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日本原子力学会 2013年 秋の大会
平成25年9月3-5日、八戸工業大学

材料部会セッション「福島第一原発事故に関連する材料諸問題」
福島第一原発事故に関連する材料諸問題
（学会事故調活動報告他）

講演１．原子力学会事故調査委員会報告書概要
（学会事故調委員会より）

京都大学
エネルギー理工学研究所
木村 晃彦

「学会事故調」の発足


国会事故調、政府事故調、更には民間事故調が報告書を取りまとめたが、
これらは広く専門家を集めた検討体制を取っておらず、専門家の知見を
結集した調査・分析が必要と考えられた。（政府事故調の事務局長からも、
この点で日本原子力学会（以下「学会」）への期待が示された。）



2012年6月22日の学会において、福島第一原子力発電所事故に関連する
課題を調査対象として幅広くカバーし、学会の総力を挙げて専門的視点
からの深い分析を行うため、JCO事故の際の特別な調査委員会発足の例
に倣い、理事会直結の「東京電力福島第一原子力発電所事故に関する
調査委員会」（いわゆる「学会事故調」）の設立を決定。



委員会は、専門分野に応じて設置され活動を行っている学会内の全部会
並びに関連委員会・連絡会における調査検討結果に基づき審議。委員も、
これら部会・連絡会及び理事会、常設委員会等の推薦者で構成。（現在、
委員数は44名、事務局1名、学生ボランティア1名）



多大なリソースを投入して作成された国会事故調、政府事故調等の報告
書の情報を最大限に活用し、学会の専門性を生かした深い分析を目指す。
2
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「学会事故調」の目的


日本原子力学会（以下「学会」）は、原子力の専門家で構成される学
術的な組織の責務として、東京電力福島第一原子力発電所事故とそ
れに伴う原子力災害の実態を科学的・専門的視点から分析し、その
背景と根本原因を明らかにするとともに、原子力安全の確保と継続
的な安全性の向上を達成するための方策及び基本となる安全の考
え方を提言することを目的として、「東京電力福島第一原子力発電所
事故に関する調査委員会」（以下「学会事故調」）を発足させる。



同時に、学会自らの組織的・社会的な問題点とも向き合い、原子力
災害を防げなかった要因を明らかにして、必要な改革を提言すること
も重要な目的である。



学会事故調の提言に基づき、学会は原子力界の組織・運営の改革
や原子力安全研究をはじめとするさまざまな活動に反映させるべく働
きかける。
3

「学会事故調」のこれまでの活動


第1回の委員会を2012年8月21日に開催し検討を開始。月1回程度の頻
度で委員会を開催。委員会終了後は毎回、記者会見を実施。（2013年8
月21日、第15回委員会を開催）



委員会での議論に先立ち、関連部会等で検討。また、幹事を含めた少人
数のコアグループにおいて随時審議。（これまで34回の会合を開催）



学会の大会や年会において、進捗状況を報告し学会の会員等と意見交
換を実施。2013年3月27日、学会春の年会の公開セッションにおいて中
間報告 http://www.aesj.or.jp/jikocho/interimreport.pdf


原子力安全部会が報告書を取りまとめ
⇒ これを踏まえ、事故調でレビュー・修正し、事故調の報告書に取り込み



事故調は、事故の分析の基盤となる安全の考え方（リスク評価、深層防護、
外部ハザードへの対応、アクシデントマネージメント、原子力防災など）を整
理。環境修復に関する分析と課題を提示。



事故調として学会自体の課題に取り組む観点で、学会の役員・部会長等の
経験者を対象としたアンケートを実施。その結果を公表。
4
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報告書の性格と目次（案）


部会等の議論をベースとしつつ
も可能な限り委員会としての取
り纏めを図る。



事故調査の方法論を踏まえ、根
本原因（直接要因と背後要因）
の導出を行い、効果的な対策を
提言する。



各分野の分析結果に基づきつ
つ、俯瞰的考察を目指す。


原子力発電所は複雑巨大人工
システム



多分野の技術を集めた総合性
を認識し、分野間の連携に留
意

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

はじめに
原子力発電所の概要
福島第一原子力発電所における事故の概要
福島第一原子力発電所以外の発電所で起きた事象の概要
サイト外で実施された事故時対応
事故の分析評価
i. 事故の分析評価概観
ii. 原子力安全の考え方
iii. 深層防護
iv. プラント設計
v. アクシデントマネジメント
vi. 外的事象(自然災害)への対応
vii. 放射線モニタリングと環境修復活動
viii.解析シュミレーション
ix. 安全規制
x. 緊急事態への準備と対応
xi. 核セキュリティと核物質防護・保障措置
xii. 人材・ヒューマンファクター
xiii.国際社会との関係
xiv.情報・知識の共有化、統合化
事故の背景となった原子力安全体制の分析
事故で明らかとなった課題と教訓
現在進行している事故後の対応

5

学会事故調における主な論点
（１） 深層防護の考え方とリスク：
深層防護： 不確かさに対する備え
リスク： ゼロにはならない
（２） 外的ハザードへの対応：
より幅広い自然災害への対応が必要
（３） シビアアクシデントマネジメントの重要性：
あらゆる事象を検討し、教育訓練を行う
（４） 緊急事態への備えと対策：
緊急時避難は予め計画を立案し定めて、手順に従い実施する。
（５） 環境と除染：
除染は難しい課題を多く抱えている。国が方針を示す必要がある。
（６） 学術界の責務：
原子力災害を防げなかった要因を明らかにし、対応策を提言する。
6
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論点(1) 深層防護の考え方とリスク
○深層防護とは、万全としたはずである安全対策の不確かさに対する備えである。

「一つの対策では防げない不確実な事柄に対して、別の対策により防護策全体の信頼
性を高めるために適用される多層の対応策」が深層防護の考え方である。
○リスクはゼロにはならないが、リスクを社会が許容できるレベル以下にする。安全の目的の
達成度を確認し、シビアアクシデントの発生を防止し、人と環境への被害を抑制する。
多重障壁とは異なる。

マネージメントなどの
ソフトにおける多重対策
7

論点(2) 外的ハザードへの対応
設計基準を超過する外的ハザードに対する備えとしての安全余裕と深層防護による設計など
を合わせて対処する仕組みとする。より幅広い自然災害への対応が必要である。

○原子力安全を確保する深層防護の5層の考え方のうち第3層（設計基準事象）までに
おいて、設計で想定する津波高さの設定に課題があった 。
リスクを指標として、
①内的、外的事象、内的・外的事象の重畳
事象（シナリオで予測し得る事象）、
②安全機能の重大な喪失（シナリオでの予
測が困難な事象）、
③その他の低頻度・高影響事象の3カテゴ
リーに分類して影響を評価。
①については、マニュアルを整備し、ハード、
ソフト両面で対策を実施。
②については、主にソフトで対策し、可搬式
機器等のハード対応も併用。
③については、ソフトで対策し、教育・訓練
の一環としてブレーンストーミング等で危機
意識の啓蒙、対応能力の向上を図る。
8
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論点(3) シビアアクシデントマネジメントの重要性
事故シナリオに依存することなく、あらゆる事象を検討し、教育訓練を行うことで発電所のマネ
ジメント能力を高める。
 内的事象に対するPRAをベースとしたAMに留まっていた。









→ 内的事象の設定シナリオだけでなく、外的事象、内的事象と外的事象
の重畳事象等の考慮が必要(継続的改善）。
発生確率の小さい事象はソースタームが大きくても考慮していなかっ た。
→ 複数プラント、社会インフラ等に影響を及ぼす大規模な損傷、シナリオ
を超える事象についても考慮が必要(事象想定と対策）。
安全機能の重大な喪失を想定した対策が取られていなかった。
→ 津波に伴う長時間の電源喪失、最終ヒートシンク機能喪失等の広範囲
の従属故障の発生、対策の考慮が必要(事象想定と対策）。
AMに対する教育・訓練が十分ではなかった。
→ ハードウェアを補う教育・訓練を含むソフトウェアの整備等、柔軟な
マネジメント策の準備が必要(教育･訓練の充実）。
SAに対する規格基準類が整備されていなかった。
→ 上記の要求を満足する規格基準類の整備が必要(継続的改善）。
9

論点(4) 緊急事態への備えと対策
緊急時避難は予め計画を定めて、手順に従い実施する。現場や地域を中心とした体制を構築

１．基本的考え方の改善策
１）緊急時計画は事故が起きることを想定した計画に改める
２）サイト外からの事故の影響緩和対策を準備する
３）緊急時計画は複合災害や発生確率の低い事象も想定する
２．緊急事態計画の実効性向上の改善策
１）演習と訓練を実施する
２）緊急事態計画ではハード、ソフトの代替案を準備する
３．避難に関する改善策
１）初期避難の判断基準をあらかじめ準備しておく
２）避難と移転は安全に実行可能な場合に限定する
３）住民の避難計画は長期化した場合を想定した計画を準備する
４．飲食物の防護措置に関する改善策
１）緊急時の初期段階における飲食物に関する制限基準を準備する
２）飲食物に対する防護処置は国際的な調和を考慮する
５．その他
１）緊急時計画の国際的ガイダンスを作成する
10
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論点(5) 環境と除染
除染は難しい課題を多く抱えている。学術的視点を取り入れて俯瞰的に、且つ住民の暮らしに
合わせて環境修復を進める。そのための方針も国が早く示す必要がある。
課題（１） 放射性廃棄物の性状把握・物量評価を2014年までに、処分概念を2017年までに構築
・解決策
１） 分析体制を早急に整備・増強する。
２） 分析により、従来の統計的な措置の導入の可能性の可否を見極める。
課題（２） 増え続ける放射性廃棄物の合理的な管理
・解決策
1） 当面の措置として、廃棄物管理について配置も含めた効率的・合理的に行う事を優先して
対処の可否の検討を行う。(当面の間、敷地境界線量限度値の制限解除は可能か)
課題（３） 多核種除去装置の導入により多量の汚染水二次廃棄物が発生するが、性状把握が困難
・解決策
１） 二次廃棄物の性状・インベントリ-の把握ができる構造(サンプリング)とすること。

 「中長期ロードマップ」の策定、見直しに際は、一歩一歩着実に前進する慎重さで臨
むことが必要である。無理な工程による失望感を避ける必要がある。
 原子力学会は、事故調査委員会の活動終了後も長期に亘り、技術的検討を継続す
る体制を整えるべきである。
11

論点(6) 学術界の責務
学会は学術に取組む組織の一つとして、自らの組織的・社会的な問題点とも向き合い、原子
力災害を防げなかった要因を明らかにして、組織として必要な改革を提言する。また、安全基
盤となるコミュニケーションの課題も検討されている。

日本原子力学会 は、学問の自由の下に、特定の権威や組織の利害から独
立して自らの専門的な判断により真理を探究するという権利を享受すると共
に、専門家として社会の負託に応える重大な責務を有する。特に、科学活
動 とその成果が広大で深遠な影響を人類に与える現代において、社会は科
学者が常に倫理的な判断と行動を為すことを求めている。また、政策や世論
の形成過程で科学が果たすべき役割に対する社会的要請も存在する。
１）
２）
３）
４）
５）

学会が果たすべき責務の再認識
学会における自由な議論
安全研究の強化
学際的取り組みの強化
安全規制 の継続的改善への貢献
12
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最後に
○ 専門家による「事故調」として、原子力学会が取り組んできた「学会事故
調」は、最終報告書の完成に向けて、そのまとめの段階にある。学会事
故調に相応しい分析評価と熟議により、これまでの事故調とは、趣の異
なった内容になっている。
○ 直接要因と背後要因の分析・評価結果は、根本的な問題解決に向けて、
功を奏すると期待されるが、分析結果が一般的な提言に止まることなく、
具体的な提言となることが期待されている。
○ 学会事故調の提言が活かされるような「しくみ」が不可欠である。
◎材料部会/水科学部会の「学会事故調」における役割
講演２．材料及び構造健全性（材料部会執筆部分報告） （阿部弘亨氏）
講演３．圧力容器/格納容器の長期安定保管（材料/水化学部会執筆部分） （中野純一氏）
講演４．使用済燃料及びプールの長期安定保管（材料/水化学部会執筆部分） （本岡隆文氏）
13

事故調最終報告書（案） ９月２日（建築学会）
・福島第１原発:事前の対策に不備 原子力学会が最終報告案（毎日新聞2013年09月02日）
・除染見直し、海洋放出提言＝汚染水トリチウム薄めて（時事2013/09/02-16:23）
・汚染水放出、トリチウム薄める必要…原子力学会（2013年9月2日18時07分 読売新聞）
・汚染水内トリチウム、希釈放出を 学会事故調が報告書案（共同通信 2013/09/02 21:20）
・事故原因「津波の浸水」原子力学会、最終報告書案概要（産経2013.9.2 22:05）
・電源ありきの設計誤り 学会事故調が最終報告案（毎日新聞2013年09月02日東京夕刊）
・原子力学会:「原発事故に責任」最終報告書案（毎日新聞2013年09月02日23時21分）
・個人線量目安の除染作業を提言（毎日新聞2013年09月03日）
・原子力学会「ＳＰＥＥＤＩ活用検討を」（NHK9月3日 6時23分）
・「トリチウム、薄めて海へ流すべき」 汚染水で学会見解（朝日９月３日）
・「汚染水を薄めて海に放出」原子力学会が提案（テレビ朝日09/03 02:00)
・リスクの全体像把握を 原子力学会 福島事故、報告書抜粋（電気新聞９月３日）
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日本原子力学会2013年秋の大会
2013.09.03-05, 八戸工業大学

材料部会企画セッション
「福島第一原発事故に関連する材料諸問題」
講演２

材料及び構造健全性に係る検討
（事故調査報告書材料部会執筆部分の概要）
東北大学

金属材料研究所
阿部弘亨

執筆にご協力を頂いた方々
庄子先生、木村先生、室賀先生、渡辺（豊）先生、渡辺（英）先生、
JAEA塚田様、CRIEPI太田様、日立GE茂中様、NFD鹿野様、中電釘本様
1

はじめに
学会事故調の目的
http://www.aesj.or.jp/jikocho/index.html
 東京電力福島第一原子力発電所事故とそれに伴う原子力災害の実態を科
学的・専門的視点から分析し、その背景と根本原因を明らかにするとと
もに、原子力安全の確保と継続的な安全性の向上を達成するための方策
及び基本となる安全の考え方を提言する
 学会自らの組織的・社会的な問題点とも向き合い、原子力災害を防げな
かった要因を明らかにして、必要な改革を提言する

 材料科学、材料工学的視点に立った事故分析、ならびに現在の課題、今
後生じ得る課題の提言
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2

報告書の構成

1.はじめに
2.原子力発電所の概要
3.福島第一原子力発電所におけ
る事故の概要
4.福島第一原子力発電所以外の
発電所で起きた事象の概要
5.サイト外で実施された事故時
対応
6.事故の分析評価
7.事故の背景となった原子力安
全体制の分析
8.事故で明らかとなった課題と
教訓
9.現在進行している事故後の対
応

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

事故の分析概観
原子力安全の考え方
深層防護
プラントの安全設計
アクシデントマネジメント
外的事象(自然災害)への対応
放射能、放射線測定
放射線モニタリングと環境修
復活動
解析シミュレーション
安全規制
緊急事態への準備と対応
核セキュリティと核物質防護
・保障措置
人材・ヒューマンファクター
国際社会との関係
情報・知識の共有化、統合化
事故収束
汚染水の浄化処理
破損燃料について
事故炉の廃止措置と放射性廃
棄物の処理処分
RPV、PCV他の長期保管に関す
る提言
住民と従事者の長期的健康管
理等

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.5

安全設計に関する課題
IC/RCICに係る問題の
分析
材料及び構造健全性
長期運転プラントの安
全性
運転経験の設計への反
映、設備の経年変化
バックフィットの考え
方と継続的安全向上

9.5.1
9.5.2

現状、課題、対応策
使用済燃料の長期安定
保管に関する提言
9.5.3 RPV、PCVの長期安定保
管に関する提言
※水化学部会が主体
3

担当箇所の執筆に当たっての考え方
今回の原子炉事故においては、炉心の著しい損傷と溶融、そして冷却の
ための海水注入など、原子炉材料としては想定を超える事態に達した。現
状では詳細な現場立ち入り調査は不可能で、材料学の観点では結論を出せ
る段階にはない。しかし、事故後に実施された様々な模擬実験や検討、他
の原子炉で発生した参考事象、さらに米国スリーマイル島原子力発電所2号
機事故の知見等を踏まえて、今回の事故により構成材料に生じた現象とそ
の影響を予想し、現時点での理解を整理することができる。結論を先に述
べると、定性的にはある程度理解されるが確度は低いもの、あるいは全く
理解できていないものが大半であって、これらは将来の事故調査に当たっ
て検討されるべき課題である。
以上を踏まえて本節においては、事故時および冷温停止後の材料挙動を
予測し、材料学的な課題を抽出することとした。そして現在までに実施さ
れている種々の模擬実験を利用した研究の概要、および浜岡原子力発電所5
号機で発生した海水流入事象から抽出された知見について記述する。

10

4

事象の整理
本節では事故進展に伴い材料が被った事象と材料そのものの変化を整理
し、その中から知見に乏しく課題となると予測されるものを抽出する。
事故進展を以下のように分類した。
(1)炉心損傷前、
(2)炉心損傷後圧力容器破損前、
(3)圧力容器破損後格納容器機能喪失前、
(4)格納容器機能喪失後および冷温停止後、
(5)使用済燃料プール
これらの分類に基づいて、次ページに材料学的観点での課題を整理した。
抽出された課題には、既に十分な知見が得られているものも含まれている
が、多くはTMI事故を教訓とした予測であり、科学的な確認が必要である。
尚、燃料や溶融燃料に関する事象や課題は9章に記述されるため本節では割
愛したが、炉心材料と関連する箇所はリストに残した。
[6.4.3.1]原子力学会安全対策高度化技術検討特別専門委員会

http://www.aesj.or.jp/special/senmon.html
5

課題の整理
(1)炉心損傷前
【被覆管】

【集合体】

【炉容器】
【格納容器】
【配管】

(1)炉心損傷前
材料学的課題

事故炉の材料学的検分。サンプル採取と分析による事象
進展の解明（温度履歴等）。事故発生時点での燃料の履
歴（照射劣化、酸化、水素化、燃料棒内圧、FP蓄積量
等）と破損との関係の解明。破損個所近傍での集中的な
水素脆化とその進展が燃料棒全体の破損に及ぼす影響。
水質やクラッドの影響の解明
燃料露出時の被覆管温度の評価（履歴および最高温度）。
水蒸気による気相腐食と水素化。集合体のクリープ変形
による被覆管の膨れ等の評価。塩析出等による流路閉塞
や伝熱劣化の影響の評価
圧力容器や炉心材料の気相腐食、高温腐食の評価。破損
に伴う燃料放出による圧力バウンダリへの影響評価
格納容器材料の高温物性データベースの構築
地震影響の検証
11

6

課題の整理

(2)炉心損傷後、RPV破損前

(2)炉心損傷後
材料学的課題
RPV破損前
【燃料】
非常用炉心冷却系の性能評価基準（1200℃、15%ECR）を
超えかつ溶融に至るまでの条件における挙動（被覆管の
閉じ込め機能の温度と時間の限界、水蒸気腐食条件下で
のクリープ破断など）の解明
【炉内構造物】 ステンレス、ジルカロイ、制御材、燃料等材料間の反応
のうち、特に高温水蒸気環境かつ過渡的非平衡状態にお
ける多成分系状態図の取得。制御棒崩落事象と燃料溶融
に関する材料学的解明
【炉容器】
原子炉容器破損形態の特定。ガスケットの高温破損。溶
融炉心と圧力容器の相互作用。スリーマイル島原子力発
電所2号機事故の知見を活用した原子炉容器下部ヘッドの
破損挙動解明。高温海水蒸気腐食
【配管】
地震影響の確認
7

課題の整理

(3)格納容器機能喪失前、RPV破損後

(3)格納容器機能喪失

材料学的課題

前、RPV破損後

【FPの移行】

損傷炉心から注入水を経由して格納容器外に流出した
と考えられ、溶融燃料から水相へのFPの移行挙動の解
明

【格納容器】

過温対策シール材の挙動。ジェットインピンジメント
による侵食（溶融ジェットが構造体に衝突する場合に
構造体を溶融侵食する現象）と格納容器破損との関係

【コンクリート】

コンクリート侵食に伴うガス発生と浸水、対流熱伝達
率の増加、溶融デブリの流動物性の影響。

【冷却】

ペデスタルにおける溶融炉心物質と冷却水との熱的相
互作用
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8

課題の整理

(4)格納容器機能喪失後および停止後

(4)格納容器機能喪失

材料学的課題

後および停止後

【溶融燃料】

海水腐食の評価。LOCA後の燃料の長期冷却性の評価
（日本では基準がない）

【構造材料】

海水腐食の評価

【コンクリート】

海水による浸食ならびに腐食の評価

9

課題の整理

(5)使用済燃料プール、(6)全体

(5)使用済燃料プール

材料学的課題

【溶融燃料】

【燃料】燃料棒の破損挙動（バルーニング、燃料ペ
レット分散挙動、など）と海水による腐食評価。使用
済燃料の取りだし時の瓦礫等による燃料の損傷に関す
る検討と対策。現行再処理施設の取扱い制限を超える
燃料の取扱い

【構造材料】

【ラック】海水腐食の評価

(6)全体

材料学的課題

【事故解析】

事故プラントからの遠隔操作による試料サンプリングと分
析試験
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10

各事象に対する検討

（１）地震の直接影響

旧保安院高経年化技術評価意見聴取会や原子力学会安全部会における検
討において地震の影響が調べられている。意見聴取会資料や安全部会報告
書によると、福島第一原子力発電所の2号機、3号機、5号機において東西方
向の最大加速度が基準地震動Ssを約25%上回ったが、それ以外は基準地震動
以下であったとされる。この事象が高経年化プラントに与える影響、すな
わち地震による直接破損の可能性が検討された。事故以前に実施された高
経年化技術評価から地震発生時点までの劣化を予測し、原子炉圧力容器鋼
の照射脆化、再循環系ポンプ出口弁等の低サイクル疲労、配管減肉などの
高経年化に伴う材料劣化事象に対し、3月11日の地震動の影響が検討され、
事故の発生および拡大の起因になったと疑われる要素は見出されないと評
価されている。高経年化技術評価等に基づいた評価は妥当なものと考えら
れるが、将来的には立ち入り調査による直接確認作業が必要である。
[6.4.3.3]
[6.4.3.4]
[6.4.3.5]
[6.4.3.6]

保安院第一回高経年化技術評価意見聴取会資料3-3(2011年11月)
日本原子力学会原子力安全部会「福島第一原子力発電所の事故に関するセミナー」報告書(2013年3月)
保安院第三回高経年化技術評価意見聴取会資料2-1、2-2、4(2011年12月)
保安院第三回高経年化技術評価意見聴取会資料4～6(2011年12月)
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各事象に対する検討

（２）事故時の材料挙動

1F事故では、燃料集合体が冷却材から露出してから注水が再開されるま
でに約6時間から14時間を要したとされており、1号機から3号機において多
くの燃料が溶融した可能性が高く、溶融した燃料の一部は圧力容器を貫通
し格納容器内に落下したと考えられている。シビアアクシデント時には原
子炉内では様々な現象が起こるが（図6.4.3.1）、現時点では燃料デブリの
分布や原子炉炉心の破損など炉内の状況は把握できていない。燃料デブリ
の取出しを効率的かつ確実に行うためには、燃料デブリの分布を含む炉内
状況の推定が必要である。そこで独立行政法人日本原子力研究開発機構で
は、炉内状況把握をサポートするために、事故の解析技術を高度化するこ
ととし熱水力挙動、燃料損傷及び溶融進展、圧力容器下部ヘッド破損、解
析コードを用いた事故の解析を進めている（図 6.4.3.2）。
（２ａ）事故時の熱水力挙動に関する研究開発
（２ｂ）燃料損傷及び溶融進展に関する研究開発
（２ｃ）圧力容器下部ヘッド破損挙動に関する研究開発
（２ｄ）解析コードを用いた事故の解析
[6.4.3.7] 独立行政法人日本原子力研究開発機構;「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置技術に係る原子力機構の
取組み（2012年版）」
http://fukushima.jaea.go.jp/initiatives/cat05/index.html
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各事象に対する検討

（３）海水混入の影響

（３ａ）福島第一原子力発電所腐食対策検討会での検討
（３ｂ）冷温停止前の高温海水中における圧力容器鋼、格納容器鋼の腐食
（３ｃ）原子炉容器・燃料集合体等への海水注入の影響把握
（３ｄ）浜岡原子力発電所５号機復水器細管損傷の影響について
（３ｅ）希薄海水中におけるステンレス鋼のすきま腐食挙動評価

→福島第一への知見の展開
[6.4.3.8] http://criepi.denken.or.jp/result/pub/annual/FY2011/P96-P97_kiban8.pdf
[6.4.3.9] 独立行政法人日本原子力研究開発機構;「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置技術に係る原子力機構の
取組み（2012年版）http://fukushima.jaea.go.jp/initiatives/cat05/index.html
[6.4.3.10] 本岡、佐藤、山本、日本原子力学会和文論文誌、11 (2012) 249-254.
[6.4.3.11] 端、塙、笠原、室屋、勝村、日本原子力学会「2012 年秋の大会」予稿集；CD-ROM、 講演番号K04
[6.4.3.12] 本岡、佐藤、塚田、山本、日本原子力学会「2013年春の年会」予稿集；CD-ROM、 講演番号F47
[6.4.3.13] 中野、塚田、日本原子力学会「2013年秋の大会」発表予定
[6.4.3.14] 日本工業規格「ステンレス鋼の腐食すきま再不動態化電位測定方法」JIS G0592、(財)日本規格協会、2002年.
[6.4.3.15] M. Akashi、 G. Nakayama、 T. Fukuda、 Corrosion98、 Paper158 (1998).
[6.4.3.16] 崎谷 美茶、 松橋 亮、 松橋 透、 高橋 明彦、 材料と環境、 58 (2009) 378.
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本節のまとめ
事故時および冷温停止後の種々の事象進展に対応させて材料学的な観点
から課題を整理した。これまでの種々の検討結果から地震の直接影響は小
さいと思われるが、現場調査による確認は必要である。海水混入事象につ
いては、他の炉の知見に加えて、事故後の短期間に高温海水腐食等に関す
る研究が進展しており、進行中の研究も含めて概略をまとめた。また、本
節には個別記載はしていないものの、冷温停止後の特定原子力施設の保全
に関し、材料学的な視点からLOCA後の炉心の長期冷却性や耐震性、事故炉、
使用済燃料プールや廃液タンク、除染装置類の腐食など課題は多い。
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材料部会セッション
「福島第一原発事故に関連する材料諸問題」

圧力容器/格納容器の長期安定保管
平成25年9月3日
八戸工業大学
日本原子力研究開発機構
原科研福島技術開発特別チーム
中野 純一

1

はじめに –現状 福島第一原子力発電所（1F）1～3号機の圧力容器（RPV）内では、事故時の燃料の
溶融が起こり、その一部はRPV下部ヘッドから格納容器（PCV）内の圧力容器ペデス
タルへ落下したと推定されている。
 １F1～3号機のRPV、PCV内の温度は、現在ほぼ安定的に50℃程度で維持されてい
る。ただし、循環注水冷却システムはRPVからPCV、タービン建屋に漏えいした汚染
水をセシウム・塩分除去後に再利用している状態である。
 廃止措置では、炉内からの燃料デブリ取
出し終了までの長期間、RPV、PCVに新
たな損傷が生じることを防止し、それらを
安定的に保管することが重要である。

過酷事故時の原子炉内現象

 RPV、PCVの容器鋼材は今後も長期に亘
り希釈海水環境に曝されると想定される。
 容器鋼材（RPV：低合金鋼、PCV：炭素鋼）
に腐食が発生し、放射性物質の漏えいや
腐食減肉等による構造強度及び耐震性の
低下の起こることが懸念される。
 循環注水冷却系の配管に腐食損傷が生じ
た場合には、炉内の燃料、燃料デブリの冷
却が中断される可能性も懸念される。
16

出典：原子力機構「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止
措置技術に係る原子力機構の取組み」2012年版, P.15

はじめに －課題－

2

 RPV、PCVの構造強度、耐震性の維持が重要であり、そのため構造材料の腐
食損傷の発生を予測・防止することが、燃料デブリ取り出し完了まで必要であ
る。
 燃料デブリ取出し作業のため、PCV漏えい個所を補修後にRPV、PCVを冠水
させるが、それにより総重量が増加するPCVの耐震性確保が重要である。
 RPVの耐震性保持に関して具体的には、RPV支持スカートをペデスタルへ固
定している基礎ボルトやRPVスタビライザーの損傷防止、RPVペデスタルのコ
ンクリート及び鉄筋の劣化と耐震性への影響を評価することが重要である。
 海水由来の成分を含む水環境及び高線量の放射線に同時に晒された各種の
金属材料の劣化・損傷について、その予測を可能とし必要に応じて防止・抑制
する方策が必要となる。
 RPV、PCV内部調査の結果を各種腐食試験等の条件へ的確に反映させ、長
期保管中の材料劣化の予測精度を向上させることが重要である。
 海水成分と放射線の重畳効果について予測を可能とし、その環境でも有効な
腐食抑制策の検討・検証を急ぐことが必要。また、事故直後の高温及び高濃
度な塩化物イオンが材料に与えた影響の評価が必要である。

3

RPV/PCVの長期保管に係る課題
区 分

課 題
圧力容器の内部環境（水質、放射線レベル等）の推定

圧力容器（RPV）の損傷防止

過酷事故の容器鋼（金属組織、強度等）への影響評価
腐食・材質劣化が構造強度・耐震性に与える影響評価

RPVペデスタルの損傷防止

コンクリート内鉄筋の腐食抑制策、コンクリートの強度低下推
定方法（模擬試験等）、構造強度・耐震性評価
格納容器の内部環境（水質、放射線レベル等）の推定

格納容器（PCV）の損傷防止

格納容器内への腐食抑制策適用（防錆剤添加など）
腐食・材質劣化が構造強度・耐震性に与える影響評価

注水冷却系配管の損傷防止

配管材料（炭素鋼、ステンレス鋼）の腐食評価・抑制策
事故直後の高温・海水がRPV/PCV鋼に与えた影響評価

長期安定保管に係る基礎的検 炉内放射線が腐食等に与える影響に関する基礎研究
討
長期間の材料劣化予測法の検討（加速試験妥当性の検討）
燃料デブリ近傍におけるRPV/PCV鋼劣化モードの検討

17

政府・東電中長期対策個別プロジェクトと研究計画

4

「政府・東京電力中長期対策会議」は平成２５年２月８日廃止され「東京電力福島第一原子力発電所廃炉対策推進会議」が設置された。

１F1～4号機の廃止措置等に向けたロードマップ

5

東京電力福島第一原子力発電所1～4号機は、冷温停止状態を達成し、放射性物質の放出
が抑制されているが、廃止措置終了までには長期間を要するとともに、その完了までにはこ
れまでに経験したことのない多くの課題を解決していく必要がある。
出典：原子力機構「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置技術に係る原子力機構の取組み」2012年版
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6

１F腐食対策の課題への対応
－ JAEAにおける対応の状況 －
（１）圧力容器/格納容器の長期保管に向けて
（２）燃料集合体の長期保管に向けて
（３）海水成分を含む水の放射線分解の検討
参考資料：
原子力機構「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置技術に係る原子力機構の取組み」
2012年版、http://www.jaea.go.jp/fukushima/pdf/20121206-02.pdf

7

（３）圧力容器/格納容器の長期保管に向けて
圧力容器
低合金鋼
(SQV2A等)

炉内構造材
ステンレス鋼
(SUS316L)

格納容器
炭素鋼
(SGV49等)
伸張ベローズ
ステンレス鋼
(SUS304)

圧力抑制室
炭素鋼

 RPV/PCVおよび原子炉ペデス
タルは、今後も長期間に亘り希
釈海水環境に曝されると想定さ
れ、その間に腐食進行による容
器壁の減肉や割れの発生によ
り構造強度の低下を生じる可能
性が懸念される。
 事故時に格納容器内に飛散し
たFP及び落下した燃料デブリに
より、RPV/PCV鋼材は高レベ
ルの放射線に曝されているため、
腐食が局部的に加速される可
能性もある。

 最重要は構造強度の維持と耐
震性の確保であり、そのため腐
食を抑制する方策を講じること
BWR Mark‐Iの断面図[1]
が必要である。
[1] Aging and life extension of major light water reactor components, INEL (1993)
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8

事故により材料が経験した状態（PCV内温度）
400

1F-3号機

1F-3号機 各測定点での温度

給水ﾉｽﾞﾙ N4B 温度

RPV 底部ﾍｯﾄﾞ上部

圧力容器下部温度

D/W HVH戻り温度

S/Cプール水温度A

S/Cプール水温度B

D/W内の最高温度
197℃
400

200

1F-1号機 各測定点での温度
圧力容器下部
D/W HVH戻り（ HVH-12C）
S/Cプール水温度B

給水ノズルN4B（終端）
CRDハウジング上部
S/Cプール水温度A

最高試験温度：200℃

300

温度 (℃)

温度 (℃)

300

100

1F-1号機
200

100

0
3/17

4/14

5/12

6/9

7/7

8/4

9/1

9/29

10/27

月日
400

4/14

5/12

6/9

7/7

月日

8/4

9/1

9/29

1F-2号機 各測定点での温度

10/27

出典：東京電力(株)ホームページ

 ドライウェル(格納容器)内の最高温度は約200℃
 100℃以上の期間が約6ケ月継続した。
 PCV内は40～50℃の状態が継続すると推定

給水ノズル N-4B 温度
圧力容器ドレンパイプ 上部温度
S/Cプール水温度A

300

温度 (℃)

0
3/17

圧力容器支持スカート上部温度
D/W HVH戻り温度(HVH-16A)
S/Cプール水温度B

1F-2号機

200

100

0
3/17

4/14

5/12

6/9

7/7

8/4

9/1

9/29

10/27

月日

事故により材料が経験した状態（塩化物イオン濃度）
海水注入期間と注入量[2]
海水注入期間

16,000ppm

海水注入量

1号機

3/12 19:04~3/25 15:37

約2,842m3

2号機

3/14 19:54~3/26終了時不明

約9,197m3

3号機

3/13 13:12~3/25 18:02

約4,495m3
計16,534m3

280ppm
(2013/8/13)

2号機原子炉建屋三角
コーナー滞留水：50ppm
(2012年6月28日採取)[3]

高レベル滞留水の塩化物イオン濃度測定結果[1]
[1] 東京電力(株)ホームページ, 原子力>福島第一・第二原子力発電所の状況 (http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima‐np/images/handouts_110522_04‐j.pdf)
福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の貯蔵および処理の状況について(第3報～第108報), 東京電力(株), 平成23年7月13日
～平成25年7月17日
[2]原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書原子力災害対策本部、平成23年6月
[3]福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋地下階の滞留水サンプリング結果について, 東京電力(株), 平成24年6月29日

 腐食試験における塩化物イオン濃度は1000ppm以下が妥当と判断
20

9

事故により材料が経験した状態（放射線）

10

出典：「2号機原子炉格納容器)内部調査（2回目）について」, 東京電力(株), 平成24年3月28日

 ガンマ線量率：数kGy/hでの照射試験が加速条件として妥当と判断

ガンマ線照射下腐食試験の方法
ガンマ線照射下腐食試験装置

腐食試験条件：

フラスコ内試験片配置

水質： 200倍希釈人工海水（塩化物イオン濃度：約100ppm)
温度： 50℃、80℃
浸漬時間： 50h 、 100h、 500h
ガンマ線量率： 0.2kGy/h、4.4kGy/h
21

11

ガンマ線照射下腐食試験結果の例

12

試験前後の試験片写真（格納容器鋼）

試験条件：
 200倍希釈人工海水
 50℃、50h浸漬、密閉系
 ガンマ線50h照射
 吸収線量率：4.4kGy/h

ガンマ線照射下腐食試験結果

13

腐食減量に与える照射の影響
（格納容器鋼）

出典：腐食防食協会編
“金属の腐食・防食Q&Aコロ―ジョン110番”、丸善、(1988)







線量率が低い場合（実機内測定値の数倍）は、照射による増加はほとんど無い
高線量率で照射した場合は、非照射の腐食減量に比べ2倍弱の増加
ただし、その場合の線量率は実機内測定値の約100倍と高い
腐食減量から計算した１年間の減肉量（mm）を非照射の文献データと比較
照射データ（50℃）と文献データ（40℃）の間に大きな差は見られない
22

14

現在までの知見と今後の課題
 圧力容器と格納容器の鋼材について、ガンマ線照射下で50℃、
200倍希釈人工海水中において500時間までの腐食試験を実施し
た。
 線量率が低い場合（実機格納容器内で実測された線量率の数倍）
には、照射による腐食減量の増加はほとんど見られなかった。
 高線量率（実機格納容器内実測値の約100倍）で照射した場合の
腐食減量は、非照射の場合に比べ2倍弱の増加となった。
今後の課題：
 格納容器内の腐食抑制策（防錆剤添加等）に対する放射線の
影響評価
 事故直後の高温状態が鋼材の腐食・強度に与えた影響評価
 異種金属接触部やすき間部における腐食加速の可能性検討
 容器内に落下した燃料デブリの存在が腐食に与える影響の推
定（放射線、溶出核種の影響等）

15

まとめ
 JAEAでは、格納容器/圧力容器に用いられる金属材料の腐食に対す
る放射線と海水成分の影響について、ガンマ線照射下試験により検
討して来た。
 これまでに検討した条件では、格納容器内の放射線環境下で、腐食
が照射影響により大きく加速される可能性は低いと考えられる。ただ
し、落下したコンクリート瓦礫や燃料デブリにより環境が局所的に特
殊となる条件について今後検討する必要がある。
 今後さらに、1Fプラントの格納容器/圧力容器内部調査結果を各種試
験及び解析評価に適宜反映させ、長期安定保管中の材料劣化の予
測精度向上に資する必要がある。
 事故直後の高温の影響、現在の局所的な各所水質と放射線の影響
を検討する必要がある。
 高線量率の放射線環境においても有効かつ継続的に効果のある腐
食抑制策の検討・検証及び現場への適用が急務である。
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+ǑGǇÆƷǉª5ƣǑùƣ
ǈǎğƤƞǎƚ
• ƨƽưǈƙÍÆ+ǑGǇÆ×
ÏƻƴƟƶƙeĒƻƢƧǎǬ
ǨǲǟǷÑ35³ƻƴƟƶƙǘǷ
ǮĒßeīřƻǋǍįµƪưƚ

Ŭ

ŔßeƷƽǬǨǲǟǷƽĖŃċíǺ8ońÍÆǻ
-«N2HȀÛuȂ$1×10(3$M$

ŔßeaÔǺŦţƕǻƷƾųŻÛuƽÓgƾĿƟƚ
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Ťţ

ßeƷƽǬǨǲǟǷƽĖŃċí
-«N2HȀÛuȂ$1×10(3$M$

ǘǷǮĒßeƷƾaÔƻƢƟƶǉǬǨǲǟǷÑ3ƻǋǍųŻÛuƤƬǎ
ƨƸǑ`ĩƪưƚĒŅçƤŚƟƸö¦ŊƷųŻƾÓƩǏǎƚ

ŤŤ

ǾǻàĞĠĆƽÍÆßeZŘñìƽĪś
ǘǷǮĒßeƷƽőÅ7\īřǺǓǪǹǨ+»Õ^ǻȂ
ƘZŘñìőǺǻƙĘÞÎÚőŜŝǑÕ^ƪƙ
ƸƽnƣǌZŘñìƽAĕǑĪƪưƚ


Co(60ĒÖ

īř¯
īřÏȂ mÍÆǺ+ƾĝǻ
ƖǓǪǹǨ+»Õ^
ƘǘǷǮĒŅçśŨţţśŶƓŢƆś
Ƙ0ƻťŧśƆßeƪưīřÏǑíƟƶ`
ƗĘÞÎÚőÕ^
ƘĒŅçśŨţţśŶƓŢƆ
Ƙße¦ŊśŪťţśƆ
ŲƊŠ

ſŻŧťŠ ŷŲŻŦŠ

ŤŬşţţţ ťşũţţ

Ťŧţ

űƎŠ
ũŧ

ǟǴǗǶǔ



źƁŞ

m
ÍÆ
őÅ7\īřǡǴ

ŹƅťŞ

Ťţşũţţ ŤşŦţţ
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ŲƁťŞ
ŧţţ

Ťť

ǟǴǗǶǔťƽǓǪǹǨ+»¨Ē

Potential E / V vs. SSE

0.5



ĘÞÎÚőƽ¦ŊT7

Zry-2 at room temp.

0

-0.5
un-irradiation
500Gy/h irradiation
-1
10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3
-2

Current density / A•cm

ZŘñìőś
ßeśůśŔße

ĘÞÎÚőśEsp
ƘƘße$>$Ŕße


ǘǷǮĒßeƻǋǍZŘñìőƤƮƭƙƣƴĘÞÎÚőƸƽnǉ
T7ƪƺƟƨƸƣǌƙZŘñìƽAĕƤ£ƪƺƟƨƸǑüƪưƚ$

èLǅƷƽõġƸ

|ƽĮŖ

! íÒàǭǹǴŢàŐDƽí®ƽƙÍÆ+ǑGǇ
ÆƷƽėŘñìAĕ>ǀeĒƽzŕǑ¹Ħƪưƚ
! íÒàǭǹǴƻƢƟƶĖ×[Ńċ1ƷƞǎǬǨǲǟǷǑË!
ƬǎPDƙÄķòÔƷǉǘǷǮĒƽße5³ƻǋǍª5ƻí
ƬǎƨƸǑüƪưƚ
! ¬íĞĠĆǟǴǗǶǔƽońÍÆƷƽhłėŘñìƽAĕ
ƾƟƨƸǑőÅ7\īřƻǋǍüƪưƚ
|ƽĮŖ
# àǭǹǴ&ƻĚƪưǝǷǚǳǹǧâƻǋǍÆĶƤhòƻ
7ƪƶƟǎAĕƸƯƽėŘǁƽzŕĪ
# ǘǵǙĚƻǋǎĞĠĆăƽǊTyƤėŘƻơǎzŕ
ƽĪ
# `Àƣǌ@Ǎ*ƩǏǎàŐDƽ"ĪƽÉǺ¹µ
Éǻƽ¹Ħ
30

ŤŦ

ǺǿǻÍÆ+ǑGǇÆƽeĒ+ģƽ¹Ħ

Ťŧ

# ÆƽeĒ+ģǁÍÆ+ƽÐ!ƤơǎzŕƻƴƟƶƾƙ
ǃƸǒƹõġƤƺƣƳưƚ

÷āóò
•

`
•
•

®ƽėŘƻdƬǎǲǟǖǳǞǠƽzŕǑŀ,ƻĪƬǎưǈƙÍÆ+ǑGǇÆ
ƽeĒ+ģ6ǑÕƬǎǦǹǢǡǤǧǑƬǎ

&b
ÍÆ+ƽƠƲǲǟǖǳǞǠƻzŕǑơǎ7\ĀƻƴƟƶƙ¡[ƽǲǟǖǳǞǠ
ǦǹǢǑéƪƙǘǷǮĒßeêQǑ¿ƪưǲǟǖǳǞǠĥąǑ` 
ǘǷǮĒße ĨƷƽÍÆƽeĒ+ģ`řǑěƟƙĥąĐ³Ǒ¹ĩ

ǘǷǮĒßeīřƻǋǎĥąĐ³ƽ¹ĩ
7



AQ1 (Exp.)
ASW (Exp.)
NaCl (Exp.)
NaBr (Exp.)

6

[H O ] / µM

2

150

4

100

2

[H O ] ppm

5

AQ1 (Calc.)
NaCl (Calc.)
NaBr (Calc.)

200

3
2

50

1
AQ1 
ASW : 



0

0

5x10

3

1x10

4

0

Dose / Gy

• ĥąĐ³ƾ`řĐ³ǑǋƦ'èƷƥƶƟǎ
• ŰŽŤƸ mÍÆǁƽßeƻǋǎŷťŻťì6ƾǃǄę
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2 2

1 Gy/s
 

ŤŨ

Ťũ

èLǅƷƽõġƸ

|ƽĮŖ

! ÍÆ+ǑGǇÆ×ÏƽǲǟǖǳǞǠĥąǑ` 
– ¿ÍÆŜŰŽŤŝǁƽßeƻǋǍƙŷťŻťşśŷťşśŻťƤR3
– ŰŽŤǁƽßeƻƢƧǎŷťñìƾƙűƎŠƽ?ƻ[

! ǘǷǮĒße`řƻǋǍƙĥąĐ³Ǒ¹ĩ
– ėŘƻzŕƬǎAĕƽƞǎǫǶǜǷ7äȂìƮƭ
– ŷťŻťƽì
• ĥąĐ³ǑǋƦ'èƷƥƶƟǎ
• ŷťŻťƽìƻƴƟƶƾŰŽŤśŮś mÍÆƸƷƥǎ

|ƽĮŖȂ
# ÍÆ+ǑGªƬǎÆƽǲǟǖǳǞǠǝǹǨǑžżƀŢżŲƀ&êQ
ƽǲǟǖǳǞǠĥąĪƻŀíAĕƸƪƙ½ļ®ƽėŘ6
^ƻíƟǎƚ

ŤŪ

ǅƸǈ
$ ǽŵàŐDƽň«ĆƽĮŖƸdƽ¼ÈǑĭ¤ƪưƚƔ
ň«ǶǹǨǮǤǭƻNƦĥïƾ¼ƼXxƸĔơǌǏǎƚ
$ ŸŰŴŰƷƾƙíÒàǭǹǴƙàŐDƻíƟǌǏǎņj
®ƽėŘƻdƬǎeĒƸÍÆ+ƽzŕƻƴƟƶƙǘǷǮ
ĒßeīřǊģ²ĪăƻǋǍ¹Ħƪƶƥưƚ
$ ƨǏǅƷƻ¹Ħƪư¯ƷƾƙǽŵíÒàǭǹǴƷƙėŘƤ
ßezŕƻǋǍVƥƦ3ĻƩǏǎAĕƾƟƸĔơǌǏǎƚƔ
ưƱƪƙĚƪưǝǷǚǳǹǧëûƻǋǍêQƤhòƻåÂƸƺ
ǎ¯ƻƴƟƶƙ |¹ĦƬǎğƤƞǎƚ
$

|ƩǌƻƙǽŵǭǲǷǧƷ`Õƙ+²ǸĢcƩǏǎèPƽæÈǑ
®īř>ǀģ²Īƻŀ_?¥ƩƮƙň«"Īƽ
ĈuFƸň«]^ĆƻĵƬǎƚ
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II.

Ȥ 2 ĎƝʹxĘą

,       !-

ˈɺˉinȾāŌĬȗȢŶ Ņȅ ɔÇ
Ȥ 2 ĎƝʹxP)2013 ő 10 Ƨ 23 Ɲ(ǔ)MʹđôĩæĬºǸƗƯƗʖº
¨Î)ƝƮôĩæĬºƯƗʖºÙÎIŲŋˈGyeongjuˉMHʦÎ;`D*Ȥ 1 ĎP)
2013 őƝƮôĩæĬºƟOőºJĂơƪMʊȌĠĬMHʦÎ;`H2^)Ȥ 2 ĎP
ʹđôĩæĬº 2013 őȝOĠºJĂơƪMʦÎ;`_ʐRJLFD*
³ĎP¨M˅ȸőðMǳǲcŠHH2^)ʐʄőƓOȸʑ=DȎʴŶcƨ?_Ɲʹ
¦đMJ^ơİcťDɸʾJɆ1_*Ȏɚ¸ƓP)ʹđ3] 5 ¸)ƝƮ3] 2 ¸)ɤ
7 ¸I)ɊɶɇPȰ 100 ă)ƝƮ3]OöèɇPǆňÍŢÞƑƆˈ±ĠˉJĘąɇO
2 ăI.FD*
xP)¨ÎɇI._ Changheui Jang ƑƆˈKAISTˉOʦºƄſIʦĦ;
`D*Ŝ5Ƚ5)Dr. Seong S. HwangˈKAERIˉ4)PWR M27_ IASCC OȗȢ
cȒȏJ=Dı˄ɤȈMG/HĘą=D*9OɤȈP)Phase I J=H 2011 ő 8 Ƨ
1 Ɲ\^ 2014 ő 7 Ƨ 31 ƝVI)Ŝ5Ƚ5 Phase II J=H 2014 ő 8 Ƨ 1 Ɲ\^ 2016
ő 7 Ƨ 31 ƝVIıƛ?_ªĮI._*ǆňÞƑƆP)đʱÙĂɤȈJ=HʏY]`
H/_ IFMIF/EVEDA OǁɝJȀēOʏƅǽǙMG/HĘą=D*Dr. Junseog
YangˈKHNP-CRIˉP)ôĩǱĒæĴčOǴʞßȁɤȈMG/H VVER-440 Oıƛ
ÃcöɆM=GGĘą=D*Dr. Hong Pyo Kim (KAERIˉP)ʹđO Uljin 4 ÿǇ
OɕǓȎȃč»Ƿȩcú^à=ƯƗáƴ=DȹƵMG/HĘą=D*áƴȹƵIPǼ
ǏOȋŏPȎɟ;`L3FD4)ǡ`èʌĕɍ˂źãODYOǔɿȩȁOʚɝŮ4Ɓ
Ǝ;`D*
ĘąɇP)ǡ`èʌĕɍ˂ɩÅŷǚOǁɝJıǇSOŬȄMG/HĘą=D*Dr.
Hansub ChungˈKHNP-CRIˉP)600 ȯ{qėāʝIOŬæɍ˂å`OȎȃ
ǽǙJĸȧMG/HĘą=D*Changheui Jang ƑƆP)KAIST J KHNP-CRI 4Ù
ĂIȗȢ=H/_v|vʢǬƈʖOǷȍëĸȧMG/HĘą=D*
ĘąɇOȜɟI._4)˅ȸőðOȗȢPıǇIOǪĮȹƵcöǵ=GGʤƪMǨ
^ȼȽ?_ūɝ4._JɆ1_*Ɲʹx4ȼȽ=HʦÎ;`)¦đO˅ȸőð
ȗȢOǠȎðMĵ¤?_9JcʿFH/_*ƭȥL4])ĘąɇOƮxöèM
.D^)ŦĿæ¢;FDƝʹôĩæĬºOʨÆOƚ+MǤɷȇ=¡8_*
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III. Ȥ 3 ĎƯƗʖºĤêɾûɾɇO\a9RO9JQ

ñǣʒĠĬ  Ġʛ ȓĩ
,áƒşðāʝOȗȢʦȎ9ODRP)Ȥ 4 ĎƯƗʖºĤêɾcʻ5ɰM.^4J0:</V=D*ûɾʾȒ
JL^V=D,áƒşðāʝOȗȢʦȎ-P)ǵĻȂěIƯƗ§Mšų;
`_m|fcɌðOôďJ=Hƕɠ?_OIPL6)9`cʋŷMJFHƯƗş
ðďĩJ=HǠȄ=\0J?_ȗȢI?*ʙðǻáƒşðˈODSˉāʝIP)
sgwOʙðǻȭĩ4ǐȔMĸ=ʶƔāȉʷcƨ=H/_J5)ȉʷ?T^M\^ʄ
½MŜæĕOæ4Ð5V?*99IʶƔāȉʷJɏȆɚʷcĂȦJWLAQ)s
gwOm|fIZʄ½OȞîcʫĳ?_JɆ1]`V?*m|fM\_ʄ½
O~{MG/HP9`VIM¨MryttM\FHÜȀ
;`H5V=D4)ıʱMŧȴLm|f4ʄ½c~{=H/_ǃĩcɬ=6
ȗȢ=DĘąPʊőľ=@GàH5DQ3^I?*Ʊ¸cȺFHǵĻcɘ1QƯƗ§
Mm|fcɂĶMáƒI5V?4)ʶǵĻIĂȦOƯƗcÁɜ?_9JP9`V
IŹəȏMʳ=/J;`H5V=D*ƮȗȢP˅ǩIǷáɢlvcȎȃ;A_ƨǇð
āǻcʝłȬƭMkkpcȄ/Hǥā=)Ǵȹcɘ09JIǵĻMʽ]
@cʝł§Máƒ;A_9JcýɋJ=V=D*Áɜ;`DƯƗPș3MĂǃ
OƱ¸IÁɜ;`Dcáƒ;AH/L/āʝ\^ZşŖ4˅6L^V?*Ȁē)
Áɜ;`DāʝcȄ/DǵĻȂě¢Oųʤƃî[)TEM ÛŜFŞ^M\_m
|f-ʄ½OȔÁȄȦMG/HȗȢcʡŰʏYH/_Ʀ§I?*
ȜɏʃPȀēñĠOˆ˃ƑƆOÒIÐ/H2^)9OµMŔG3OȗȢcƇ7ƀF
H2^V?*Ȁēú^ȷdI/_ZOJ=HP)Ȥ 4 ¥¶ôĩǱcůĮ=D{q
ė ODS āʝOʦȎJǵĻƌÏ)˅ʌǱOǸƗɛɞȩ[ƸɗāǱOǂʍƯJ=Hʚɝ
Lʠė ODS āʝOʙðǻȭĩƸšųųʤǇǂOȗȢ4.^V?*³Ďʻ5V=D
Ĥêɾcû7)9`3]ZôĩæƯƗOáʛIĿæ=H/5D/JɆ1H2^V?*
ȐǃM³ŤZ2¥ɫML^V?4)K0C\a=62ʿ/ȇ=¡8V?*

34

ˈƷˉôĩæĭ×tv|ȗȢŶ 

Ǣ ǵÔ

,ǵĻv|vʢOĝšȘĜƃîMʨ?_ȗȢ³ĎP9O\0LăɭLɾcʻ5)ɰM.^4J0:</V=D*ƯƗȗȢMƍb
^ĦYH 8 őI:</V?4)VEVEƬǶLŶZğ6:</V?*³ĎOûɾcê
WM);]MȮʏ=Hö^D/ŶĪI:</V?*
ûɾʻ5V=DȗȢP)ǵĻɯʀŬæɍ˂å`Mʨ?_ȗȢOȂJ=Hıƛ=H
ö^V=DZOI)ǵĻv|vʢOĝšƃîJȘĜƃîcŧɠȏLezM
\^ƾɥ=DZOI?*ÚÀȏMP)gjǵĻƯc˅ǩŜŞɪ˄=)ɚʷMȃ>D
?T^ȿOʧʰ[ǏōJƘʷOoȷɃ\^)ĝšƃîM÷U?ʢȠȦOƯƗƱ¸
[ǎʌŖȦOĝšƱ¸OţʺcɆķ=DȗȢJıǇǵĻƯ[ He gjǜÖƯ\^
FIB ŹəIÁɜ=DosgwOøȹƣɪ˄ǺcĲǩŜŞɪ˄=)ȭȉOşŖ
ˈȹāæˉM÷U? He ȃųȦOǵĻţʺcɆķ=DȗȢI:</V?*ƜĪOɪ˄
ŷǚ4ʔȄI5@)ŷǚʦȎMğ6Oơʧcå69JML^V=D*ū@ʦȎ4ųç
?_ÈɨP.^VAdI=D4)ŷǚOƨȄŮcɆ1V?Jzu?_ÅÌPĠ
/M._)[^4/O._ɲʾI=D*9O\0LɲʾMƂŴ?_9JcŬƋ=H¢
;FDŚȚOɵÓʈƚ)ĬºȎɚȦOżM:Ɓļ):éɣcɽ^V=Dğ6OɵÓȃ
ƚM9OęcË^HŪ\^űɷȇ=¡8V?*
țŉ«Ɛcû7)ôĩæƯƗOȗȢMP9`VI·¡M˅/ĭ×ŮODYOȗȢ4
ǖY]`_9JML_3JĪ>V?*ʋˀJZɣ1_õ=/ǽǙ4Ƚ/H2^V?4)
³ŤOôĩæƯƗȗȢcŃˁʂ;AH/6DYMPɓŷOĥʀ4GOʣML_
3JɆ1V?*ƮɾPɓŷOŃOǠʂcĤê?_ZOI)BOŰɅPĠ5/ZOJ
Ɇ1V?*ƦŤML^V=D4)ȗȢɇO²J=H9`3]ZôĩæƯƗOȗȢ)
ʦȎMɻǿ?_ŶĪI:</V?*³ŤJZĝb]N:Ɓļ):ʸƏc\a=62ʿ
/ȇ=¡8V?*
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IV.

2014 ő ƟOĠº ƯƗʖºʨʎO¹Ȉx{t
            ±ʗĠĬ  ǈƫ ʓ©

ƸǸƗʖºƯƗʖº āĂx{t
 ,«ƐɈŮǸƗƯƗʦȎOđÛĞOú^ȷW Ʋ±ʗŎĠĬ ¥ȅɹm vˈ3 Ƨ 27 Ɲˈǔˉ13:00ˍ14:30ˊF ºęˉ
ŗʤˈƲñĠˉʬʖ ŝ°
(1)
(2)
(3)
(4)

ǱŪǸƗOĭ×ŮĄ¡Mʨ?_ŹəŴȊ     
ƝȫǒȃôĩæòæM27_«ƐɈŮǸƗʦȎ  
«ƐɈŮǸƗMʨ?_ OECD IOđʱòæOƾɥ
ʅǔǱǸƗȄ«ƐɈŮǸƗOʦȎOú^ȷW   

  ˈ±Ġˉƽ¢ ćç
 ˈJAEAˉÊȅ Ǎʇ
  ˈ±Ġˉǈƫ ʓ©
  ˈƲĠˉʟƫ ƣĠ

 ƲƝƮĠĔʵM¼0ǞǛM\^)Ʋ±ʴæțŉȤôĩæȎʴŶIP×¯ǡʴǫċ
ģ2\RƦȶ~toċģ4Ȏȃ=)1 ÿǇ3] 3 ÿǇMHôĩǱÝó£×Mʮ
FD*BOȹƵ)ǸƗǩŖ4¡ƞ=)ɛɞȩJǔJOʙðȎǷùŬ4ʏdEDY)ʙ
ðǷM\^ǸƗǩŖ4ŭǰM¡ƞ=)ǱŪƌÏMɐFDJɆ1]`H/_*BOʑȟ
I)ɛɞȩ2\Rz{ovˈJZMurhāʝˉOʙðùŬM¼/
Ȏȃ=Dǔȳ4ƹȱĴč3]ǭǟ=ôĩǱřŁIǹȎ4Ȏȃ=D*9O9J3])«
ƐɈŮMÑ`DǸƗtv|ʦȎMú^ȷX9JP)¥ȉOʅǔǱOŽƮȏLĭ×Ů
Ą¡MūʼI.^)«ƐơOǔȳȎȃʌŖ2\RǱŪǩŖ¡ƞOɁćOɡǲI)˅ǩ
ǔ._/PǔɕǓJʙðùŬ=M6/ˈùŬʌŖ4Ľ;/ˉƯƗcɛɞȩ[z
{ovJ/FDǱŪƯƗMʔȄ?_9JP)ǔȳȎȃɁć)ǱŪƌÏvo¾ǧ
MŽƮȏLìƵ4._JɆ1]`_*«ƐɈŮMÑ`DƙDLǸƗOɪW)tee
ot}~ơOÜɎȉcʪǌ?_«ƐɈŮãŦƼȦZʚɝLɲʾI._*
 țŉ«ƐŤ)ǼMȫđcĦYJ?_ǣĞIO«ƐɈŮǸƗʦȎMʨ?_ʨŪPʶŏ
M˅6)ȫđIP)ĠĕOªȨcŻ>HȗȢʦȎcʏYH2^)2022 ő·ʭOĉƿ
ðcȒƁ=D{cƉ8H/_*OECD M2/HP)ƠőO 12 ƧMʅǔǱ
O«ƐɈŮǸƗˈIncreased Accident Tolerance of Fuels for Light Water Reactorsˉ
Mʨ?_Ȥ 1 ĎOot{4ʦÎ;`)ȫđ)Ǌŋ)ƝƮ)ʹđ3]OȎɚ[
«ƐɈŮǸƗʦȎ[đʱòæMʨ?_ɸɴ4ɘb`D*ƚ)ƝƮđÛM2/HZ)
,Ǭɗ«ƐM27_ƸǸƗʨʎOɲʾƾɥmpp-[,ĭ×ĸȧ˅Ŗð
ŹəƾɥǼâĺʥħĈº-ȦM2/H)«ƐɈŮǸƗƯƗʦȎMʨ?_ƾɥ4ʏY
]`H/_*9O\0LǽǙcʁV1)«ƐɈŮǸƗƯƗʦȎMʨ?_đʱòæ[
đÛOîĄOȀǽMʨ=HĘącɘL0*
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V.

ʨʎ?_đʱºɸ

(1)

2014 ANS Annual Meeting
15-19 June 2014. Reno, Nevada, USA.
http://www.ans.org/meetings/c_1
ȫđôĩæĬºˈANSˉ4¨Î?_ǉ¥¶ǱĄ7OǸƗƯƗ)ǂʍƯƗOƦ
ƙųƵcĘą?_đʱºɸI?*

(2)

2014 ASME Pressure Vessels & Piping (PVP2014)
20-24 July 2014. Anaheim Califonia, USA.
http://calendar.asme.org/EventDetail.cfm?EventID=23049
ȫđǇƻĬºˈASMEˉ¨ÎL4]¥ȉ§3]ŹəɇȗȢɇ4ʲ0ĒæĴ
čJʘȩMʨ?_ıɿȏLđʱºɸI?*

(3)

19th Pacific Basin Nuclear Conference (PBNC-2014)
24-28 August 2014. Vancouver, Canada.
http://www.aesj.or.jp/information/PBNC-2014_CFP_2013-07-03.pdf
1976 ő3]Ƚ/H/_ȂġŐǝĀđ4öè?_ôĩæ×ɑOđʱºɸI?*

(4)

Fontevraud 8
14-18 September 2014. Avignon, France.
https://www.sfen.fr/Fontevraud-8
ʅǔǱOĭ×Ů[ÉʽŮOĄ¡cY<?DYOƯƗɩÅMʨ?_đʱºɸI
?*

(5) Nuclear Plant Chemistry Conference (NPC 2014)
26-31 October 2014. Sapporo, Japan.
http://npc2014.net/
1977 ő·ʭ)ƓőǑMʦÎ;`H/_ǔðĬáʛOƦZǅĨO._đʱºɸ
I?*
(6)

NuMat 2014
27-30 October 2014. Clearwater Beach, Florida, USA.
http://www.nuclearmaterialsconference.com
ôĩæƯƗMʨ?_đʱºɸI.^)«ƐơOƯƗƃî[«ƐɈŮǸƗ4|
MLFH/V?*
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VI.

ʐČħĈº ħĈăȪ

ʖºʤ


äʖºʤ


ɺïĽħĈʤ 

ɀʲĽħĈʤ 

ɀʲĽħĈºħĈ

ŕĘĽħĈʤ 

ŕĘĽħĈºħĈ

đÛĬəĽħĈʤ

đÛĬəĽħĈºħĈ
đʱĬəĽħĈʤ

đʱĬəĽħĈºħĈ
Řïœ«


Řïœ«


Řïœ«


Řïœ«



Ěȅ ʯ
ʤɹŊƢ
ʝȅǯ©
ƩƧǍ²
ˇʛƖĹ
ƳŊɅī
¿ɖƤŨ
ņ®ŇĢ
ǕǗí¬
ɖ®ÕŢ
ʛǘɼþ
Ǆü ũ
ʊɖǍɉ
ǈƫʓ©
ńȕʕ

ˈőƧˍőƧˉ
ˈƝƮôĩæȗȢʦȎǇǂˉ
ˈƲñĠĬˉ
ˈƝȣɜÁŶˉ
ˈĠʩĠĬˉ
ˈƲɒˉ
ˈƲñĠĬˉ
ˈƝƮôĩæȗȢʦȎǇǂˉ
ˈńšĠĬˉ
ˈƝƮôĩæȗȢʦȎǇǂˉ
ˈôĩæĭ×tv|ȗȢŶˉ
ˈƝƮôĩæȗȢʦȎǇǂˉ
ˈƝƮƸǸƗʦȎƷśºȚˉ
ˈƲǣĠĬˉ
ˈ±ʗĠĬˉ
ˈƝƮôĩæȗȢʦȎǇǂˉ

VII. ĵȡO2ʿ/
ƯƗʖºIP)ʖºĈOȐ;VO:ĵȡcǋʉ/D=V?*ôĩæʨʎƯƗMG/
HOƦʊOȗȢ[ȗȢǇʨƛɧȗȢºOȵ´)ºɸOƺÛ[Ęą)đʱ¯ǡLK)
ǓǀMɫʾƊÄc2ʿ//D=V?*·¢Oʴĩev._/P2ʊ6Oʐ
ČħĈVI:ʎȻ6E;/*
(ƯƗʖºʐČħĈºįev
material-sc@material-aesj.sakura.ne.jp

VIII. ɀʲŤɦ
ƮőŖ¬ŖȒOʖºĘc2ŀ7=V?*ƠőOȝOĠºOƯƗʖºx{tIÂ
Ȅ;`DvgcƉʆ=)3L^OáʜMLFH/V?4)BOá)ɱWŬ1O.
_ÛĴMLFH/_3JĪ>V?*
ʖºĘMĸ?_:Űɟ):ɝƩLK)KO\0L9JIZȹǂI?OI2ĵAʻ7
`QŒ/I?*
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