開発

除染技術
・除染技術の最適化
・二次廃棄物低減化検討

炉心構造材から
の試料採取装置

水中遠隔解体
モックアップ試験状況

原子炉領域解体 二重管構造を
のイメージ
効率的に解体

原子炉建屋

解体計画の評価技術

自動除染装置

手動除染装置

プラントの汚染状況調査技術
・解析による汚染状況の評価
・構造材からの試料採取及び分析結果
の反映による評価精度向上
・評価結果に基づく廃棄物量等の評価
・除染方法や解体計画への反映

タービン建屋
・VR,MR等を使 ・3D-CAD,計画評価
用した作業安全 システムPRODIA
の計画・評価
を用いた作業手順・
計画の作成

原子炉補助建屋

(EL-31690)

解析値

(EL-31690)

解体実績データを評価技術へ反映

固有機器以外の解体技術
・既存技術を用いた解体技術の実証
・解体実績データの蓄積及び評価

熱的切断の活用
機械的切断の活用
（ガス切断）
（ワイヤーソー）
【タービン系配管切断】 【建屋貫通孔工事】

実測値

炉底部(EL-26990)

線量率 （Sv/h）

測定・再利用技術
・国内外で開発された
技術の実証
・合理的な測定技術
の確立
・再利用プロセスの
実証
クリアランス測定作業

凡例
固有技術の開発
既存技術の改良・高度化

可搬型放射線測定器

γ線測定

NaI測定（非破壊）

重水・トリチウム関連技術
・安全かつ合理的な重水の回収実施
・トリチウム測定・除去技術、除染技術の実証

測定対象物（例）

もんじゅの廃止措置完遂に向けて
「高速増殖原型炉もんじゅ」は、2018年3月に認可された廃止措置
計画に従い、安全かつ着実に、我が国で最初のナトリウム冷却高速
炉の廃止措置を進めていきます。

もんじゅ廃止措置計画の全体工程
廃止措置の全体工程(概ね30年間)を、4段階に分けて実施します。
区分 年度

第１段階
（燃料体取出し期間）
2018

〜

第２段階
（解体準備期間）

第３段階
（廃止措置期間Ⅰ）

2022 2023

第４段階
（廃止措置期間Ⅱ）

〜

2047

【第１段階】燃料体取出し期間
原子炉容器及び炉外燃料貯蔵槽の燃料体を
燃料池へ移送

主な実施事項

【第２段階】解体準備期間

燃料体取出し作業

ナトリウム冷却系機器の解体
準備、発電設備の解体・撤去

ナトリウム機器の解体準備
ナトリウム機器の解体撤去

【第３段階】廃止措置期間Ⅰ
ナトリウム冷却系機器、発電

汚染の分布に関する評価

設備等の解体・撤去

水・蒸気系等発電設備の解体撤去
建物等解体撤去

【第４段階】廃止措置期間Ⅱ
建物の解体・撤去

「燃料体取出し期間」の工程
燃料体取出し作業を最優先に実施して、2022年度に完了予定です。
年

2018年度

度

2019年度

2020年度

2021年度

※2020年7月現在

2022年度

燃料体取出し作業

完了▼

燃料体の処理(530体)

86体

炉外燃料貯蔵槽→燃料池

174体

（完了）

146体

124体

（完了）

燃料体の取出し(370体)

100体

（完了）

原子炉容器→炉外燃料貯蔵槽

146体

124体

設備点検

燃料体取出し作業の概要
燃料体取出し作業は、燃料体を原子炉容器から取り出し、燃料池まで移送します。
燃料体取出し作業手順
燃料交換装置
炉内中継装置

燃料出入機
燃料移送機

燃料出入機

燃料取出し作業を行う操作員

燃料池
燃料体の取出し
炉外燃料貯蔵槽
原子炉容器
燃料体の取出し

水中台車

燃料洗浄設備
燃料体の処理

原子炉容器から燃料体を取出し、炉外燃料
貯蔵設備まで移送

燃料体の処理
炉外燃料貯蔵設備から燃料体を取り出し、
燃料洗浄設備で付着したナトリウムを洗浄
し、燃料池まで移送・貯蔵

2020.10

持続可能な原子力利用に向けた取り組み
https://www.jaea.go.jp/04/be

バックエンド問題に着実に取り組み、社会から信頼・受容される
持続的な原子力利用をめざします。
総合的なバックエンド対策計画の企画・推進
原子力施設の廃止措置、放射性廃棄物処理の総合的な計画を企画・推進します。
社会からの信頼を得て原子力利用を持続可能とする

廃止措置施設の一例

ためには、原子力科学技術の発展を支え、使命を終えた

原子力施設の解体や放射性廃棄物の処理・処分を安全

かつ効率的、合理 的に行うことが 重要です。このため、
原子力施設の廃止措置、放射性廃棄物処理の総合的な
計画を企画・推進します。

また、
これらを支える新たな技術開発の取り組みとして、

JMTR

JMTRホットラボ

ふげん

もんじゅ

東海再処理施設

プルトニウム燃料第二開発室

知識マネジメントシステムの導入や廃棄物の分別にAIを
利用するシステムなどの開発を進めています。
技術継承・人材育成に向けて
国内外の
廃止措置情報

施設A

施設C

丸型フランジ 丸型フランジと
として認識 似た金属板を区別

合理化

活用

実績情報・
経験の収集

安全確保・効率化に向けて

フィード
バック

評価・解析
施設B

課題の創出・
技術開発
国内外への 金属板
パイプとして
情報発信 として認識
認識
パイプと似た金属棒を区別

知識マネジメントシステム

原子力機構では多種多様な施設（研究炉、高速炉、
再処理、MOX燃料製造、ホット試験施設等）の廃止
措置を最長70年かけて安全かつ効率的に実施します。

AIによる廃棄物認識システム

研究施設等廃棄物の埋設事業の推進
埋設事業の実施主体として、全国の原子力施設や医療機関等から発生する
低レベル放射性廃棄物（研究施設等廃棄物）の埋設処分を着実に実施します。
原子力の利用は、研究開発や教育、産業、医療等の

コンクリートピット

幅広い範囲で行われており、科学技術・学術の発展

のみならず、我々の日常生活の質の向上に貢献して

います。

将来にわたり円滑な原子力の利用を進めるためにも、

研究施設等廃棄物を責任ある体制のもと、安全かつ
確実な方法で処分することが不可欠です。

原子力機構では、
埋設施設の立地に向けた活動の他、

施 設 の 基 本 設 計に備え、コンクリートピットおよび

トレンチ埋設施設の構造の検討や廃棄物の受入基準
の検討などを行っています。

操業中
トレンチ

覆土後
埋設施設のイメージ

研究開発を維持・発展させるための取り組み
「施設のスリム化」
＋
「安全強化」
＋
「バックエンド対策」
これらを着実に実施し、研究開発機能の維持・発展を目指します
「バックエンドロードマップ」
＋
「施設中長期計画」
◆原子力機構は､国内唯一の総合的な原子力研究開発機関として､研究開発をリードしてきました。
◆研究施設の多くが昭和年代に設置され､高経年化や耐震化への対応などが必要となっています。
◆研究施設の廃止措置や放射性廃棄物の処理･処分といったバックエンド対策が、研究開発機能を維持･発展させて
いく上での急務となっています。

▶東海再処理施設の廃止措置に約70年を要することなどを踏まえ､バックエンド対策の長期にわたる見通しと方針で
ある
「バックエンドロードマップ」を策定しました。
▶より具体的な計画として、継続利用する施設の①集約化･重点化､②施設の安全確保､③バックエンド対策を三位一体
で進める総合的な計画である
「施設中長期計画」を策定しました。
▶バックエンド対策を推進するため、機構全体のヘッドクォーターとして、廃止措置、放射性廃棄物の処理･処分を統合的
にマネジメントする
「バックエンド統括本部」を設置しました。

「バックエンドロードマップ」
（約70年の方針）
第１期（〜2028年度）
（約10年）

施設の「安全確保」を優先しつつ、

第２期（2029〜2049年度）
（約20年）

処分の本格化及び廃棄物処理施設

「バックエンド対策を進める」。

の整備により、
「 本格的なバックエン

「施設中長期計画」で具体化。

ド対策に移行する」。

第３期（2050年度〜）
（約40年）

「本格的なバックエンド対策を
進め、完了させる」。

「施設中長期計画」
（当面10年間の具体的計画）
：毎年改定
機構全原子力施設の「三位一体」計画

施設の集約化・重点化
機構の原子力施設を選別

【集約化・重点化方針】

●継続利用施設：46施設

▶国として、最低限持つべき原子力研究開発

集約化・重点化
•継続利用施設の絞込み
•経費の削減

施設中長期計画
施設の安全確保
•高経年化対策
•新規制基準対応、
耐震化対応

バックエンド対策
•施設の廃止措置
•廃棄物の処理処分

●廃止施設：

機能の維持に必須な施設は下記を考慮した

廃止措置を進める

・試験機能は可能な限り集約化
・安全対策費等の視点から継続利用が困難な施設は廃止等

施設の安全確保
●新規制基準・
耐震化対応
●高経年化対策
●東海再処理施設の
リスク低減対策

施設
ごとに
具体化

43施設

廃止施設は順次計画的に

上で可能な限り継続利用

バックエンド対策
●廃止措置計画
（核燃料物質の集約化
を含む）
●廃棄物処理施設等の

施設
ごとに
具体化

整備計画
●廃棄体（処分体）作製計画
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安全確保・リスクマネジメント
https://www.jaea.go.jp/about̲JAEA/

安全確保の徹底とリスクマネジメントを最優先とし、
研究開発に取り組んでいます。
安全確保に関する取組
原子力機構は、放射性物質を取り扱う国の研究開発機関として、経営及び業務運営の基本方針において安全確保の徹底を最
優先事項としています。その上で、安全管理関係基本方針に基づき、安全文化の育成・維持及び核セキュリティ文化の醸成に不断
に取り組み、施設及び事業に関する安全確保並びに核物質等の適切な管理を徹底しています。
各拠点では、
「原子力安全に係る品質方針」や「安全衛生管理基本方針」
に則した種々の安全活動を実施しています。
また、計
画・実施・評価・改善を繰り返し、業務の継続的改善に取り組んでいます。
これらの活動は、原子力安全監査や理事長マネジメントレビュー等の機会にて管理・評価し、自律的かつ継続的な改善を推進
し、
更なる安全の向上を図っています。

（原子力機構における安全活動の一例）

放射線安全の確保
周辺環境の放射線安全を監視するための環境放射線測定、
土壌・野菜・海産物等に含まれる放射性物質濃度の測定、
作業
場所の放射線量や空気中の放射性物質濃度の監視、
作業者の
被ばく線量の測定・管理を行い、
放射線安全の確保に努めて
います。

モニタリングカー

作業場所の放射線量測定

危機管理能力の向上
事故・トラブル時に迅速な通報連絡及び緊急時対応を
実施するため、定期的に教育・訓練を実施し、職員一人ひと
りの危機管理能力の向上に取り組んでいます。
また、大規模地震発生に伴う原子力施設の被災を想定
し、各施設において様々な安全対策を実施しています。

電源車接続訓練

屋外での汚染を想定した訓練

リスクマネジメントに関する取組
国民や立地地域の皆様から信頼される組織であるために、業務上リスクの
低減・防止に向けたコンプライアンス推進を含むリスクマネジメント活動
を推進しています。
リスクマネジメント活動では、PDCAサイクルを活用して業務上のリスク
の洗い出し・分析・評価と、評価を踏まえた対策を実施することでリスクの低
減に努めています。
その上で、コンプライアンス研修（管理職昇任者研修や組織連携研修等）
の実施のほか、
コンプライアンスガイドブックの発行など、職員のコンプライ
アンス意識の醸成にも努めています。
詳しくは、原子力機構2019年度事業報告書「リスクの管理状況」
をご覧ください。
https://www.jaea.go.jp/study̲results/annual̲report/2020/pdf/c4.pdf#page=4

コンプライアンス研修（福島研究開発拠点）
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核不拡散・核セキュリティ
https://www.jaea.go.jp/04/iscn/

核不拡散の一層の強化と核セキュリティの向上
核兵器・核テロのない世界を目指して、核不拡散・核セキュリティの分野に
お け る 技 術 開 発 、政 策 研 究 、能 力 構 築 支 援 、包 括 的 核 実 験 禁 止 条 約
（CTBT）の国際検証体制支援等に取り組んでいます。
技術開発
IAEA 等の国際機関や各国の核不拡散・核セキュリティ分野で活用される技術の開発を目指し、国内外の課題やニーズを踏まえたテーマ、目
標等を設定し、国内及び米国・欧州の研究機関と連携して実施しています。将来の核燃料サイクル施設等に対する保障措置や核拡散抵抗性向
上に資する様々な基盤技術開発、核物質の測定・検知や核鑑識等の核セキュリティ強化に必要な技術開発を行っています。

政策研究
核不拡散・核セキュリティに係る国際動向を踏まえ、技術的知見に基づく政策的研究を行っています。収集した情報をデータベース化すると
ともに、核不拡散・核セキュリティに関するトピックスや国内外の動向等を掲載したISCNニューズレター等の情報発信を行っています。

人材育成支援
アジア諸国の核不拡散・核セキュリティ分野における人材育成を支援するため、核不拡散・核セキュリティ確保の重要性を啓蒙するとともに、
カリキュラムを開発し、設備の充実を図りつつ、
トレーニング、セミナー及びワークショップを実施して人材育成支援に取り組んでいます。

ＣＴＢＴに係る国際検証体制への貢献
包括的核実験禁止条約（CTBT）
に関して、条約議定書に定められた国内の放射性核種に係るCTBT国際監視制度施設及び監
視データの解析・評価を行う国内データセンターを運用するとともに、関連する検証技術開発を行い、国際的な核不拡散に貢献
しています。

理解増進活動
学会における成果の報告・共有、国際フォーラムの開催、機構WEBサイトを通じた情報発信（ISCNニューズレター、核不拡散動
向、核不拡散ポケットブック）
を行い、理解を深めるとともに、我が国及び原子力機構の核不拡散への取り組みを紹介しています。

< 連携機関 >
欧州原子力共同体
（EURATOM）

国際原子力機関
（IAEA）

CTBT に係る国際検証
体制への貢献
CTBT核実験検証技術の高度化開発
及び国際的な監視体制の確立

連携

実機実習

原子力の平和利用と核不拡散・
核セキュリティに関する今日的課題
について政策研究を実施

連携

理解増進のための国際フォー
ラムの開催（1回/年）

国内関係機関

政策研究

国際監視制度施設 希ガス
観測装置

核鑑識に用いられる表面電
離型質量分析計

米国エネルギー省
（DOE）

連携

核不拡散・
アジア諸国を中心とした
人材育成支援
核セキュリティ
総合支援センター トレーニング、セミナー、ワークショップ
等によるキャパシティ・ビルディング
（ＩＳＣＮ）
機能の強化
技術開発

先進保障措置技術開発、東京電力ホールディングス福
島第一原子力発電所の溶融燃料計量管理技術開発、
非破壊測定・検知技術開発、核鑑識技術開発、核セキュ
リティ事象に関する核・放射性物質魅力度評価研究

世界核セキュリティ協会
（WINS)
包括的核実験禁止
条約機関準備委員会
（CTBTO）

関係省庁

連携

VRシステムを利用した仮想
施 設 における保 障 措 置ト
レーニング

アジア諸国の
原子力関連
ネットワーク

イスプラ研究所(伊)で進め
ている遅発ガンマ線分析試
験装置
2020.10

社会からの信頼確保
https://www.jaea.go.jp/index.html

研究開発成果を多様なステークホルダーに向けて広く発信し、
広聴・広報・対話活動により、国民との相互理解促進に努めています。
多様なステークホルダーへの情報発信
広聴・広報・対話活動を通して社会ニーズを把握し、多様なステークホルダー
に対し積極的に情報発信を行っています。
原子力機構の研究開発成果、事故・トラブル等について、積極的に情報の提供・公開を行い事業の透明性を確保するとともに、研究
開発成果の社会還元の観点や、社会とのリスクコミュニケーションの観点を考慮しつつ、丁寧な広聴・広報・対話活動により、社会や
立地地域との相互理解を深め、信頼確保につなげます。
また、多様なステークホルダー及び国民目線を念頭に、より一層の効果的な活動に資するため、第三者からの助言を反映します。

広聴・広報及び対話活動等
施設公開、見学会や報告会の開催並びに外部展示への出展等の理解促進活動を効果的に行うとともに、研究開発機関としての
ポテンシャルを活かした双方向コミュニケーション活動であるアウトリーチ活動としてサイエンスカフェ及び実験教室の開催等、
理数科教育への支援を積極的に行っています。

原子力機構報告会

展示会における広聴・広報・対話活動

サイエンスカフェ

報道機関を介した国民への情報発信活動
プレス発表では原子力機構が進めている業務について、正確で分かりやすくかつ迅速に国民の皆様にお伝えすることを心がけて
います。また、報道機関への先端科学等の知識及び情報の提供を目的とした記者勉強会を開催し、機構業務の普及等に取り組んで
います。
他にも研究成果を分かりやすく伝える工夫の一つとして、プレス発表文をもとに分かりやすく伝えるページをホームページに開設
しています。

現地での取材対応

記者勉強会

分かりやすい研究成果
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インターネットを利用した成果普及と
原子力関連情報の収集・提供
インターネットを活用した成果普及
動画やSNSを活用し、事業内容、研究成果をわかりやすく紹介しています。
公式ソーシャルメディア
アカウント一覧

イベント案内

https://www.jaea.go.jp/sns/

https://www.jaea.go.jp/news/event/

https://www.jaea.go.jp/study̲results/newsletter/

SNSを通じて、最新の情報や研究開発成果を
積極的に発信しています。

各拠点で開催されている様々なイベントや見学会を
紹介しています。

広報誌「未来へげんき」
で研究開発成果をわかり
やすく紹介しています。

パンフレット

JAEAチャンネル

原子力機構の研究開発成果
をわかりやすく紹介

https://www.jaea.go.jp/atomic̲portal/brochure/

各部門が行う活動や研究開発成果を紹介する
パンフレットです。

広報誌

https://www.jaea.go.jp/atomic̲portal/jaea̲channel/

「Project JAEA」により、研究開発成果を動画
で視覚的にわかりやすく紹介しています。

https://www.jaea.go.jp/study̲results/representative/

最近の事例を中心に研究開発成果をわかりやすく
紹介しています。

原子力関連情報の収集・提供
JAEA図書館は、日本国内における原子力専門図書館として、原子力関連の専門図書及び専門学術雑誌、研究レポートなどの学術情報を
研究開発支援のために幅広く収集し提供しています。
また、
ＩＡＥＡのＩＮＩ
Ｓ
（国際原子力情報システム）ナショナルセンターとしての活動や、福島第一原子力発電所の事故関連情報を収集し
「福島
原子力事故関連情報アーカイブ（FNAA）」
として発信するなど、情報発信に積極的に取り組んでいます。

ＪＡＥＡ図書館

大学教育機関
研究機関

発信

収集

データ

行政機関

写真
福島原子力事故関連情報アーカイブ(FNAA)

お問い合わせは研究連携成果展開部

tenkai-ir@jaea.go.jp まで

研究施設の利用促進と産学官との連携
https://www.jaea.go.jp/business̲base/

原子力機構が保有する最先端大型研究施設等を外部に供する
ための施設の利用制度を設けています。
研究施設の外部利用の促進
施設の外部利用を通じて、科学の発展のための
基礎研究から、機能材料や医療分野等における
イノベーションの創出まで幅広く貢献します。
原子力機構では、保有する研究施設・設備を公共財として位置づ

原子力機構の施設供用制度にて利用可能な施設

タンデトロン施設
（青森県むつ市）

モックアップ試験施設
（福島県楢葉町）

け、施設供用制度等にて国内外の外部利用者による研究開発や産業
応用などに供しています。

特に、中性子利用分野では、同じ敷地内にて研究炉JRR-3と大強

度陽子加速器施設J-PARC（ J a p a n P r o t o n A c c e l e

r a t o r Research Complex）物質・生命科学実験施設の二つの

スマデコ
（福井県敦賀市）

原子炉と加速器

施設が同時に運転されます。JRR-3は原子力機構の施設供用制度、

SPring-８
（兵庫県佐用町）

タンデム加速器
（茨城県東海村）
これらの他に、
放射線標準施設、燃料試験
施 設（ 茨 城 県 東 海 村 ）、常
陽、ホットラボ施設（茨城県
大洗町）、ぺレトロン年代測
定装置（岐阜県土岐市）

二つの中性子利用施設が同時運転
（茨城県東海村）

J-PARCは特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律に基

づき、利用の促進を図っています。

世界最高性能の中性子線を用いることにより、最先端の学術研究

の推進から、社会を支える機能材料や新薬開発など新たなテクノロ

研究炉JRR-3

ジーの創出を促進することが期待されます。

J-PARC
物質・生命科学実験施設

研究開発成果を広く国民や社会へ還元し、イノベーション創出に貢献します。
産学官との連携推進
研究開発成果の最大化を図り、成果を広く国民・社会に還元するとともに、
イノベーション創出につなげるため、産学官の連携

強化を含む最適な研究開発体制の構築等に戦略的に取り組んでいます。具体的には、大学や産業界との連携（共同研究、技術移
転、技術協力等）
を促進し、産学官との連携を強化することで、
研究開発成果の展開や社会への還元を図ります。

機構の先端的な技術を紹介し、実用化への課題や事業化の可能性等について協議する
「技術サロン」等を実施し、異分野・異種

融合による研究開発の進展、研究成果の利活用促進を推進します。

また、
ウェブサイトで学術論文、知的財産、研究施設等の情報を利用しやすい形で提供することで、成果の普及に取り組みます。

【技術サロン】

【JST新技術説明会】

【茨城県技術展示会】

【知的財産利用】

【技術シーズ集】

企業との実用化共同研究
を実施し、原子力機構の
特許等を使用する新製品
開 発 等イノベーションの
創出を目指します。

機構が保有する特許等知財を
分かりやすく解説し、刊行・発信
しています。

【製品化事例】

熱中症警告装置

消臭和紙
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国際協力と原子力人材育成
https://www.jaea.go.jp/business̲base/

国外の研究機関や国際機関との緊密な協力を通じて、
効果的・効率的な研究開発を推進します。
グローバルな協力・貢献
国際戦略に基づき国際協力の積極的な推進と多種多様な国際貢献を目指します。
諸外国の英知を取り入れて研究開発を推進するため、国外の研究機関や国際機関との協力を積極的に行っています。また、

原子力機構の技術や経験により、世界の原子力科学・技術の発展に貢献するため、専門家の海外派遣や国際会議における発
表、原子力機構の研究施設の国際的な利用などを活発に進めています。

国旗は二国間協力取決め等に
基づく主な協力相手国

新規原子力導入国
への貢献

国際機関への
貢献

アジア等 の 新 規 原 子 力
導入国への原子力人材
育 成 協 力や技 術 支 援に
係る活動の推進

国際原子力機関（IAEA）や
経済協力開発機構/原子力
機関（OECD/NEA）等へ
の専門家派遣

多国間協力
新型炉の研究開発に関する
多国間協力の枠組み（第4
世代原子力システムのため
の国際フォーラム（GIF））に
おける協力の推進 ほか

研究施設の国際的な利用
大強度陽子加速器施設
（J-PARC）や研究炉の国際的な利用の推進

IAEA（ウィーン）

二国間協力
米国との 新型炉技術、核不拡
散 技 術 や 仏 国との 高 速 炉 技
術、廃炉関連技術の協力 ほか

日米シンポジウム
（ワシントン）

原子力イノベーション
ワークショップ（パリ）

IAEA総会における出展
（原子力機構の紹介）

社会のニーズに対応し、国内外で活躍する原子力分野の人材育成に
取り組んでいます。
原子力人材の育成
原子力全般にわたる国内外向け研修事業、大学への協力等を行っています。
国内向けには、基礎から国家

試 験 受 験 対 策レベ ルまで の 多

様な研修コースを開催するとと

もに、大学教育への協力を行っ
て います 。また 、国 内 の 関 連 機

関と連 携した 幅 広 い 人 材 育 成
活動を展開しています。

国外向けには、アジア諸国か

ら技術者等を日本に招へいして

研修を行い、母国で人材育成を
担う講師を育成しています。

原子力の今と未来を支える、

ニー
ズ
出張 対 応
講義
等
研修

研修

生

講師

生

派遣

放射線基礎課程における線量測定実習

2019原子力エネルギーマネジメントスクール

●アジア
（9ヶ国）
を対象とした講師育成研
修と各国で開催のフォローアップ研修
-原子炉工学
-環境放射能モニタリング
-原子力／放射線緊急時対応
●アジア
（11ヶ国）
を
対象とした原子力
技術セミナー
実習風景（環境放射能モニタリングコース）

原子力人材育成ネットワーク
●産官学の原子力関係機関の連携
による総括的な人材育成活動
●共同事務局（中核機関）
の役割
●マネージメントスクール、原子力
国際人材養成コース等の実施
●国際協力
（IAEAとの協力等）

日 本とアジ ア 諸 国 の 人 材 育 成

を推進しています。

国際研修

国内研修
●技術的教育訓練講習
-原子力エネルギー技術者
-RI・放射線技術者
-国家試験受験／資格取得
● 随時講習

ース
タベ
デー 築等
構

原子力
人材育成センター

ーク
トワ
ネッ 動実施
活

大学等との連携協力
講師
学生

派遣

受入

●連携協定(19大学院、2学部、2高専)
●東京大学大学院(原子力専攻）
●大学連携ネットワーク(JNEN)活動
●学生受入制度運営

ドローンを操作する夏期休暇実習生
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高度計算科学
https://ccse.jaea.go.jp/

原子力利用を支える科学的知見や技術を創出するため、
スーパーコンピュータの利用に関する研究開発に取り組んでいます。
高度計算科学技術の研究開発
原子力に関する研究開発では、実験や観測が困難な現象のメカニズムを解明したり、その進展を予測したりする必要が

あります。これらに係る科学的知見や技術の創出には、
コンピュータによるシミュレーションが有効な手段となります。
とりわけ
東京電力ホールディングス福島第一原子力発電所事故を契機として発生した重要課題の抜本的解決や、新たな原子力

イノベーションの創出のためには、関係する多様な要因が絡み合う複雑な現象（マルチスケール・マルチフィジックス問題）
のシミュレーションが必須です。
原子力機構では、

・AI (機械学習技術）を活用した先端的なマルチシミュレーションモデリング技術、
・スーパーコンピュータを駆使した高速計算技術、
・大規模データのリアルタイム可視化技術

に関する開発を進めることで、原子力分野におけるマルチスケール・マルチフィジックス問題の解決という課題に取り組ん
でいます。

これらの研究を通して開発されたソフトウエアについては、広く学術界・産業界からも利用できるよう、一般公開を推進

しています。

AIを活用したマルチシミュレーションモデリング技術

四面体4個、7個のループ

スーパーコンピュータを駆使した高速計算技術

四面体6個のループ

AI（機械学習）技術による学習結果を活用した
分子動力学計算によるSiO2の複雑なガラス構造解析

富岳、Summit等のエクサスケール計算機の性能を引き出す
省通信アルゴリズム等の高性能計算技術

大規模データのリアルタイム可視化技術
スーパーコンピュータ
制御プログラム

粒子計算プログラム

ユーザと
ユーザPC

ネットワーク

対話ノード

シミュレーション

可視化
パラメータ

描画プログラム

粒子データの集約 粒子データ
粒子データ

可視化
パラメータ
ストレージ

可視化パラメータ
粒子データ

色
不透明度

オープンソースIn-Situ可視化システムPBVR

汚染物質拡散解析を実時間でIn-Situ可視化した例
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イノベーション創出戦略 改定版
将来ビジョン「JAEA 2050 ＋」で掲げた“新原子力”の実現に向け、
機構の強み ・ 弱みを踏まえた戦略を明確化しました。

イノベーション創出戦略の改定の考え方
● 個人及び組織がイノベーション創出に向けた高い意識（イノベー
ションマインド）と優れた研究開発力を持つ。

● 基礎研究・人材育成拠点、「知」の集積拠点及びデータ収集・分析
拠点としてオープンイノベーションの中核の役割を果たす。
● 成果の戦略的利活用方策、ベンチャー創出等に関する制度と支援
体制、社会実装及びそれを支援する専門人材を有する。
● 機構の有する施設、知識・技術基盤、人材等を生かし、民間にお
けるイノベーション創出を支援する。
在るべき姿を達成するための強化すべき取組として、
①オープンイノベーションの取組の強化、②社会実装の強化、
③イノベーション活動のマネジメント、④研究開発力の強化、の 4 つの柱に関する取組方針を明確化しました。

イノベーション創出に向けた取組方針
①オープンイノベーションの取組の強化
■ 試験研究炉の運転再開を機に、一般分析機器等も含めた機
構の有する施設・設備・機器の利用促進を図り、オールジャ
パンでのイノベーション創出に貢献していく

■ 政府事業への参画を通じて、機構が有する技術基盤等をプ
ラットフォームとして活用することにより、産業界との協
働を進め、原子力のエネルギー利用の多様性確保に努める

■ 機構と産業界が資金と人とテーマを持ち寄り、組織対組織
での大型の共同研究を推進し、連携拠点の形成を目指す

OFP 総合窓口ＷＥＢ（ワンストップ窓口化）
中性子施設

供用10施設

（中性子利用プラットフォーム） ・施設固有技術相談
・技術支援等
共用法施設

一般
分析機器
（例）

J-PARC
J-PARC
相補利用

供用施設

JRR-3
JRR-3

オープンイノベーションの 「共創の場」 としての
オープンファシリティプラットフォーム（OFP）を構築する

②社会実装の強化
■ 原子力機構が創出する研究開発成
果を社会実装していくため、コー
ディネータの役割を見直し、コー
ディネート活動を活性化していく

■ 組織主導でのベンチャー創出と、
ボトムアップでのベンチャー創出
の活性化を図る
■ 自らの知識基盤、技術基盤、知財
等の強みを活かす知財マネジメン
トに取り組む

JAEA 技術サロン

分析技術展示会

③イノベーション活動のマネジメント
■ イノベーション創出機能の強化を図るため、組織・体制の
強化、イノベーション創出までのシームレスな組織マネジ
メントを実施する

④研究開発力の強化
■ イノベーション創出の観点から社会ニーズ及び顧客視点を
踏まえた研究テーマを設定し、研究開発成果を持続的に創
出していく
■ 機構の研究開発の DX 化を積極的に進める

