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１．顔⾯汚染の発⽣状況（１）
【事象発⽣⽇】2⽉６⽇（⽊）
【発⽣場所】２号機原⼦炉建屋
【事象概要】
２号機原⼦炉建屋⼤物搬出⼊⼝の2階の⽚
付け作業を⾏っていた協⼒企業作業員８名の
うち１名について、作業後の休憩所⼊域時の
⾝体サーベイで顔⾯[⼝周り]に汚染が付着し
ていることを確認した。
（⼝周り最⼤︓約50Bq/cm2）
休憩所において可能な限り除染した後、⼊
退域管理棟に移動し、再除染と⿐腔内の汚染
確認を⾏った。管理対象区域から退域可能な
レベル[4Bq/cm2未満]まで除染できたもの
の、⿐腔内に汚染を確認したため、ホールボ
ディカウンタ等による取込量の測定及び預託
線量の評価を⾏った。保守的に評価した預託
線量は、1.18mSvであり、記録レベル未満
と評価した。

推定原因

再発防⽌対策

２号機原⼦炉建屋⼤物搬出⼊⼝

■作業場所／放射線防護装備の情報
作業場所の区分︓Red zone
放射線防護装備︓全⾯マスク、Rヘルメット、アノラック、
カバーオール、ゴム⼿袋(3重)、 R⻑靴、
靴カバー 他各種インナー

休憩所で全⾯マスクを袋で養⽣しながら脱ごうとしたところ、袋の縁部が顔⾯に触れたこ
とで、袋に付着した汚染が顔⾯（下唇）に伝搬し、さらに⿐腔内まで伝搬したものと推定。
○作業員が袋を⽤いて養⽣しながら全⾯マスクを脱ぐことを禁⽌。代わりにゴム⼿袋2重
でマスクを脱ぎ、袋へ収納後、外側のゴム⼿袋を外すことで汚染の伝搬を防⽌
○作業員に対し、全⾯マスクの脱着⼿順を再教育する。
○防護装備の脱⾐補助員は、Red zone退域時の全⾯マスク及びアノラックの拭き取りを
より慎重に実施する。

１

２．顔⾯汚染の発⽣状況（２）
【事象発⽣⽇】2⽉１８⽇（⽕）
【発⽣場所】プロセス主建屋
【事象概要】
プロセス主建屋3階からプロセス主建屋地下滞留⽔中のＰＥ管試験⽚
の引上、取出を⾏った協⼒企業作業員１名について、作業後の休憩所
⼊域時の⾝体サーベイで顔[⼝周り]に汚染が付着していることを確認
した。（⼝周り最⼤︓約6Bq/cm2）
休憩所において可能な限り除染した後、⼊退域管理棟に移動し、
再除染と⿐腔内の汚染確認を⾏った。管理対象区域から退域可能な
レベル[4Bq/cm2未満]まで除染できたものの、⿐腔内に汚染を確認した
ため、ホールボディカウンタ等による取込量の測定及び預託線量の評価
を⾏った。保守的に評価した預託線量は、0.61mSvであり、記録レベル
未満と評価した。
■作業場所／放射線防護装備の情報
作業場所の区分︓Red zone
放射線防護装備︓全⾯マスク、Rヘルメット、アノラック、カバーオール（2重）
ゴム⼿袋(3重)、R⻑靴、靴カバー 他各種インナー

推定原因

当該作業員は外側のゴム⼿袋をアノラックの上に被せて装着しておらず、ゴム⼿袋とアノ
ラックの隙間から侵⼊した汚染⽔が下着を汚染し、全⾯マスクの脱装、下着を交換する等
を⾏う中で顔⾯へ汚染が伝搬したものと推定。

再発防⽌対策

○作業員に対し、アノラック着⽤時のゴム⼿袋着⽤やシーリングのやり⽅、並びに全⾯マ
スクの脱着⼿順を再教育する。
○防護装備の脱⾐補助員は、Red zone退域時の全⾯マスク及びアノラックの拭き取りを
より慎重に実施する。

２

３．顔⾯汚染、⾝体汚染に係わる今後の対応について（１）
先の２件の事象では、汚染者が着⽤した全⾯マスクの外表⾯に⾼い遊離性汚染が確
認されたことから、Ｒゾーンで作業を⾏う協⼒企業（６社）と協議し、
①ＲゾーンからＹゾーン、Ｇゾーンへの汚染の移⾏を防⽌する観点
②休憩所で全⾯マスクを脱ぐ際に、全⾯マスクからの汚染の伝搬を防⽌する観点
で以下の対応１、２を⾏う。

 対応１ 全⾯マスクの拭き取り３回以上

Ｒゾーンから退域する際の、全⾯マスク拭き取りをウェットウエスを３枚以上
使⽤して３回以上⾏う。【2⽉20⽇から開始】
（１回⽬）荒拭き （２回⽬）通常拭き取り （３回⽬）仕上げ拭き取り

 対応２ 全⾯マスクの汚染測定

Ｒゾーンから退域し、休憩所へ移動する前に全⾯マスクの表⾯汚染をスミアで
測定し、汚染が⼀定レベル以下になっていることを確認する。
汚染が⼀定レベル以下になっていなければ、⼀定レベル以下になるまで、拭き
取りを実施する。
※ 震災以降、１〜４号機周辺はバックグラウンドが⾼いため、⼗分な汚染確認を
⾏っていなかったが、今回、鉛遮へいボックスを装備交換所等に配備して、測
定できる環境を整える。
・２⽉19・25⽇ 計7ヶ所に配備【完了】

３

３．顔⾯汚染、⾝体汚染に係わる今後の対応について（２）
プロセス主建屋の事象では、「防護装備に着⽤不備」により下着等が汚染し、その
汚染が「全⾯マスクまたは下着を脱ぐときに」顔⾯に伝搬したと推定された。
これまで、放射線防護教育等で防護装備の標準的な着脱⽅法を教育してきたものの、
汚染付着防⽌のための具体的な着脱⼿順の指導は、各協⼒企業、作業員に委ねてきた。
震災以降の⾼汚染環境下の作業においては、１Ｆ共通の着脱⼿順を定める必要があ
ると考え、対応３、４を⾏う。

 対応３ 汚染付着防⽌のための放射線防護装備の着脱⼿順の明確化

全⾯マスクおよびアノラックの着脱の⼿順について明確化を図り、周知を⾏う。
・防護装備を着る時の靴下、ゴム⼿袋の重ね⽅、シーリング⽅法
・防護装備の脱ぐ順序、ゴム⼿袋の交換のタイミング
・汚染の可能性あるカバーオール、下着等の脱⾐は⼀⼈では⾏わない など

 対応４ 放射線防護に関する全体的な教育

「放射線防護に関する『ふるまい教育』」※の教育内容に、上記対策1〜3を取り
込む。
※ ・2019年6⽉以降、放射線管理不適合が頻発していることに鑑み、同年10⽉
に開始
・当社社員、協⼒企業作業員を対象に年１回実施
・教育内容は、不適合発⽣状況を踏まえ、協⼒企業と協議のうえ、⾒直す

４

【参考】Rゾーン作業終了〜休憩所での⾝体サーベイまでの流れ
（１）Rゾーン出⼊⼝にて、全⾯マスクおよびアノラックの拭き取り
（２）R装備脱⾐所にて、アノラックの脱⾐（脱⾐補助員あり）
（３）全⾯マスクを装着したまま、休憩所へ移動※
（４）休憩所にて、①外側のゴム⼿袋、②カバーオール、③外側の靴下、④全⾯マスク、
⑤内側のゴム⼿袋、綿⼿袋等 を脱⾐・脱装
（５）体表⾯モニタによる汚染測定
⇒（汚染警報が発⽣した場合）⾝体サーベイにより汚染箇所の特定、除染
※

Rゾーンで⾼い汚染が付着した全⾯マスクのままで、休憩所まで移動し、周
囲に他の作業者がいる休憩所脱⾐エリアで、⾼汚染マスクを外すのは汚染拡⼤
に繋がり、放管上、適切ではない。
保護⾐については⼀番外側の汚染したアノラックは休憩所への移動前に脱⾐
している。
本来、汚染した全⾯マスクもR装備脱⾐で脱装が出来れば良いが、現状の１F
環境では、全⾯マスクを脱装してくることができないため、汚染拡⼤を防⽌す
るために汚染した全⾯マスクを丁寧に拭き取り、⼀定以下の汚染レベルになっ
５
たことを確認することし、対応１、２を追加した。

【参考】全⾯マスクの拭き取り⼿順

②
①

①全⾯マスクの⾯体を拭き取る。
②全⾯マスクとカバーオールの際のシーリン
グ部分についても拭き取る。
③、④左右のフィルター部分（どの形状マス
クでも）について拭き取る。

④

③

ポイント!!
●上記の⼿順を荒拭き、通常拭き、仕上げ拭
きを含めて３回以上拭き取ること。
また、拭き取りについてはウェットなウェス
等で拭き取ること。
●拭き取る毎にウェスは交換すること。
●拭き取る毎にゴム⼿袋を交換すること。

６

【参考】鉛遮へいＢＯＸ設置状況（例）

３号機重汚染装備脱⾐所（Ｒ装備出⼊り⼝付近）

before

after

ＢＧ測定結果
鉛なし︓7.7kcpm 鉛あり︓100cpm
★ＧＭ管式サーベイメータ
★βＳＣ５０Φサーベイメータ 鉛なし︓5.0kcpm 鉛あり︓50cpm

７

廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第 75 回）

２０２０年度廃炉研究開発計画について

１．２０２０年度廃炉研究開発計画のポイント
（１）基本的な考え方
福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策については、炉の設置者である東京電力
ホールディングス（以下東京電力ＨＤ）が、実施主体としての責任をしっかり果たし
続けていくことが大原則である。
他方、これまで世界にも前例のない困難な取組であるため、「中長期ロードマップ
（2019 年 12 月改訂）」に基づく対策の進捗管理や技術的難易度が高い研究開発に対す
る支援を行うなど国も前面に立って取り組むこととしている。
技術的難度度が高く、国が支援する研究開発の対象については、中長期ロードマッ
プ、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の技術戦略プラン、東京電力ＨＤによる廃炉作
業やエンジニアリング、既存の研究開発プロジェクトの進捗状況等を踏まえ、廃炉技
術に関する司令塔である原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの助言を得て、廃炉研
究開発計画としてまとめている。
なお、本廃炉研究開発計画に基づく研究開発プロジェクトは東京電力ＨＤによるエ
ンジニアリングと連携して実施し、成果は東京電力ＨＤの実施するエンジニアリング
に活用される。
一方で、燃料デブリ取り出しや廃棄物対策については、燃料デブリやその取り出し
のためのアクセスルート等の原子炉格納容器内状況に関する情報、燃料デブリ取り出
しに必要な研究開発等が未だ限定的であり、大きな不確実性が存在するのが現状であ
る。
このため、今後の東京電力ＨＤによるエンジニアリング、調査・分析や現場の作業
等を通じて得られる知見を踏まえ、新たに必要となる研究開発課題が抽出されること
が想定され、廃炉研究開発計画は鋭意、不断の見直しを図っていくことが重要であ
る。
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（２）研究開発の全体像

※これまでの計画については、
「2019 年度廃炉研究開発計画」（廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第 63 回
のこと。
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資料 4）
）を参照

２．２０２０年度における各プロジェクトの計画
Ⅰ．内部調査等（原子炉格納容器内の状況把握技術の開発）
①燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発
【目的】
◯ 燃料デブリの取り出し、収納・移送・保管の技術開発、燃料デブリの処理・
処分方法の検討を進める上で、燃料デブリの性状を把握することが重要であ
り、そのための燃料デブリの分析・推定技術の開発を行う。
【技術開発のポイント】
◯ 福島第一原子力発電所の燃料デブリは世界初の沸騰水型の原子炉の炉心溶融
事故で生成したものであり、不均一な組成を有し、難溶性かつ多種多様な核
種を含むため、分析精度向上に向けて溶解技術や妨害核種の除去等の技術の
開発を行ってきた。２０２０年度は、原子炉格納容器内から採取された堆積
物等を用いて、これまで開発してきた分析技術の適用性を確認する。
◯ 福島第一原子力発電所の燃料デブリについては、映像などの情報は一部取得
できているものの限定的なため、その性状を推定する技術の高度化を行う。
①燃料デブリの熱挙動の推定技術の高度化
②燃料デブリの経年変化（粉体化するか等）の推定技術の高度化
③燃料デブリの微粒子挙動の推定技術の高度化

図：燃料デブリの溶解技術の開発
（模擬デブリの溶解試験の様子）

図：燃料デブリ分析設備
（コンクリートセル）の例
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②原子炉格納容器内部詳細調査技術の開発／③原子炉圧力容器内部調査技術の開発
【目的】
◯ 燃料デブリの取り出し等に向け、原子炉格納容器内・圧力容器内の燃料デブ
リの分布や構造物の状況等を把握するための調査技術の開発を行う。
【技術開発のポイント】
◯ 原子炉格納容器内・圧力容器内は、線量が高く、放射性物質で汚染されてお
り、情報が限定的で不確実性が高い中、調査を実施するための装置等を開発
する。
◯ 原子炉格納容器内部調査については、小型の水中遊泳ロボット等を活用した
調査方法の現場実証のための内部詳細調査等を２０２０年度に実施する。
＜実証する技術＞
①アクセス装置、アクセスルートの構築技術（障害物を除去する技術等）
②調査装置（３Ｄ形状測定器、中性子検出器等）
③放射性物質の閉じ込め機能を確保する全体システム
◯ 原子炉圧力容器内部調査については、圧力容器の上からアクセスする調査方
法について、より放射性ダストの飛散や二次廃棄物を抑制するアクセスルー
ト構築技術の開発を進めるとともに、圧力容器の下からアクセスする調査方
法について、概念検討など開発に着手し、方法の成立性の確認を行う。

図：開発した水中遊泳ロボット
（直径２５ｃｍ、長さ１１０ｃｍ）
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図：圧力容器の上からアクセスする
調査方法のイメージ

Ⅱ．燃料デブリ取り出し等（燃料デブリの取り出し、収納・移送・保管の技術開発）
① 燃料デブリの段階的に規模を拡大した取り出し技術の開発
【目的】
◯ 格納容器底部に横からアクセスし、小石状等の燃料デブリを取り出す技術の
開発を行う。
【技術開発のポイント】
◯ 原子炉格納容器内・圧力容器内は、線量が高く（調査装置の設計上の推定最
大想定値 1000Ｓｖ／ｈ（格納容器内））、放射性物質で汚染されており、情
報が限定的で不確実性が高い中、燃料デブリを取り出すための装置・システ
ムの成立性を確認するための開発・試験を行う。
＜開発する技術＞
①アクセス装置、アクセスルートの構築技術
②燃料デブリ切削・回収装置
③放射性物質の閉じ込め機能・臨界監視機能を確保する全体システム 等

②燃料デブリ・炉内構造物の取り出し規模の更なる拡大に向けた技術の開発
【目的】
◯ 原子炉格納容器底部に横からアクセスする工法、原子炉圧力容器内部に上か
らアクセスする工法について、燃料デブリ・炉内構造物の取り出し規模の更
なる拡大に向けた技術の開発を行う。
【技術開発のポイント】
◯ 原子炉格納容器内・圧力容器内は、線量が高く、放射性物質で汚染されてお
り、情報が限定的で不確実性が高い中、燃料デブリ・炉内構造物の取り出し
規模を更に拡大するための装置・システムの成立性を確認するための開発・
試験を行う。
＜開発する技術＞
①アクセス装置、アクセスルートの構築技術
（大型セルの遠隔据付技術、格納容器内の構造物等の撤去技術等）
②燃料デブリ切削・回収装置、燃料デブリと廃棄物の仕分け技術の調査
（燃料デブリ切削時のダストを切削した場所で回収する技術等）
③放射性物質の閉じ込め機能・臨界抑制機能を確保する全体システム 等
（循環冷却水中に溶出する溶解性核種の除去技術、
中性子吸収材が構造物等に与える影響の確認等）
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図：大型セル（アクセストンネル）
のイメージ

図：燃料デブリ回収のイメージ

③燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発
【目的】
◯ 燃料デブリの取り出し規模の更なる拡大に向け、取り出した燃料デブリを安
全、確実かつ合理的に収納・移送・保管するためのシステムを開発する。
【技術開発のポイント】
◯ 燃料デブリの性状把握が限定的な中、臨界防止、放射性物質の閉じ込め、放
射線分解で発生・蓄積する可能性のある水素への対策を考慮し、安全かつ確
実に収納、移送、保管する技術・システムの成立性を確認するための開発・
試験を行う。
＜開発する技術＞
①収納技術の開発
（収納缶を試作し、その構造安全性の検証試験を行う）
②水素発生量予測の高度化
③乾燥技術の開発
（水素発生量を減らすため、燃料デブリを乾燥させる技術を検討する）
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Ⅲ．廃棄物処理等（１Ｆ廃棄物の性状把握・保管管理・処理・処分の技術開発）
○固体廃棄物の処理・処分の研究開発
【目的】
◯ ２０２１年度頃までを目途に、処理・処分方策とその安全性に関する技術的
見通しを得ることを目標として、固体廃棄物の保管・管理技術、安定化・固
定化するための処理（先行的処理）技術、処理・処分概念の構築とその安全
評価手法の開発を行う。また、これらの実施にあたって必要となる性状把握
技術の開発を行う。
【技術開発のポイント】
◯ 燃料デブリ取り出しに伴い発生する廃棄物等の高線量廃棄物について、種
類・物量を評価した上で、その安全かつ合理的な保管方法を検討する。その
際、放射線分解で発生・蓄積する可能性のある水素への対策も考慮する。
◯ 汚染水の浄化に伴い発生する水処理二次廃棄物等の固体廃棄物について、安
定化・固定化するための処理（先行的処理）技術の工学規模の装置等を用い
た試験を行う（高温処理技術及び低温処理技術）。
◯ 国内外の調査結果等を踏まえ、一部の廃棄物を対象に、処理・処分方法の検
討とその安全評価手法構築に必要な情報を整理する。
◯ 福島第一原子力発電所の固体廃棄物は、事故により多量かつ核種組成及び放
射能濃度が多様なため、性状把握を効率的に進めるため以下の技術の開発を
行う。
①分析データと移行モデルに基づく評価データを組み合わせて性状を把
握する方法の構築
②分析前の前処理の合理化・自動化等による分析方法の簡易化・迅速化
③高線量廃棄物（セシウム吸着材等）の採取技術の開発 等

図：高温処理装置のイメージ

図：低温処理による固化体
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ᵓ㐀≀䛾≧ἣ➼䚸㻼㻯㼂ෆ㒊䛾ヲ⣽ㄪᰝ䛾ィ⏬䜢⟇ᐃ䚸᭦᪂䛩䜛䚹
䛾ᴫᛕタィ䜢⾜䛔ᡂ❧ᛶ䜢☜ㄆ䛧䛯ୖ䛷䚸ヲ⣽タィ䚸〇స䚸᳨ド
䛺䛚㈏㏻㒊➼䜢タ䛡䜛㝿䛻ᨺᑕᛶ䝎䝇䝖㣕ᩓ䛾ᑐ⟇䛜ᚲせ䛸䛺䛳
ヨ㦂䠄༢య䠅ཬ䜃䝰䝑䜽䜰䝑䝥ヨ㦂䜢⾜䛖䚹䛥䜙䛻䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶⌧
䛯䛣䛸䛛䜙䚸䝎䝇䝖㣕ᩓ䛾ᑐ⟇䜒ྵ䜑䛯ィ⏬䜢⟇ᐃ䛩䜛䚹
ሙᐇド䠄⌧ሙㄪᰝ䠅䜢⾜䛖䚹
䐠䜊䝕䝇䝍䝹䛾䠟䠮䠠㛤ཱྀ㒊䛛䜙䛾䝨䝕䝇䝍䝹ෆ㒊ㄪᰝ
ୖグ䐟䛻䛚䛔䛶ᵓ⠏䛥䜜䛯䚸䠴䠉䠎䝨䝛䝖䝺䞊䝅䝵䞁䛾䜰䜽䝉䝇
䛺䛚䚸⌧ሙᐇド䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᴗ⪅䛸༑ศㄪᩚ䚸༠ຊ䛧䛶⾜䛖䛣䛸
䝹䞊䝖䛛䜙䠬䠟䠲ෆ㒊䛻ධ䜚䚸䠍㝵䛾䜾䝺䞊䝏䞁䜾ୖ䜢⛣ື䛧䛶䚸䝨
䛸䛩䜛䚹
䝕䝇䝍䝹䠟䠮䠠㛤ཱྀ㒊䛛䜙䝨䝕䝇䝍䝹ෆ䛻㐍ධ䛧䚸䝨䝕䝇䝍䝹ෆ䛾
ᗏ㒊ཬ䜃ୖ᪉䠄䠟䠮䠠䝝䜴䝆䞁䜾➼䠅䛾ㄪᰝ䜢⾜䛖䜰䜽䝉䝇䞉ㄪᰝ
䈜ᮏᴗ䛷䛿䚸㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ䜎䛷ᐇ䛥䜜䛯䛂ཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾෆ㒊ヲ
⨨䛾㛤Ⓨィ⏬䛸䛭䜜䜙䜢⏝䛔䛯ㄪᰝィ⏬䜢⟇ᐃ䚸᭦᪂䛩䜛䚹
⣽ㄪᰝᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䠄ሁ✚≀ᑐ⟇䜢๓ᥦ䛸䛧䛯䠬䠟䠲ෆ㒊ヲ⣽ㄪ
ᰝ䠄⌧ሙᐇド䠅䛃䛾ᡂᯝ䜢㋃䜎䛘䛶䚸⾜䛖䛣䛸䛸䛩䜛䚹
ୖグ䐟ཬ䜃䐠䛾ィ⏬䛻䛿䚸䜰䜽䝉䝇䞉ㄪᰝ⨨䛸ㄪᰝᢏ⾡䛾⤌䜏
ྜ䜟䛫ヨ㦂䚸⌧ሙ≧ἣ䜢⪃៖䛧䛯䝰䝑䜽䜰䝑䝥ヨ㦂䚸సᴗカ⦎䚸⌧
ሙ䛻䛚䛡䜛㻼㻯㼂ෆ䜈䛾䜰䜽䝉䝇䝹䞊䝖䛾ᵓ⠏䚸ཬ䜃⌧ሙᐇド䠄⌧ሙ
ㄪᰝ䠅䜢ྵ䜑䛯䜒䛾䛸䛩䜛䚹
┠ᶆ㐩ᡂࢆุ᩿ࡍࡿ࡞ᣦᶆࡢタᐃ㸦ᖺᗘ㸧
䛺䛚䚸⟇ᐃ䛧䛯ィ⏬䛻䛴䛔䛶䛿䚸᭱᪂䛾⌧ሙሗ䜔ෆ㒊ㄪᰝ⤖
䞉 䐟ሁ✚≀ᑐ⟇䜢๓ᥦ䛸䛧䛯䠬䠟䠲ෆ㒊ㄪᰝ䛾⌧ሙᐇド䠄㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠅
ᯝ➼䜒⪃៖䛧䚸⥅⥆ⓗ䛺ぢ┤䛧䜢⾜䛔䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䜰䜽䝉䝇䞉ㄪᰝ 䞉 䐠䝨䝕䝇䝍䝹䛾䠟䠮䠠㛤ཱྀ㒊䛛䜙䛾䝨䝕䝇䝍䝹ෆ㒊ㄪᰝ⏝䜰䜽䝉䝇䞉
⨨䜔ㄪᰝᢏ⾡䛾᪂䛯䛺㛤Ⓨィ⏬䜢⟇ᐃ䛧䚸䜰䜽䝉䝇䞉ㄪᰝ⨨
ㄪᰝ⨨䛾ᴫᛕタィ㻔㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠅
ཬ䜃ㄪᰝᢏ⾡䛾ᨵⰋ䜢⾜䛖䚹

䠄┠ᶆᕤ⛬䠅䠍䠉䐠䠖ཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾෆ㒊ヲ⣽ㄪᰝᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䠄䐟ሁ✚≀ᑐ⟇䜢๓ᥦ䛸䛧䛯ෆ㒊ヲ⣽ㄪᰝᢏ⾡䛾⌧ሙᐇド䠅


⌧⾜୰㛗ᮇ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ
࠾ࡅࡿせ࣋ࣥࢺ

➨䠏䠉䐟ᮇ

➨㸰ᮇ㸦⇞ᩱࢹࣈࣜྲྀࡾฟࡋࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫㸧

㡯㸭ᖺᗘ








௨㝆

䝥䝷䞁䝖䛾Ᏻᐃ≧ែ䛾⥔ᣢ䞉⟶⌮
䕱ึྕᶵ䛾⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧䛾㛤ጞ

䕱ึྕᶵ䛾⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧᪉ἲ䛾☜ᐃ

㻮㻞ㄪᰝ
䠄⌧ሙᐇド䠅
䛆ཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾෆ㒊ヲ⣽ㄪ
䕱
ᰝᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䠄䐟ሁ✚≀ᑐ⟇䜢
๓ᥦ䛸䛧䛯ෆ㒊ヲ⣽ㄪᰝᢏ⾡䛾
⌧ሙᐇド䠅䛇

䐟⌧ሙㄪᰝ䠄⌧ሙᐇド䠅
䜰䜽䝉䝇䝹䞊䝖ᵓ⠏
䕱
䐠⌧ሙㄪᰝ䠄⌧ሙᐇド䠅
⌧ሙㄪᰝ‽ഛ

䠍䠊ㄪᰝィ⏬䞉㛤Ⓨィ⏬䛾
⟇ᐃ䚸᭦᪂
䐟ሁ✚≀ᑐ⟇䜢๓ᥦ䛸䛧䛯㻼㻯㼂
ෆ㒊ヲ⣽ㄪᰝ
䐠䝨䝕䝇䝍䝹䛾䠟䠮䠠㛤ཱྀ㒊䛛䜙
䛾䝨䝕䝇䝍䝹ෆㄪᰝ

䠎䠊䜰䜽䝉䝇䞉ㄪᰝ⨨ཬ䜃ㄪ
ᰝᢏ⾡䛾⌧ሙᐇド
䐟ሁ✚≀ᑐ⟇䜢๓ᥦ䛸䛧䛯㻼㻯㼂
ෆ㒊ヲ⣽ㄪᰝ

䐠䝨䝕䝇䝍䝹䛾䠟䠮䠠㛤ཱྀ㒊䛛䜙
䛾䝨䝕䝇䝍䝹ෆㄪᰝ
䞉䜰䜽䝉䝇䞉ㄪᰝ⨨䛾ᴫᛕタ
ィ䚸ヲ⣽タィ䚸᳨ドヨ㦂
䞉䝰䝑䜽䜰䝑䝥ヨ㦂

䐟䝰䝑䜽䜰䝑䝥ヨ㦂䚸カ⦎䚸⌧ሙᐇドィ⏬䛾⟇ᐃ䚸᭦᪂

䐠䜰䜽䝉䝇䞉ㄪᰝ⨨䛾㛤Ⓨィ⏬䛾⟇ᐃ䚸᭦᪂
䐠䝰䝑䜽䜰䝑䝥ヨ㦂䚸カ⦎䚸⌧ሙᐇドィ⏬䛾⟇ᐃ䚸᭦᪂

䐟䝰䝑䜽䜰䝑䝥ヨ㦂䚸カ⦎

䐠ᴫᛕタィ
䐠䜰䜽䝉䝇䞉ㄪᰝ⨨䛾ヲ⣽タィ䚸〇స䚸᳨ドヨ㦂䠄༢య䠅䚸䝰䝑䜽䜰䝑䝥ヨ㦂

㸸⌧ሙసᴗ ࢚ࣥࢪࢽࣜࣥࢢࢆྵࡴ
㸸◊✲㛤Ⓨ
9

䠍Ͳ䐡䠖 ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾෆ㒊ㄪᰝᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
┠ⓗ
ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ䠄RPV䠅ෆ㒊䛾⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧䛾᳨ウ䛻㈨䛩䜛䛯䜑䚸㻾㻼㼂ෆ㒊䛾⇞ᩱ䝕䝤䝸➼䛾≧ἣ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䛾ㄪᰝᢏ⾡䜢㛤
Ⓨ䛩䜛䚹

ᐇෆᐜ
䕿㻾㻼㼂ෆ䛾≧ἣ䜔⥺㔞➼䛾ෆ㒊≧ែ䜢☜ㄆ䛩䜛䛯䜑䚸㧗⥺㔞ୗ䚸㧗ởᰁୗ➼䛾⎔ቃ᮲௳䛷䛾㐲㝸᧯స䛻䜘䜛㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟䜢☜ಖ䛧䛴
䛴䜰䜽䝉䝇䝹䞊䝖ᵓ⠏䠄᪂つ䛾㛤ཱྀసᴗ➼䠅䜢⾜䛖✰㛤䛡⨨䜔㻾㻼㼂ෆ㒊䜈ㄪᰝ⏝ᶵჾ㢮䜢㏦䜚㎸䜐䛯䜑䛾⨨䞉䝅䝇䝔䝮䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹
䚽ᮏ◊✲㛤Ⓨ䛿ᴗ⪅䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾䛸㐃ᦠ䛧䛶ᐇ䛧䚸ᡂᯝ䛿ᴗ⪅䛾ᐇ䛩䜛䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾䛻ά⏝䛥䜜䜛䚹
䠍䠊ୗ㒊䜰䜽䝉䝇ㄪᰝᕤἲ䛾㛤Ⓨ
䐟ୗ㒊䜰䜽䝉䝇䞉ㄪᰝィ⏬ཬ䜃䜰䜽䝉䝇䞉ㄪᰝ⨨䛾㛤Ⓨィ⏬䛾
⟇ᐃ
䠮䠬䠲䛾ୗഃ䛛䜙䠮䠬䠲ᗏ㒊䛾㛤ཱྀ㒊䛾᭷↓➼䛾≧ែ䜢ㄪᰝ䛧䚸
㛤ཱྀ㒊䛜☜ㄆ䛷䛝䛯ሙྜ䛻䛿䚸㛤ཱྀ㒊䛛䜙ㄪᰝ⨨䜢㻾㻼㼂ෆ䛻
ᤄධ䛧䚸㻾㻼㼂ෆഃᗏ㒊䛾≧ἣ䜢ㄪᰝ䛩䜛ㄪᰝィ⏬䜢⟇ᐃ䛧䚸ㄪ
ᰝ䛻⏝䛔䜛ୗ㒊䜰䜽䝉䝇䞉ㄪᰝ⨨䛾㛤Ⓨィ⏬䜢⟇ᐃ䛩䜛䚹
䛺䛚䚸䠮䠬䠲ᗏ㒊䜈䛾䜰䜽䝉䝇䝹䞊䝖䛸䛧䛶䛿䚸ཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾ
䠄㻼㻯㼂䠅ෆ㒊ㄪᰝ䛾䛯䜑䛻ᵓ⠏䛥䜜䛯㻼㻯㼂ෆ㒊䜈䛾䜰䜽䝉䝇
䝹䞊䝖➼䜒ཧ⪃䛻䛩䜛䚹
䐠ୗ㒊䜰䜽䝉䝇䞉ㄪᰝ⨨䛾ᴫᛕ᳨ウ
䐟䛷⟇ᐃ䛧䛯ㄪᰝཬ䜃㛤Ⓨィ⏬䛻ᇶ䛵䛝䚸ୗ㒊䜰䜽䝉䝇䞉ㄪ
ᰝ⨨䛾ᴫᛕ᳨ウ䜢⾜䛖䚹䛺䛚ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䚸ᴫᛕ᳨ウ䛻ᚲせ
䛺せ⣲ヨ㦂䜢⾜䛖䛣䛸䛸䛩䜛䚹

䠎䠊ୖ㒊䜰䜽䝉䝇ㄪᰝᕤἲ䛻䛚䛡䜛ຍᕤᢏ⾡䛾㧗ᗘ
㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ䜎䛷䛻㛤Ⓨ䛧䛯ୖ㒊䜰䜽䝉䝇ㄪᰝᕤἲ䛾ᐇᶵ㐺⏝ᛶྥୖ
䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸䜰䜽䝉䝇䝹䞊䝖ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾᪂つ䛾㛤ཱྀసᴗ䜢⾜䛖ຍ
ᕤ᪉ἲ䛸䛧䛶䚸ᚑ᮶䛾䜰䝤䝺䝑䝅䝤䜴䜷䞊䝍䝆䜵䝑䝖䠄㻭㼃㻶㻕䜘䜚䜒ḟ
ᗫᲠ≀䛾ᑡ䛺䛔ຍᕤᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹䠄᪤Ꮡᢏ⾡䜢ᛂ⏝䛩䜛䛣䛸䜒
ྍ⬟䠅
䛺䛚䚸ຍᕤ䛾ᨺᑕᛶ䝎䝇䝖㣕ᩓᢚไ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䜒⪃៖䛩䜛䛣
䛸䚹
ලయⓗ䛻䛿௨ୗ䛾ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䚸ᐇ䛩䜛䚹
䐟 ௦᭰ྍ⬟䛺ຍᕤᢏ⾡䛾ㄪᰝ
䐠 ௦᭰ྍ⬟䛺ຍᕤᢏ⾡䠄」ᩘ䜒ྍ䠅䛾㛤Ⓨィ⏬䛾⟇ᐃ
䐡 ௦᭰ྍ⬟䛺ຍᕤᢏ⾡䠄」ᩘ䜒ྍ䠅䛾せ⣲ヨ㦂䚸ᡂ❧ᛶ☜ㄆ

┠ᶆ㐩ᡂ䜢ุ᩿䛩䜛䛺ᣦᶆ䛾タᐃ䠄㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ㻛㻞㻜㻞㻝ᖺᗘ䠅
䞉 ୗ㒊䜰䜽䝉䝇䞉ㄪᰝ⨨䛾ᴫᛕ᳨ウ䠄㻞㻜㻞㻝ᖺᗘ䠅
䞉 ௦᭰ྍ⬟䛺ຍᕤᢏ⾡䛾ㄪᰝ䚸㛤Ⓨィ⏬䛾⟇ᐃ䠄㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠅
䞉 ௦᭰ྍ⬟䛺ຍᕤᢏ⾡䛾せ⣲ヨ㦂䚸ᡂ❧ᛶ☜ㄆ䠄㻞㻜㻞㻝ᖺᗘ䠅

䠄┠ᶆᕤ⛬䠅䠍䠉䐡䠖ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾෆ㒊ㄪᰝᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
➨㸰ᮇ㸦⇞ᩱࢹࣈࣜྲྀࡾฟࡋࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫㸧

㡯㸭ᖺᗘ

⌧⾜୰㛗ᮇ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ
࠾ࡅࡿせ࣋ࣥࢺ







➨㸱㸫ձᮇ


䝥䝷䞁䝖䛾Ᏻᐃ≧ែ䛾⥔ᣢ䞉⟶⌮
䕱ึྕᶵ䛾⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧䛾㛤ጞ

䕱ึྕᶵ䛾⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧᪉ἲ䛾☜ᐃ

⌧ሙㄪᰝ
䕱

࠙ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾෆ㒊ㄪᰝ
ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠚ
䠍䠊ୗ㒊䜰䜽䝉䝇ㄪᰝᕤἲ䛾
㛤Ⓨ

௨㝆

⨨䞉⌧ሙ‽ഛ
ୗ㒊䜰䜽䝉䝇ㄪᰝィ⏬䛾⟇ᐃ

ᕤἲᡂ❧ᛶ
䛾ุ᩿
䕱
ୗ㒊䜰䜽䝉䝇䞉ㄪᰝ⨨䛾ᴫᛕ᳨ウ

ୗ㒊䜰䜽䝉䝇䞉ㄪᰝ⨨䛾㛤Ⓨィ⏬䛾⟇ᐃ

せ⣲ヨ㦂

㻞䠊ୖ㒊䜰䜽䝉䝇ㄪᰝᕤἲ䛻
䛚䛡䜛ຍᕤᢏ⾡䛾㧗ᗘ

௦᭰ྍ⬟䛺ຍᕤᢏ⾡䛾ㄪᰝ
ຍᕤᢏ⾡䛾㛤Ⓨィ⏬䛾⟇ᐃ
せ⣲ヨ㦂

タィ䚸ヨస䚸᳨ド
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䠎Ͳ䐟䠖 ⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ẁ㝵ⓗ䛻つᶍ䜢ᣑ䛧䛯ྲྀ䜚ฟ䛧ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
┠ⓗ
ྲྀ䜚ฟ䛧䛻䜘䜛⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾䝸䝇䜽పῶཬ䜃⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧ᕤ䛻ಀ䜛⮫⏺⟶⌮䜔⨨タィ䚸ᕤせ㡿䛾ྜ⌮䛻㈨䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛻䚸
⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ẁ㝵ⓗ䛻つᶍ䜢ᣑ䛧䛯ྲྀ䜚ฟ䛧ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹

ᐇෆᐜ
䕿⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ྲྀ䜚ฟ䛧䛿䚸㧗⥺㔞ୗ䞉㧗ởᰁୗ䚸☜ᐃせ⣲䜢ྵ䜐⎔ቃ᮲௳䛷䛾㐲㝸సᴗ䛸䛺䜛䚹ẁ㝵ⓗ䛻つᶍᣑ䛧䛯ྲྀ䜚ฟ䛧ᢏ⾡㛤
Ⓨィ⏬䚸ྲྀ䜚ฟ䛧ィ⏬䜢⟇ᐃ䛩䜛䚹䜎䛯䚸ྲྀ䜚ฟ䛧䛾䛯䜑䛾⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾䜰䜽䝉䝇⨨䚸ษ๐䞉ᅇ⨨䚸୰ᛶᏊ䝰䝙䝍䝅䝇䝔䝮➼䛾㛤Ⓨ
䜢⾜䛔䚸ᐇᶵ≧ἣ䜢ᶍᨃ䛧䛯䝰䝑䜽䜰䝑䝥ヨ㦂䛻䛶㐺⏝ᛶ䜢☜ㄆ䛩䜛䚹
䕿ᮏ◊✲㛤Ⓨ䛿ᴗ⪅䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾䛸㐃ᦠ䛧䛶ᐇ䛧䚸ᡂᯝ䛿ᴗ⪅䛾ᐇ䛩䜛䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾䛻ά⏝䛥䜜䜛䚹
䠍䠊⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ẁ㝵ⓗ䛻つᶍ䜢ᣑ䛧䛯ྲྀ䜚ฟ䛧ᢏ⾡䛾㛤Ⓨィ⏬䚸ྲྀ

䠄䠎䠊⥆䛝䠅

䐟ྲྀ䜚ฟ䛧⏝䜰䜽䝉䝇⨨䠄䜰䞊䝮䞉䜶䞁䜽䝻䞊䝆䝱➼䠅
䜚ฟ䛧ィ⏬䛾⟇ᐃ
䐠ྲྀ䜚ฟ䛧⏝䜰䜽䝉䝇䝹䞊䝖ᵓ⠏⨨䠄㼄㻙㻢䝨䝛᥋⥆ᵓ㐀➼䠅
ෆ㒊ㄪᰝ➼䛷ᚓ䜙䜜䛯ሗ䜢㋃䜎䛘䛶䚸⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ẁ㝵ⓗ䛻つᶍ䜢
䐡⇞ᩱ䝕䝤䝸ษ๐䞉ᅇ⨨䠄ᑠ▼䞉◁≧䝕䝤䝸ᅇ⏝䚸⢊≧䝕
ᣑ䛧䛯ྲྀ䜚ฟ䛧ᢏ⾡䛾㛤Ⓨィ⏬䚸ྲྀ䜚ฟ䛧ィ⏬䜢⟇ᐃ䛧䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨
䝤䝸ษ๐䞉ᅇ⏝䚸ᰕ≧䝕䝤䝸ษ๐䞉ᅇ⏝➼䠅
䛶᭦᪂䛩䜛䚹
䐢୰ᛶᏊ䝰䝙䝍䝅䝇䝔䝮䠄⮫⏺㏆᥋┘ど⏝➼䠅
㻔㻝㻕⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧䛾䛯䜑䛾⨨䚸䝅䝇䝔䝮䛾ᢏ⾡㛤Ⓨィ⏬䜢⟇ᐃ䚸 䐣⇞ᩱ䝕䝤䝸⣡ᐜჾ䛾㐲㝸㍺㏦ྎ㌴
᭦᪂䛩䜛䚹ෆ㒊ㄪᰝ⤖ᯝ䜔⌧ሙ≧ἣ䜢⪃៖䛧䛶䚸⌧ᆅ䛻䛚䛡䜛ẁ㝵
ⓗ䛻つᶍ䜢ᣑ䛧䛯ྲྀ䜚ฟ䛧ィ⏬䜢⟇ᐃ䛩䜛䚹
ᕤሙෆ᳨ド䛥䜜䛯ୖグ䐟䡚䐣䛾⨨䚸䝅䝇䝔䝮䛻䛴䛔䛶䛿䚸⤌
㻔㻞㻕Ᏻ䞉䝅䝇䝔䝮䛾ほⅬ䛛䜙䚸ୖグ䛾ẁ㝵ⓗ䛻つᶍ䜢ᣑ䛧䛯ྲྀ䜚ฟ䛧 ྜ䛫ヨ㦂䚸ᐇᶵ≧ἣ䜢ᶍᨃ䛧䛯䝰䝑䜽䜰䝑䝥ヨ㦂䛻ᫎ䛧䛶䛔䛟䚹
ᕤ䛾䝅䝇䝔䝮᳨ウ䚸య䝅䝘䝸䜸䛾⟇ᐃ䛸᭦᪂䜢⾜䛖䚹
䈜⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ᵓෆ㍺㏦ᐜჾ䚸ཷධ䞉ᡶฟ䛧タഛ䠄䝉䝹➼䠅䛿䚸
ᴗ⪅䛜‽ഛ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛䛾䛷䚸ྲྀ䜚ྜ䛔➼䛻䛴䛔䛶༑ศㄪᩚ䚸
༠ຊ䛧䛶⾜䛖䛣䛸䛸䛩䜛䚹
䠎䠊⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ẁ㝵ⓗ䛻つᶍ䜢ᣑ䛧䛯ྲྀ䜚ฟ䛧䛾䛯䜑䛾⨨䚸䝅䝇
䈜㻼㻶䛾㛤Ⓨ≧ἣ䜢㋃䜎䛘䚸㐺⏝䛷䛝䜛ᢏ⾡䛿ὶ⏝䛩䜛䚹
䝔䝮䛾㛤Ⓨ
㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ䜎䛷䛻ᚓ䜙䜜䛯ྲྀ䜚ฟ䛧⨨䚸䝅䝇䝔䝮䛾ᴫᛕ᳨ウ⤖ᯝ䜢
㋃䜎䛘䚸ᐇᶵ䛷䛾ẁ㝵ⓗ䛻つᶍ䜢ᣑ䛧䛯ྲྀ䜚ฟ䛧䛾䛯䜑䛾⨨䚸䝅
䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹
ලయⓗ䛻䛿䚸௨ୗ䛾⨨䚸䝅䝇䝔䝮䜢タィ䚸ヨస䛧䚸ᕤሙෆ᳨ド䠄༢ ┠ᶆ㐩ᡂ䜢ุ᩿䛩䜛䛺ᣦᶆ䛾タᐃ㻔㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ㻛㻞㻜㻞㻝ᖺᗘ㻕
యヨ㦂䠅䛷㐺⏝ᛶ䜢☜ㄆ䛩䜛䚹
䞉 ⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ẁ㝵ⓗ䛻つᶍ䜢ᣑ䛧䛯ྲྀ䜚ฟ䛧ᢏ⾡䛾㛤Ⓨィ⏬䚸
ྲྀ䜚ฟ䛧ィ⏬䛾⟇ᐃ䚸᭦᪂䠄㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠅
䞉 Ᏻ䝅䝇䝔䝮䚸య䝅䝘䝸䜸䛾⟇ᐃ䚸᭦᪂㻔㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠅
䞉 ⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ẁ㝵ⓗ䛻つᶍ䜢ᣑ䛧䛯ྲྀ䜚ฟ䛧䛾䛯䜑䛾⨨䚸䝅
䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䠄タィ䚸ヨస䚸ヨ㦂䠅䠄㻞㻙䐟䠖㻞㻜㻞㻜ᖺᗘタィ䜎䛷䚸㻞㻙䐠
䐡䐢䠖㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䚸㻞䇲䐣䠖㻞㻜㻞㻝ᖺᗘ䠅

䠄┠ᶆᕤ⛬䠅䠎䠉䐟䠖⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ẁ㝵ⓗ䛻つᶍ䜢ᣑ䛧䛯ྲྀ䜚ฟ䛧ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
➨㸰ᮇ㸦⇞ᩱࢹࣈࣜྲྀࡾฟࡋࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫㸧

㡯㸭ᖺᗘ

⌧⾜୰㛗ᮇ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ
࠾ࡅࡿせ࣋ࣥࢺ
䛆⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ẁ㝵ⓗ䛻つᶍ
䜢ᣑ䛧䛯ྲྀ䜚ฟ䛧ᢏ⾡䛾㛤
Ⓨ䛇

䠍䠊⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ẁ㝵ⓗ䛻つ
ᶍ䜢ᣑ䛧䛯ྲྀ䜚ฟ䛧ᢏ⾡䛾
㛤Ⓨィ⏬䚸ྲྀ䜚ฟ䛧ィ⏬䛾
⟇ᐃ







➨㸱㸫ձᮇ


௨㝆

䝥䝷䞁䝖䛾Ᏻᐃ≧ែ䛾⥔ᣢ䞉⟶⌮
䕱ึྕᶵ䛾⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧䛾㛤ጞ

䕱ึྕᶵ䛾⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧᪉ἲ䛾☜ᐃ
㻭㻞䇻ㄪᰝ
䠄⌧ሙᐇド䠅ሁ✚≀ㄪᰝ
䕱
䕱

ึྕᶵ䛾ヨ㦂ⓗྲྀ䜚ฟ䛧䞉ෆ㒊ㄪᰝ
ẁ㝵ⓗ䛻ྲྀ
䜚ฟ䛧つᶍ䜢
ᣑ

ẁ㝵ⓗ䛻つᶍ䜢ᣑ䛧䛯ྲྀ䜚ฟ䛧䛾䛯䜑䛾⨨䚸䝅䝇䝔䝮䛾ᢏ⾡㛤Ⓨィ⏬䚸ྲྀ䜚ฟ䛧ィ⏬䛾⟇ᐃ䚸᭦᪂
Ᏻ䝅䝇䝔䝮䚸య䝅䝘䝸䜸䛾⟇ᐃ䚸᭦᪂

䠎䠊⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ẁ㝵ⓗ䛻つ
ᶍ䜢ᣑ䛧䛯ྲྀ䜚ฟ䛧䛾䛯䜑
䛾⨨䚸䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ
ᴫᛕ᳨ウ

䐟䜰䜽䝉䝇⨨
䐠䜰䜽䝉䝇䝹䞊䝖ᵓ⠏⨨
䐡䝃䞁䝥䝹ษ๐䞉ᅇ⨨
䐢୰ᛶᏊ䝰䝙䝍䝅䝇䝔䝮
䐣㐲㝸㍺㏦ྎ㌴

ᴫᛕ᳨ウ

タィ䚸⨨ヨస䚸ᕤሙෆ᳨ド
⤌ྜ䛫ヨ㦂

タィ䚸⨨ヨస䚸ᕤሙෆ᳨ド

䝰䝑䜽䜰䝑䝥ヨ㦂
ᴫᛕ᳨ウ䞉せ⣲ヨ㦂
ᵝ䞉ᴫᛕ᳨ウ

タィ䚸⨨ヨస䚸༢యヨ㦂
タィ䚸⨨ヨస䚸༢యヨ㦂

タィ䠄せ⣲ヨ㦂ྵ䜐䠅

⨨ヨస䚸༢యヨ㦂

䛆⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ᛶ≧ᢕᥱ䞉ศ
ᯒᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛇
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䠎Ͳ䐠䠖
䠖 ⇞ᩱ䝕䝤䝸䞉⅔ෆᵓ㐀≀䛾ྲྀ䜚ฟ䛧つᶍ䛾᭦䛺䜛ᣑ䛻ྥ䛡䛯ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䠄1/2䠅
┠ⓗ
⇞ᩱ䝕䝤䝸䞉⅔ෆᵓ㐀≀䛾ྲྀ䜚ฟ䛧つᶍ䛾᭦䛺䜛ᣑ䛻ྥ䛡䛶ᚲせ䛺ᶵჾ䞉⨨ཬ䜃䝅䝇䝔䝮䚸Ᏻ☜ಖ䛻㛵䜟䜛ᢏ⾡䛻䛴䛔䛶䚸䛣䜜䜎
䛷䛻ᚓ䜙䜜䛯◊✲㛤Ⓨᡂᯝ䛻ᇶ䛵䛝䚸ᚲせ䛸䛺䜛せ⣲ᢏ⾡㛤Ⓨཬ䜃ヨ㦂䜢ᐇ䛩䜛䚹

ᐇෆᐜ
䕿⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧䛿䚸㧗⥺㔞ୗ䞉㧗ởᰁୗ䚸☜ᐃせ⣲䜢ྵ䜐⎔ቃ᮲௳䛷䛾㐲㝸సᴗ䛸䛺䜛䚹ྲྀ䜚ฟ䛧つᶍ䛾᭦䛺䜛ᣑ䛻ྥ䛡䚸⇞ᩱ
䝕䝤䝸䞉⅔ෆᵓ㐀≀䛾ྲྀ䜚ฟ䛧ᕤἲཬ䜃ᇶ┙ᢏ⾡䛾䛣䜜䜎䛷䛾◊✲㛤Ⓨᡂᯝ➼䜢㋃䜎䛘䚸㧗⥺㔞ୗ䞉㧗ởᰁୗ䚸☜ᐃせ⣲䜢ྵ䜐⎔ቃ
᮲௳䛷䛾㐲㝸సᴗ䛸䛺䜛䛣䛸䜢ぢᤣ䛘䚸䜰䜽䝉䝇ᵓ⠏䛻ᚲせ䛸䛺䜛ཎᏊ⅔ᘓᒇ䠄㻾㻛㻮䠅䚸ཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾ䠄㻼㻯㼂䠅䛻Ꮡᅾ䛩䜛ᖸ΅≀᧔ཤᢏ
⾡䜔⇞ᩱ䝕䝤䝸㞟ሻ䚸ᅇ➼䛾ᢏ⾡䚸㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟⥔ᣢ➼䛾Ᏻ䛾☜ಖ䜔⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧ᮇ㛫䛾⥅⥆ⓗ䛺సᴗ䜢⪃៖䛧䛯ᢏ⾡㛤
Ⓨ䜢⾜䛖䚹
䕿⇞ᩱ䝕䝤䝸䞉⅔ෆᵓ㐀≀䛾ྲྀ䜚ฟ䛧つᶍ䛾᭦䛺䜛ᣑ䛻䛚䛡䜛Ᏻ☜ಖ䛾䝅䝇䝔䝮䛻㛵䜟䜛ྛせ⣲ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹
䚽ᮏ◊✲㛤Ⓨ䛿ᴗ⪅䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾䛸㐃ᦠ䛧䛶ᐇ䛧䚸ᡂᯝ䛿ᴗ⪅䛾ᐇ䛩䜛䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾䛻ά⏝䛥䜜䜛䚹
㻔㻞㻕㻼㻯㼂ෆ䛻ሁ✚䛩䜛⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾≧ែ䠄䝹䞊䝇䝕䝤䝸䚸ởἾ≧䚸ᚤ
䠍䠊⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧ᕤἲ䛾㛤Ⓨ
⇞ᩱ䝕䝤䝸䜈䛾䜰䜽䝉䝇䝹䞊䝖ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾ᢏ⾡䛻㛵䛧䛶䚸䛣䜜䜎䛷 ⣽䠄⢊䠅䝕䝤䝸䚸◚○㻛ษ๐➼䛾ຍᕤ䛻䜘䜛䝕䝤䝸➼䠅䛻ᛂ䛨䛯ᅇ
᪉ἲ䚸ᐜჾ䜈䛾⣡᪉ἲཬ䜃䝅䝇䝔䝮䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹
䛾ෆ㒊ㄪᰝ⤖ᯝ➼䛾ሗ䜢⏝䛔䛶㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹≉䛻䚸ᖸ΅≀᧔ཤᢏ
⾡䛻䛴䛔䛶䚸㻾㻛㻮䜔㻼㻯㼂ෆ䛾ᶵჾ䛾ㄪᰝ⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛟䚸䛪䜜䚸ኚᙧ䚸
◚ᦆ➼䛾≧ἣ䜔ᮍㄪᰝ⟠ᡤ䛻䛴䛔䛶䛿ලయⓗ䛺≧ἣ䜢ᐃ䛧䠄⇕䛻 㻞㻚㻞㻌ᾮ┦ෆ ⇞ᩱ䝕䝤䝸䞉ሁ✚≀䛾ί䞉ฎ⌮䛻㛵䜟䜛ᢏ⾡㛤Ⓨ
䜘䜛ኚᙧ➼䠅䚸᧔ཤ䜢⾜䛖䛯䜑䛾ᢏ⾡䜢᳨ウ䛧䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨せ⣲ヨ㦂䜢 㻔㻝㻕 ⁐ゎᛶ᰾✀䛾㝖ཤᢏ⾡
⇞ᩱ䝕䝤䝸䛛䜙ᚠ⎔෭༷Ỉ୰䛻⁐ฟ䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛⁐ゎᛶ
ᐇ䛩䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛺ほⅬ䛛䜙䜰䜽䝉䝇䝹䞊䝖ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ䚸
᰾✀䛾㝖ཤᢏ⾡䛻䛴䛔䛶䚸䛣䜜䜎䛷䛾ᡂᯝ䜢㋃䜎䛘䚸ೃ⿵ᢏ⾡
䛭䛾䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹௨ୗ䛻ྛ䜰䜽䝉䝇ᕤἲ䛻䛚䛔䛶ᐃ䛥䜜䜛
䛾㑅ᐃཬ䜃䝅䝇䝔䝮タィ䛻ᚲせ䛺ᛶ⬟ヨ㦂䜢⾜䛖䚹
ᖸ΅≀䛸䛺䜛ᶵჾ➼䜢グ㍕䛩䜛䚹
䐟 ୖ䜰䜽䝉䝇ᕤἲ䠖䜴䜵䝹䝅䞊䝹䝗䝥䝷䜾䚸䠬䠟䠲䝦䝑䝗䚸䠮䠬䠲䝦䝑䝗䚸 㻔㻞㻕 㻼㻯㼂ෆ䛛䜙ᅇ䛥䜜䛯ሁ✚≀➼䛾ฎ⌮ᢏ⾡
㻼㻯㼂ෆᗏ㒊䛛䜙ᅇ䛥䜜䜛ሁ✚≀䚸ཬ䜃⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧
⅔ෆᵓ㐀≀ ➼
సᴗ䛾ᚠ⎔෭༷Ỉ⣔䛾䝣䜱䝹䝍➼䛻ᤕ㞟䛥䜜䛯ᅛᙧ≀䜢ྵ䜐ᗫ
䐠 ᶓ䜰䜽䝉䝇ᕤἲ䠖䠮䠋䠞ෆ䠄≉䛻䝨䝛࿘䜚䠅䚸䝨䝕䝇䝍䝹እ䚸䝨䝕䝇
ᾮ➼䛻䛴䛔䛶䚸⣡⨁䛻⣡䛩䜛䛯䜑䛾ฎ⌮ᢏ⾡䛻䛴䛔䛶䚸㐲
䝍䝹ෆ䛾ᶵჾ䚸タഛ䚸㓄⟶➼
㝸᧯స䚸ಖᏲ➼䜢⪃៖䛧䛯ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹
㻞㻚㻟 ⇞ᩱ䝕䝤䝸䛸ᗫᲠ≀䛾ศ䛡䛻㛵䜟䜛ᢏ⾡䛾ㄪᰝ
䠎䠊⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ᢅ䛔ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
㻞㻚㻝㻌㻼㻯㼂ෆ ⇞ᩱ䝕䝤䝸㞟ሻ䞉ᅇ䝅䝇䝔䝮䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ
㻼㻯㼂ෆ䛛䜙䛾ྲྀ䜚ฟ䛧≀䜢䚸⇞ᩱ䝕䝤䝸䛸ᗫᲠ≀䛻ศ䛡䜛
⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ྲྀ䜚ฟ䛧సᴗ䛻䜘䜚Ⓨ⏕䛩䜛䝎䝇䝖䛾㞟ሻ䜔ሁ✚䛩䜛
ሙྜ䛻ᚲせ䛸䛺䜛ᢏ⾡䜢ㄪᰝ䛩䜛䚹ศ䛡䜢⾜䛖䛯䜑䛾᪉ἲ䛻
䛴䛔䛶᳨ウ䛧䚸ᐇ⌧ᛶ䛾ホ౯䛻䛴䛔䛶䚸㛵㐃㻼㻶䛸䛸䜒䛻ᐇ䛩䜛䚹
⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ᅇ䛻㛵䜟䜛㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹
㻔㻝㻕 ⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ษ๐➼䛾ຍᕤ䛻Ⓨ⏕䛩䜛䝎䝇䝖䛾≉ᛶ䛻ྜ䜟䛫
䛯Ẽ୰䚸ᾮ୰䛷䛾Ⓨ⏕⟠ᡤ䛷䛾䝎䝇䝖䛾㞟ሻ䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䜢
⾜䛖䚹

䠎Ͳ䐠䠖
䠖 ⇞ᩱ䝕䝤䝸䞉⅔ෆᵓ㐀≀䛾ྲྀ䜚ฟ䛧つᶍ䛾᭦䛺䜛ᣑ䛻ྥ䛡䛯ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䠄2/2䠅
䠄ὀグ䠅
⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧䛻㛵䜟䜛ᶵჾ䞉⨨ཬ䜃䝅䝇䝔䝮䛻㛵䜟䜛ᢏ⾡㛤
Ⓨ䛻䛚䛔䛶䛿䚸௨ୗ䛻䛴䛔䛶㐲㝸䛷ᢅ䛖⨨䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔ᛶ䚸ಖᏲ᪉ἲ
䜢⪃៖䛧䛯㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹
䞉㧗⥺㔞䜶䝸䜰䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸䛛䜙䚸㐲㝸䛷䛾ಖᏲ䛜ཎ๎䛸䛺䜛䚹
䞉⨨䛾ởᰁ䛸ᚲせ䛺㝖ᰁ䛻㓄៖䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䞉ಖᏲ䜢⾜䛖䛯䜑䛾సᴗ䜶䝸䜰䛜㝈䜙䜜䜛䚹
䞉ಖᏲసᴗ䛻䜘䛳䛶Ⓨ⏕䛩䜛ᗫᲠ≀䜢ᴟຊᢚ䛘䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䞉⮫⏺┘ど⨨ࡢタ⨨ࠊྲྀᢅ࠸㓄៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㻟㻚㻞 ⮫⏺㜵Ṇ䞉┘ど䛻㛵䜟䜛せ⣲ᢏ⾡㛤Ⓨ
⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧సᴗ䛻㉳ᅉ䛩䜛⮫⏺䛾Ⓨ⏕䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯
䜑䛻䛿┘ど䛧䛺䛜䜙䚸ៅ㔜䛺ྲྀ䜚ฟ䛧సᴗ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹
䛭䛣䛷䚸⮫⏺㏆᥋┘どᢏ⾡䛾ೃ⿵䛷䛒䜛ᮍ⮫⏺ᗘ ᐃ䜔୰ᛶ
Ꮚ᮰┘ど➼䛾┘どᢏ⾡䛾◊✲㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹≉䛻䚸ᮍ⮫⏺ᗘ ᐃ
ἲ䛻䛴䛔䛶䛿䛣䜜䜎䛷䛾ᡂᯝ䜢㋃䜎䛘䚸᳨ドヨ㦂ཬ䜃⌧ሙ㐺⏝
䛾᳨ウ䜢⾜䛖䚹
䜎䛯䚸⮫⏺㜵Ṇᢏ⾡䛾ೃ⿵䛷䛒䜛୰ᛶᏊ྾ᮦ䛾◊✲㛤Ⓨ䜢
⾜䛖䚹≉䛻㠀⁐ゎᛶ୰ᛶᏊ྾ᮦ䛻䜘䜛ᨺᑕ⥺ᙳ㡪ୗ䛷䛾ᵓ㐀
ᮦ䜈䛾⭉㣗ᙳ㡪䜔⇞ᩱ䝕䝤䝸ຍᕤ䛜྾ᮦ䛾ᶵ⬟䛻䛘䜛ᙳ
㡪➼䛾☜ㄆ䚸䝕䝤䝸䛾≧ែ䛻ᛂ䛨䛯྾ᮦ䛾䛔ศ䛡➼䛾᳨ウ
䜢⾜䛖䚹

䠏䠊⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧సᴗ䛾Ᏻ☜ಖ䛻㛵䜟䜛ᢏ⾡㛤Ⓨ
⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧సᴗ䛻䛚䛡䜛බ⾗䚸సᴗဨ䛾Ᏻ䜢☜ಖ䛩
䜛䛯䜑䛻㔜せ䛸䛺䜛ᨺᑕᛶ≀㉁䛾㛢䛨㎸䜑䚸⮫⏺䛾㜵Ṇ䚸┘ど➼
䛾せ⣲ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹
㻟㻚㻝㻌㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟䛻㛵䜟䜛せ⣲ᢏ⾡㛤Ⓨ
㻔㻝㻕 බ⾗䚸సᴗဨ䛾Ᏻ䜢☜ಖ䛩䜛ほⅬ䛷䚸㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟䛿㔜
せ䛷䛒䜛䚹⇞ᩱ䝕䝤䝸ຍᕤ䛻Ⓨ⏕䛩䜛䃐᰾✀䜢ྵ䜐䝎䝇䝖
䛾㻼㻯㼂ෆ䛷䛾ᣲື䛾ண 䛻ಀ䜛㻼㻯㼂ෆ㒊䛾Ẽὶゎᯒ䛸⤌䜏
ྜ䜟䛫䛯ゎᯒᢏ⾡ཬ䜃䝰䝙䝍䝸䞁䜾ᢏ⾡➼䛻䛴䛔䛶◊✲㛤Ⓨ
䜢⾜䛖䚹
㻔㻞㻕 㻾㻛㻮䛻タ⨨䛩䜛ᆺ䛾᪂タタഛ䛻䛴䛔䛶䚸᪤タᵓ㐀≀䛸䛾
᥋⥆㒊䛾㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟☜ಖ䛾䛯䜑䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ䛸䛧䛶䚸᥋⥆㒊
䛾ᵓ㐀䚸ᕤἲ䚸᳨ᰝ䚸䝅䞊䝹ᮦ➼䛾ಖᏲ➼䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䚸
ᚲせ䛺せ⣲ヨ㦂䜢ᐇ䛧䛶ᡂ❧ᛶ䜢☜ㄆ䛩䜛䚹

┠ᶆ㐩ᡂࢆุ᩿ࡍࡿ࡞ᣦᶆࡢタᐃ㸦ᖺᗘ㸧
䞉
䞉
䞉
䞉
䞉

⇞ᩱ䝕䝤䝸䜈䛾䜰䜽䝉䝇䝹䞊䝖ᵓ⠏ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛾ᐇ䠄㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠅
⇞ᩱ䝕䝤䝸ຍᕤⓎ⏕䝎䝇䝖䛾㞟ሻᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛾䠄㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠅
⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾≧ែ䛻ᛂ䛨䛯ᅇ䚸⣡ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛾ᐇ䠄㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠅
⁐ゎᛶ᰾✀䛾㝖ཤᢏ⾡䛾ᛶ⬟ホ౯䠄㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠅
㻼㻯㼂ෆ䛛䜙ᅇ䛥䜜䛯ሁ✚≀➼䛾ฎ⌮ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛾ᐇ䠄㻞㻜㻞㻜ᖺ
ᗘ䠅
䞉 ศ䛡䛻ᚲせ䛺ᢏ⾡䛾ㄪᰝ䛸ᐇ⌧ᛶ᳨ウ㻛ホ౯䛾ᐇ 㻔㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ㻕
䞉 㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟䛻㛵䜟䜛䝎䝇䝖ᣲືண 䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ䛾䠄㻞㻜㻞㻜ᖺ
ᗘ䠅䞉ᆺ᪂タタഛ䛾᪤タ᥋⥆㒊䛾㛢䛨㎸䜑ᢏ⾡㛤Ⓨ䛾ᐇ䠄㻞㻜㻞㻜
ᖺᗘ䠅
䞉 ⮫⏺㜵Ṇ䞉┘ど䛻㛵䜟䜛せ⣲ᢏ⾡㛤Ⓨ䛾䠄㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠅
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䠄┠ᶆᕤ⛬䠅䠎䠉䐠䠖⇞ᩱ䝕䝤䝸䞉⅔ෆᵓ㐀≀䛾ྲྀ䜚ฟ䛧つᶍ䛾᭦䛺䜛ᣑ䛻ྥ䛡䛯ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
➨㸰ᮇ㸦⇞ᩱࢹࣈࣜྲྀࡾฟࡋࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫㸧

㡯㸭ᖺᗘ

⌧⾜୰㛗ᮇ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ
࠾ࡅࡿせ࣋ࣥࢺ
䛆⇞ᩱ䝕䝤䝸䞉⅔ෆᵓ㐀≀䛾ྲྀ
䜚ฟ䛧つᶍ䛾᭦䛺䜛ᣑ䛻ྥ
䛡䛯ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛇

㻝㻚⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧ᕤἲ䛾㛤
Ⓨ
㻞㻚⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ᢅ䛔ᢏ⾡䛾
㛤Ⓨ
㻞㻚㻝 㻼㻯㼂ෆ ⇞ᩱ䝕䝤䝸㞟ሻ䞉
ᅇ䝅䝇䝔䝮䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ
㻞㻚㻞 ᾮ┦ෆ ⇞ᩱ䝕䝤䝸䞉ሁ✚
≀䛾ί䞉ฎ⌮䛻㛵䜟䜛ᢏ
⾡㛤Ⓨ
㻞㻚㻟 ⇞ᩱ䝕䝤䝸䛸ᗫᲠ≀䛾
ศ䛡䛻㛵䜟䜛ᢏ⾡䛾ㄪᰝ
㻟㻚⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧సᴗ䛾
Ᏻ☜ಖ䛻㛵䜟䜛ᢏ⾡㛤Ⓨ
㻟㻚㻝 㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟䛻㛵䜟䜛せ
⣲ᢏ⾡㛤Ⓨ
㻟㻚㻞 ⮫⏺㜵Ṇ䞉┘ど䛻㛵䜟䜛
せ⣲ᢏ⾡㛤Ⓨ
䛆⇞ᩱ䝕䝤䝸⣡䞉⛣㏦䞉ಖ⟶
ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛇➼







➨㸱㸫ձᮇ


௨㝆

䝥䝷䞁䝖䛾Ᏻᐃ≧ែ䛾⥔ᣢ䞉⟶⌮
䕱ึྕᶵ䛾⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧䛾㛤ጞ

䕱ึྕᶵ䛾⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧᪉ἲ䛾☜ᐃ
ྲྀ䜚ฟ䛧つᶍ䛾᭦䛺䜛ᣑ䛻ྥ䛡䛯䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾

ᇶ┙ᢏ⾡䛾㧗ᗘ䚸ᕤἲ䞉䝅䝇䝔䝮䛾㧗ᗘ
⇞ᩱ䝕䝤䝸䜈䛾䜰䜽䝉䝇䝹䞊䝖ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ
㻼㻯㼂ෆ ⇞ᩱ䝕䝤䝸㞟ሻ䞉ᅇ䝅䝇䝔䝮䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ
⇞ᩱ䝕䝤䝸ຍᕤⓎ⏕䝎䝇䝖䛾㞟ሻ䝅䝇䝔䝮
⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾≧ែ䛻ᛂ䛨䛯ᅇ᪉ἲ䞉⣡᪉ἲཬ䜃䝅䝇䝔䝮
ᾮ┦ෆ ⇞ᩱ䝕䝤䝸䞉ሁ✚≀䛾ί䞉ฎ⌮䛻㛵䜟䜛ᢏ⾡㛤Ⓨ
⁐ゎᛶ᰾✀䛾㝖ཤᢏ⾡
㻼㻯㼂ෆ䛛䜙ᅇ䛥䜜䛯ሁ✚≀➼䛾ฎ⌮ᢏ⾡
⇞ᩱ䝕䝤䝸䛸ᗫᲠ≀䛾ศ䛡䛻㛵䜟䜛ᢏ⾡䛾ㄪᰝ

㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟䛻㛵䜟䜛せ⣲ᢏ⾡㛤Ⓨ
㛢䛨㎸䜑ᶵ⬟䛻㛵䜟䜛䝎䝇䝖ᣲືண ᢏ⾡
ᆺ᪂タタഛ䛾᪤タ᥋⥆㒊䛾㛢䛨㎸䜑ᢏ⾡
ᕤἲ䞉䝅䝇䝔䝮䛾
㧗ᗘ䠄⮫⏺䠅
⮫⏺㜵Ṇ䞉┘ど䛻㛵䜟䜛せ⣲ᢏ⾡㛤Ⓨ
䈜㛵㐃㻼㻶㛫䛾ㄪᩚ䛻䜘䜛㐺ษ䛺㛤Ⓨ䛾ᐇ

㸸⌧ሙసᴗ ࢚ࣥࢪࢽࣜࣥࢢࢆྵࡴ
㸸◊✲㛤Ⓨ
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䠎Ͳ䐡䠖 ⇞ᩱ䝕䝤䝸⣡䞉⛣㏦䞉ಖ⟶ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
┠ⓗ
⇞ᩱ䝕䝤䝸䛾ྲྀ䜚ฟ䛧䛛䜙ಖ⟶䛻㛵䜟䜛䝅䝘䝸䜸䜢☜❧䛩䜛䛯䜑䛻䚸ྲྀ䜚ฟ䛧䛯⇞ᩱ䝕䝤䝸䜢Ᏻ䚸☜ᐇ䛛䛴ྜ⌮ⓗ䛻⣡䚸⛣㏦䚸ಖ⟶䛩䜛
䛯䜑䛾䝅䝇䝔䝮䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹

ᐇෆᐜ
䕿ྲྀฟ䛧つᶍ䛾᭦䛺䜛ᣑ䛻䛚䛡䜛⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧ᕤἲ䛻㐺ྜ䛧䛯⣡䞉⛣㏦䞉ಖ⟶䝅䝇䝔䝮䛾ᴫᛕ䜢☜❧䛩䜛䚹
䕿ୡ⏺᭱ึ䛾㻮㼃㻾䛾⅔ᚰ⁐⼥ᨾ䛷䛒䜚䚸㻮㼃㻾≉᭷䛾ᵓ㐀䞉⤌ᡂ䚸ᾏỈὀධ➼䛾ᙳ㡪䜢ཷ䛡䛶ᆒ୍⤌ᡂ䜢᭷䛩䜛⇞ᩱ䝕䝤䝸䛻䛴䛔䛶䚸
ᨺᑕ⥺ศゎ䛷Ⓨ⏕䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛Ỉ⣲䜔᰾⇞ᩱ≀㉁䛻䜘䜛⮫⏺ᛶ䜢⪃៖䛧䚸Ᏻ䚸☜ᐇ䚸ྜ⌮ⓗ䛻⣡䚸⛣㏦䜢⾜䛔䚸ᛶ䜢⥔
ᣢ䛧䛺䛜䜙㛗ᮇಖ⟶䛷䛝䜛䝅䝇䝔䝮䜢ᵓ⠏䛩䜛ᢏ⾡㛤Ⓨ䜢㛵㐃㻼㻶䛸ㄪᩚ䜢ᅗ䜚䛺䛜䜙⾜䛖䚹
䚽ᮏ◊✲㛤Ⓨ䛿ᴗ⪅䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾䛸㐃ᦠ䛧䛶ᐇ䛧䚸ᡂᯝ䛿ᴗ⪅䛾ᐇ䛩䜛䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾䛻ά⏝䛥䜜䜛䚹
䠍䠊⣡䞉⛣㏦䞉ಖ⟶䛻ಀ䜛ㄪᰝཬ䜃◊✲ィ⏬❧
䞉⌧ሙ≧ἣ䛾ㄪᰝ➼䛾㐍ᤖ䜢㋃䜎䛘䛶◊✲ィ⏬䜢❧䛧䚸ᚲせ䛻ᛂ
䛨䛶᭦᪂䛩䜛䚹

㻔䠐䠊⥆䛝䠅
䞉ᮍ⮫⏺⥔ᣢ≧ែ䜔Ỉ⣲Ⓨ⏕㔞䛾ィ ➼䚸ಖ⟶䛾䛯䜑䛾ฎ⌮䜢ホ
౯䛩䜛ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䛩䜛

䈜㛵㐃䛩䜛ᢏ⾡㛤Ⓨ
䛂⇞ᩱ䝕䝤䝸䞉⅔ෆᵓ㐀≀䛾ྲྀ䜚ฟ䛧䛻ྥ䛡䛯ᢏ⾡㛤Ⓨ䛃䛻䛚䛔䛶
ᐇ䛩䜛ཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾෆ䛛䜙䛾ྲྀ䜚ฟ䛧≀䜢⇞ᩱ䝕䝤䝸䛸ᗫᲠ
≀䜈ศ䛡䜛ᢏ⾡䛾ㄪᰝ䛻䛴䛔䛶㛵㐃㻼㻶䛸䛸䜒䛻ཧ⏬䛧䛶༠ຊ䛧
☜ㄆ䛩䜛䛯䜑䛾ᵓ㐀᳨ドヨ㦂䛾ィ⏬❧䚸ᐇ䛸䛭䛾ホ౯䜢⾜䛖䚹
䛶䛔䛟䚹

䠎䠊⣡ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
䞉⅔ෆ䛛䜙ᅇ䛥䜜䛯⇞ᩱ䝕䝤䝸➼䜢⣡䛩䜛⣡⨁䛾ᇶᮏᵝ㻛
ᵓ㐀䛻ᇶ䛵䛝⣡⨁䛾ヨస䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸Ᏻせồᶵ⬟⥔ᣢ䜢

䠏䠊⛣㏦ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
⇞ᩱ䝕䝤䝸䛻ᑐ䛩䜛Ỉ⣲Ⓨ⏕ண ἲ䜢ᥦ䛩䜛䛯䜑䛻ヨ㦂㻛ゎᯒ㻛
ㄪᰝ➼䜢⾜䛔䚸䛭䛾⤖ᯝ䜢⏝䛔䛶Ᏻ䛻⛣㏦䛩䜛䛯䜑䛾⛣㏦᮲௳
䠄⛣㏦๓ィ 䚸Ỉ⣲Ⓨ⏕ᑐ⟇䚸⛣㏦᪉ἲ➼䠅䜢᫂☜䛻䛩䜛䚹

┠ᶆ㐩ᡂ䜢ุ᩿䛩䜛䛺ᣦᶆ䛾タᐃ䠄㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ㻛㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠅
䞉 ᵓ㐀᳨ドヨ㦂䛾ィ⏬❧䛸౪ヨయ䛾ヨస䛾╔ᡭ㻔㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ㻕㻌
ཬ䜃ヨ㦂䛾ᐇ㻛ホ౯ 㻔㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠅
䞉 ⛣㏦᮲௳䛾᫂☜ 㻔㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠅
䞉 ⇱ฎ⌮ᢏ⾡䚸ಖ⟶๓ฎ⌮ホ౯ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ 㻔㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠅

䠐䠊⇱ᢏ⾡㻛䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ
䞉ᐇྍ⬟䛺⇱ᢏ⾡䛾᳨ウ䛸䚸䛭䛾ᢏ⾡䜢⏝䛔䛯⇱᪉ἲ㻛䝅䝇
䝔䝮䛻䛴䛔䛶᳨ウ䜢῝䜑䜛䚹

䠄┠ᶆᕤ⛬䠅䠎䠉䐡䠖⇞ᩱ䝕䝤䝸⣡䞉⛣㏦䞉ಖ⟶ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
➨䠏䠉䐟ᮇ

➨㸰ᮇ㸦⇞ᩱࢹࣈࣜྲྀࡾฟࡋࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫㸧

㡯㸭ᖺᗘ

⌧⾜୰㛗ᮇ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ
࠾ࡅࡿせ࣋ࣥࢺ









௨㝆

䝥䝷䞁䝖䛾Ᏻᐃ≧ែ䛾⥔ᣢ䞉⟶⌮
䕱ึྕᶵ䛾⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧䛾㛤ጞ

䕱ึྕᶵ䛾⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧᪉ἲ䛾☜ᐃ
⣡䞉⛣㏦䞉ಖ⟶䛾䛯䜑䛾䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾

䛆⇞ᩱ䝕䝤䝸⣡䞉⛣㏦䞉ಖ⟶
ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛇
ィ⏬❧
䕱
㛵㐃䠬䠦➼䜢㋃䜎䛘䛯ィ⏬䛾᭦᪂

䠍䠊⣡䞉⛣㏦䞉ಖ⟶䛻ಀ䜛ㄪ
ᰝཬ䜃◊✲㛤Ⓨ❧

⣡⨁ᇶᮏᵝ☜ᐃ
䕱 ヨ㦂ィ⏬䛾❧

䠎䠊⣡ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ

⣡⨁ᵝ䛾
㐺ṇ

ᵓ㐀᳨ドヨ㦂䛾ᐇ䛸ホ౯
ヨస
⛣㏦᮲௳䛾᫂☜䛾䛯䜑䛾ヨ㦂㻛ゎᯒ㻛ㄪᰝ

䠏䠊⛣㏦ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ

䠐䠊⇱ᢏ⾡㻛䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ

⛣㏦᪉ἲ䛾᳨ウ

Ᏻせ௳䛾
᫂☜
⇱ฎ⌮ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ

ಖ⟶䛾䛯䜑䛾ฎ⌮䛾ホ౯ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ

䛆⇞ᩱ䝕䝤䝸䞉⅔ෆᵓ㐀≀䛾
ྲྀ䜚ฟ䛧つᶍ䛾᭦䛺䜛ᣑ䛻
ྥ䛡䛯ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛇➼

㸸⌧ሙసᴗ ࢚ࣥࢪࢽࣜࣥࢢࢆྵࡴ
㸸◊✲㛤Ⓨ
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䠏䠖 ᅛయᗫᲠ≀䛾ฎ⌮䞉ฎศ䛻㛵䛩䜛◊✲㛤Ⓨ 䠄1/2䠅
┠ⓗ
㻞㻜㻞㻝ᖺᗘ㡭䜎䛷䜢┠ฎ䛻䚸ฎ⌮䞉ฎศ᪉⟇䛸䛭䛾Ᏻᛶ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡ⓗぢ㏻䛧䜢ᚓ䜛䛣䛸䜢┠ᶆ䛸䛧䛶䚸ᨾᗫᲠ≀䛾≉ᚩ䜢⪃៖䛧䚸ᅛయ
ᗫᲠ≀䠆㻝䛾ಖ⟶䞉⟶⌮᪉ἲ䛾᳨ウ䞉ホ౯䚸ฎ⌮䞉ฎศᴫᛕ䛾ᵓ⠏䛸䛭䛾Ᏻホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹䜎䛯䚸䛣䜜䜙䛾ᐇ䛻䛒䛯䛳䛶ᚲせ䛸
䛺䜛ᛶ≧ᢕᥱ䛻㛵䛩䜛᳨ウ䜢⾜䛖䚹

ᐇෆᐜ䠄యീ䠅
䊠䠊ᅛయᗫᲠ≀䛾ಖ⟶⟶⌮䛾᭦䛺䜛Ᏻᛶྥୖ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸Ỉฎ⌮ḟᗫᲠ≀䛾ಖ⟶䞉⟶⌮ᑐ⟇䛾᳨ウཬ䜃䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧䛻㝿䛧䛶Ⓨ
⏕䛩䜛ᅛయᗫᲠ≀䛾ಖ⟶䞉⟶⌮᪉ἲ䛾᳨ウ䜢⾜䛖䚹䜎䛯䚸䃐᰾✀䛻䜘䜛⾲㠃ởᰁ䛜䛒䜛ᗫᲠ≀䛾 ᐃ䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹
䊡䠊ඛ⾜ⓗฎ⌮᪉ἲ䠆㻞䛾㑅ᐃ䛻㈨䛩䜛䛯䜑䚸ᕤᏛつᶍ䛾ヨ㦂⨨➼䜢⏝䛔䚸ᐇฎ⌮䛻㐺⏝䛷䛝䜛ぢ㏻䛧䛾䛒䜛Ᏻᐃ䞉ᅛᐃ䛻㛵䜟䜛ฎ
⌮᪉ἲ䛾◊✲㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹䜎䛯䚸ฎศ䛻㛵䛩䜛ᅜෆእ䛾ㄪᰝ➼䛻ᇶ䛵䛝䚸ᅛయᗫᲠ≀䛻㐺⏝ྍ⬟䛺ฎ⌮ᢏ⾡䜢㋃䜎䛘䛯ฎศᴫᛕ䛾ᵓ
⠏ཬ䜃Ᏻホ౯ᡭἲ䜢㛤Ⓨ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺㡯┠䞉ሗ䜢㞟䞉ᩚ⌮䛩䜛䚹
䊢䠊㝈䜙䜜䛯ศᯒ䝕䞊䝍䛻ᇶ䛵䛔䛶ᛶ≧ᢕᥱ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䜘䛖䚸ศᯒ䝕䞊䝍䛾௦⾲ᛶ䛻䛴䛔䛶䛾ホ౯᪉ἲ䛾᳨ウ➼䜢⾜䛖䚹䜎䛯䚸ศᯒ᪉ἲ
䛾⡆᫆䞉㎿㏿䚸ᗫᲠ≀⟶⌮య䛾䝙䞊䝈䜔ᩚྜᛶ➼䛻㈨䛩䜛ศᯒ䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䞉ホ౯䞉⟶⌮䚸㧗⥺㔞ヨᩱ᥇ྲྀ䛻㛵䛩䜛㛤Ⓨ䜢㐍䜑
䜛䚹
䊣䠊ᗫᲠ≀䝇䝖䝸䞊䝮䛻ᑐ䛧䚸䊠䡚䊢䛾◊✲䛷ᚓ䜙䜜䛯ᡂᯝ䜢ᫎ䛧䚸㐍ᤖ䚸ᡂᯝ䛾ᩚྜᛶ䚸ཬ䜃ṧ䛥䜜䛯ㄢ㢟䜢⤫ྜⓗ䛻ホ౯䛩䜛䚹
ᮏ◊✲㛤Ⓨ䛿ᴗ⪅䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾䛸㐃ᦠ䛧䛶ᐇ䛧䚸ᡂᯝ䛿ᴗ⪅䛾ᐇ䛩䜛䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾䛻ά⏝䛥䜜䜛䚹
䊠䠊ಖ⟶䞉⟶⌮
䠍䠊ಖ⟶䞉⟶⌮᪉ἲ䛾᳨ウ䞉ホ౯
⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧䛻క䛔Ⓨ⏕䛩䜛ᗫᲠ≀➼䛾㧗⥺㔞ᗫᲠ≀
䛻㛵䛧䚸✀㢮䞉≀㔞䜢ホ౯䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ಖ⟶᪉ἲ䚸ᐜჾ䚸⣡᪉
ἲ䜢Ỉ⣲䜺䝇䛾ᑐ⟇䜒ྵ䜑䛶᳨ウ䞉ᥦ♧䛩䜛䚹

ฎ⌮ᢏ⾡䜢ᢳฟ䛩䜛䛯䜑䚸ᚲせ䛺㡯┠䞉ሗ䜢㞟䞉ᩚ⌮䛧䚸ᅛయ
ᗫᲠ≀䛾ᛶ≧䛻㛵䛩䜛ሗ䜢㋃䜎䛘䚸ྛᢏ⾡䛾ከゅⓗ䛺ẚ㍑䞉᳨ウ
䜢⾜䛖䚹

䠎䠊ᅛయᗫᲠ≀䛾ศู䛻ಀ䜛ởᰁホ౯ᢏ⾡㛤Ⓨ
䃐᰾✀䛻䜘䜛⾲㠃ởᰁ ᐃ䝅䝇䝔䝮䛻䛴䛔䛶䚸⌧ሙ㐺⏝䛻ྥ
䛡䛶䚸タィ䞉〇స䜢⾜䛔䚸䝰䝑䜽䜰䝑䝥ヨ㦂䜢⾜䛖䚹

䠎䠊ฎศ᪉ἲ䛾ᥦ♧ཬ䜃Ᏻᛶホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨ
ᅜෆእ䛾ฎศᴫᛕཬ䜃Ᏻᛶホ౯ᡭἲ䛾ㄪᰝ୪䜃䛻ᅛయᗫᲠ≀
䛾ᛶ≧䛻㛵䛩䜛ሗ䜢㋃䜎䛘䚸୍㒊䛾௦⾲ⓗ䛺ᗫᲠ≀䝇䝖䝸䞊䝮䜢
ᑐ㇟䛻」ᩘ䛾ฎศ᪉ἲ䛾䜢᳨ウ䜢ヨ⾜䛩䜛䚹䛭䛾ୖ䛷䚸ᅛయᗫᲠ≀
䛻㐺⏝ྍ⬟䛺ฎ⌮ᢏ⾡䜢㋃䜎䛘䛯ᗫᲠయ䜲䝯䞊䝆䜢ᥦ♧䛧䚸䛭䜜䛻
ᛂ䛨䛯ฎศ᪉ἲཬ䜃ฎศ᪉ἲẖ䛾Ᏻホ౯ᡭἲ䜢ᵓ⠏䛩䜛䛯䜑䚸ᚲ
せ䛺㡯┠䞉ሗ䜢㞟䞉ᩚ⌮䛩䜛䚹
䜎䛯䚸ฎศ䛾Ᏻᛶ䛻ᙳ㡪䜢䛘䜛≀㉁䛻䜘䜛䝞䝸䜰ᛶ⬟➼䛾
ຎᣲື䜢ホ౯䛻ྲྀ䜚㎸䜑䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹

䊡䠊ฎ⌮䞉ฎศᴫᛕ䛾ᵓ⠏䛸Ᏻホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨ
䠍䠊ඛ⾜ⓗฎ⌮᪉ἲ䛾㑅ᐃᡭἲ䛾ᵓ⠏
ඛ⾜ⓗฎ⌮᪉ἲ䛾㑅ᐃᡭἲᵓ⠏䛻㈨䛩䜛䛯䜑䚸㧗 ฎ⌮ᢏ
⾡ཬ䜃ప ฎ⌮ᢏ⾡䛻䛴䛔䛶䚸ᕤᏛつᶍ䛾ヨ㦂⨨➼䜢⏝䛔
䛶䚸ᐇฎ⌮䛻㐺⏝䛷䛝䜛ぢ㏻䛧䛾䛒䜛Ᏻᐃ䞉ᅛᐃᢏ⾡䛾ᢳ
ฟ䛻ᚲせ䛺䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䞉ホ౯䜢⾜䛖䚹

䠏䠖 ᅛయᗫᲠ≀䛾ฎ⌮䞉ฎศ䛻㛵䛩䜛◊✲㛤Ⓨ 䠄2/2䠅
┠ᶆ㐩ᡂ䜢ุ᩿䛩䜛䛺ᣦᶆ䛾タᐃ䠄㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠅

䊢䠊ᛶ≧ᢕᥱ
䠍䠊ᛶ≧ᢕᥱ䛾ຠ⋡
ᅛయᗫᲠ≀䛿ᨾ䛾ᙳ㡪䛻䜘䜚ከ㔞䛛䛴᰾✀⤌ᡂཬ䜃ᨺᑕ⬟⃰
ᗘ䛜ከᵝ䛺䛯䜑䚸ᛶ≧ᢕᥱ䜢ຠ⋡ⓗ䛻㐍䜑䜛䛯䜑௨ୗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹
䠄䠍䠅ศᯒ䝕䞊䝍䛸⛣⾜䝰䝕䝹䛻ᇶ䛵䛟ホ౯䝕䞊䝍䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶ᛶ
≧䜢ᢕᥱ䛩䜛᪉ἲ䛾ᵓ⠏
㝈䜙䜜䛯ศᯒ䝕䞊䝍䛻ᇶ䛵䛔䛶ᛶ≧ᢕᥱ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䜘䛖䚸ศᯒ
䝕䞊䝍䛾௦⾲ᛶ䛻䛴䛔䛶ホ౯䛩䜛᪉ἲ䜢᳨ウ䛩䜛䚹䜎䛯䚸⤫ィㄽ
ⓗ䜲䞁䝧䞁䝖䝸᥎ᐃ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䚸ศᯒ䝕䞊䝍➼䛸䛾┦㛵䜢ㄪ䜉䜛
䛺䛹䚸䛭䛾㐺⏝䛾ጇᙜᛶ䜢ホ౯䛩䜛䚹

䊠䠊ಖ⟶⟶⌮
• ⇞ᩱ䝕䝤䝸ྲྀ䜚ฟ䛧䛻㝿䛧䛶Ⓨ⏕䛩䜛ᅛయᗫᲠ≀䛾✀㢮䞉㔞䛾ᥦ㻌
♧䞉ྲྀ䜚ฟ䛧సᴗ䛾᳨ウ㐍ᤖ䛻క䛖ᨵゞཬ䜃Ỉ⣲㻌ᑐ⟇䜢ྵ䜑䛯
ಖ⟶䞉⟶⌮᪉ἲ䛾᳨ウ䞉ᥦ♧
• ⾲㠃䃐ởᰁ ᐃ䝅䝇䝔䝮䛾⌧ᆅ㐺⏝䛻ྥ䛡䛯䝰䝑䜽䜰䝑䝥ヨ㦂
⤖ᯝ䛾ᥦ♧

䠄䠎䠅ศᯒ᪉ἲ䛾⡆᫆䞉㎿㏿➼
ヨᩱ๓ฎ⌮䛾ྜ⌮䞉⮬ື䚸ศᯒᡭἲ䛾ᶆ‽➼䛻䜘䜛⡆᫆䞉
㎿㏿䛾ᢏ⾡㛤Ⓨཬ䜃䝬䝙䝳䜰䝹ᩚഛ䛻ྥ䛡䛯᳨ウ䜢⾜䛖䚹䜎䛯䚸
ฎ⌮䞉ฎศ䜢ྵ䜑䛯ᗫᲠ≀⟶⌮య䛾䝙䞊䝈䜔ᩚྜᛶ䚸ศᯒᑐ㇟
᰾✀䛾ぢ┤䛧䚸ศᯒヨᩱᩘ䛾᭱㐺䛻㈨䛩䜛䛯䜑䚸ศᯒ䝕䞊䝍䛾
ྲྀᚓ䞉ホ౯䞉⟶⌮➼䜢⾜䛖䚹

䊡䠊ฎ⌮䞉ฎศᴫᛕ䛾ᵓ⠏䛸Ᏻホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨ
• ᕤᏛつᶍ䛾ヨ㦂⨨➼䜢⏝䛔䛶ྲྀᚓ䛧䛯ᐇつᶍ䛾ฎ⌮䛻㐺⏝
ྍ⬟䛺ᢏ⾡䛾ᢳฟ䛻ᚲせ䛺䝕䞊䝍ཬ䜃䛭䛾ホ౯⤖ᯝ䛾ᥦ♧
• ᢏ⾡ⓗほⅬ䛛䜙୍㒊䛾ᗫᲠ≀䛻ᑐ䛩䜛ᐇฎ⌮䛻㐺⏝ྍ⬟䛺ᢏ
⾡䛾ᢳฟ
• ᗫᲠయ䜲䝯䞊䝆䛾ᥦ♧䛸䛭䜜䛻ᛂ䛨䛯ฎศ᪉ἲཬ䜃䛭䛾Ᏻ
ホ౯ᡭἲ䛻ᚲせ䛺㡯┠䞉ሗ䛾ᩚ⌮
• ฎศᙳ㡪ホ౯ᡭἲ䛸ேᕤ䝞䝸䜰ᮦ䜈䛾᰾✀╔䜈䛾ᙳ㡪ホ౯
䛻ᚲせ䛺䝕䞊䝍䛾ᥦ♧
䊢䠊ᛶ≧ᢕᥱ
• ⤫ィㄽⓗ䜲䞁䝧䞁䝖䝸᥎ᐃᡭἲ䛾ᥦ䛸䛭䛾ጇᙜᛶ䛾ホ౯
• ศᯒ᪉ἲ䛾⡆᫆䞉㎿㏿䛻ಀ䜛ᡭἲ䛾☜❧
• 㧗⥺㔞ヨᩱ䛾᥇ྲྀ䝰䝑䜽䜰䝑䝥⨨䛾タィ䛻ᚲせ䛺྾╔ሪ䛾✸
Ꮝ䞉㛢Ṇ➼䛾せ⣲ᢏ⾡䛾ヨ㦂䞉ホ౯

䠎䠊䝃䞁䝥䝸䞁䜾ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
ᅛయᗫᲠ≀䛾ฎ⌮䞉ฎศ䛻㛵䛩䜛◊✲㛤Ⓨ䛾䛯䜑䛾ศᯒ䝙䞊䝈
➼䜢㋃䜎䛘䚸㧗⥺㔞ヨᩱ䛾᥇ྲྀᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹䝉䝅䜴䝮྾╔
ᮦ䛾᥇ྲྀ䛻㛵䛧䛶䛿䚸䝰䝑䜽䜰䝑䝥⨨䛾タィ䛻ᚲせ䛺྾╔ሪ䛾
✸Ꮝ䞉㛢Ṇ➼䛾せ⣲ᢏ⾡䛾ヨ㦂䞉ホ౯䜢⾜䛖䚹
䊣䠊◊✲㛤Ⓨᡂᯝ䛾⤫ྜ䠄ᗫᲠ≀䝇䝖䝸䞊䝮䛾᳨ウ䠅
㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ䜎䛷䛻ᩚ⌮䛧䛯ᗫᲠ≀䝇䝖䝸䞊䝮䛻ᑐ䛧䚸䊠䡚䊢䛾◊✲
䛷ᚓ䜙䜜䛯ᡂᯝ䜢ᫎ䛧䚸㐍ᤖ䚸ᡂᯝ䛾ᩚྜᛶ䚸ཬ䜃ṧ䛥䜜䛯ㄢ㢟
䜢⤫ྜⓗ䛻ホ౯䛩䜛䚹
*1ᅛయᗫᲠ≀䠖ᨾᚋ䛻Ⓨ⏕䛧䛯䜺䝺䜻➼䜔Ỉฎ⌮ḟᗫᲠ≀ཬ䜃ᨾ௨๓䛛䜙⚟ᓥ➨
୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛻ಖ⟶䛥䜜䛶䛔䛯ᨺᑕᛶᅛయᗫᲠ≀䜢ྵ䜑䛶䚸䛂ᅛయᗫᲠ≀䛃䛸䛔䛖䚹
*2ඛ⾜ⓗฎ⌮᪉ἲ䠖ฎศ䛾ᢏ⾡ⓗせ௳䛜Ỵ䜎䜛๓䛻⾜䛖䚸ฎศ䜢ᛕ㢌䛻⨨䛔䛯䚸Ᏻᐃ䚸
ᅛᐃ䛾䛯䜑䛾ฎ⌮᪉ἲ䚹
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䊣䠊◊✲㛤Ⓨᡂᯝ䛾⤫ྜ
• ᗫᲠ≀䝇䝖䝸䞊䝮䜢ᇶ┙䛸䛧䚸⤫ྜⓗ䛺㐍ᤖ䚸ᩚྜᛶཬ䜃ㄢ㢟䛾
ホ౯᪉ἲ䜢ᵓ⠏䛧䚸䛭䜜䛻ᇶ䛵䛟ホ౯⤖ᯝ䜢ᥦ♧

䠄┠ᶆᕤ⛬䠅䠏䠖ᅛయᗫᲠ≀䛾ฎ⌮䞉ฎศ䛻㛵䛩䜛◊✲㛤Ⓨ 䠄䠍䠋䠎䠅
➨㸰ᮇ㸦⇞ᩱࢹࣈࣜྲྀࡾฟࡋࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫㸧

㡯㸭ᖺᗘ

⌧⾜୰㛗ᮇ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ
࠾ࡅࡿせ࣋ࣥࢺ







䝕䝤䝸ྲྀฟ䛧㝶ᗫᲠ≀䛾✀㢮䚸≀㔞䛾ホ
౯ཬ䜃ྲྀ䜚ฟ䛧䛾᳨ウ㐍ᤖ䜢㋃䜎䛘䛯ᨵゞ

ಖ⟶䞉⟶⌮᪉ἲ䛾ೃ⿵䜢ᥦ♧

Ỉ⣲ᑐ⟇䜢ྵ䜑䛯ಖ⟶䞉⟶⌮
᪉ἲ䛾᳨ウ䞉ᥦ♧

䜺䝇Ⓨ⏕ᑐ⟇䛾ೃ⿵䜢ᥦ♧

ㄪᰝ䚸䠍䠢
䜈䛾㐺⏝ᛶ᳨
ウ䚸ㄢ㢟ᩚ⌮

䠍䠊ඛ⾜ⓗฎ⌮᪉ἲ䛾㑅ᐃᡭἲ
䛾ᵓ⠏

䠎䠊ฎศ᪉ἲ䛾ᥦ♧ཬ䜃Ᏻᛶ
ホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨ

௨㝆

ಖ⟶࣭⟶⌮
䝕䝤䝸ྲྀฟ䛧ᗫ
Რ≀䛾≀㔞➼
ホ౯

䊡㻚ฎ⌮䞉ฎศᴫᛕ䛾ᵓ⠏䛸Ᏻ
ホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨ



ڹฎ⌮࣭ฎศ㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡢྲྀࡾࡲࡵ
ฎ⌮࣭ฎศ᪉⟇ࡑࡢᏳᛶ㛵ࡍࡿᢏ⾡ⓗぢ㏻ࡋ ڹ

䛆ᅛయᗫᲠ≀䛾ฎ⌮䞉ฎศ䛻㛵
䛩䜛◊✲㛤Ⓨ䛇
䊠㻚ಖ⟶䞉⟶⌮
䠍䠊ಖ⟶䞉⟶⌮᪉ἲ䛾᳨ウ䞉ホ౯

䠎䠊ᅛయᗫᲠ≀䛾ศู䛻ಀ䜛ở
ᰁホ౯ᢏ⾡㛤Ⓨ

➨䠏䠉䐟ᮇ
➨㸱㸫ձᮇ

䃐ởᰁ➼䛾
ᐃ䞉ホ౯᪉ἲ䛾 䝅䝇䝔䝮
ㄪᰝ䞉᳨ウ

ㄪᰝ䚸
ヨ㦂

䝰䝑䜽䜰䝑䝥ヨ㦂

㧗 ฎ⌮ᢏ⾡ཬ䜃ప ฎ⌮ᢏ⾡䛻䛴䛔䛶䚸ᕤᏛつᶍ䛾
ヨ㦂⨨➼䜢⏝䛔䛶䚸ᚲせ䛺䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䞉ホ౯
ከゅⓗ䛺ホ౯䛾䛯
䜑䛾ሗ䛾㞟䞉
ᩚ⌮䚸ㄢ㢟䛾ᥦ♧
ฎศᴫᛕ
➼䛾᳨ウ

ᅜෆእ䛾ฎศ
᪉⟇䛾ㄪᰝ
ฎศᙳ㡪≀㉁➼
䛻㛵䛩䜛᳨ウ

ᢏ⾡ⓗほⅬ䛻䜘䜛ᐇฎ⌮䛻㐺
⏝ྍ⬟䛺ᢏ⾡䛾ᢳฟ䠄୍㒊䛾
ᗫᲠ≀ᑐ㇟䠅

ホ౯᳨ウ䚸⌧ᆅ
䛾≧ἣ䛻ᛂ䛨䛯
ᑐ⟇䛾᳨ウ⏝

⌧ሙ㐺⏝ᛶ䛾☜ㄆ

ฎ⌮ᢏ⾡ẖ䛾ᗫᲠయ䛾
ᴫ␎ᵝ䛾ᩚ⌮
ฎ⌮ᢏ⾡䛾㐺⏝⠊ᅖ䛾ᢳฟ䚸
ඛ⾜ⓗฎ⌮᪉ἲ㑅ᐃᡭἲ䛾
ᵓ⠏

ᛶ≧ᢕᥱ➼
䛾㐍ᤖ䛻ᛂ
䛨䛯᳨ウ

ᗫᲠయ䜲䝯䞊䝆䛾ᥦ♧䚸ฎศ᪉ἲẖ䛾Ᏻホ౯ᡭἲ䛻ᚲせ䛺㡯┠䞉
ሗ䛾ᩚ⌮

せᙳ㡪≀㉁䛻㛵䛩䜛ᙳ㡪ホ౯⏝
䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䚸ᙳ㡪ホ౯ᡭἲ䛾ᨵⰋ
㸸⌧ሙసᴗ ࢚ࣥࢪࢽࣜࣥࢢࢆྵࡴ
㸸◊✲㛤Ⓨ

䠄┠ᶆᕤ⛬䠅䠏䠖ᅛయᗫᲠ≀䛾ฎ⌮䞉ฎศ䛻㛵䛩䜛◊✲㛤Ⓨ䠄䠎䠋䠎䠅
➨㸰ᮇ㸦⇞ᩱࢹࣈࣜྲྀࡾฟࡋࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫㸧

㡯㸭ᖺᗘ

⌧⾜୰㛗ᮇ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ
࠾ࡅࡿせ࣋ࣥࢺ

䊢㻚ᛶ≧ᢕᥱ
䠍䠊ᛶ≧ᢕᥱ䛾ຠ⋡
㻔㻝㻕ศᯒ䝕䞊䝍䛸⛣⾜䝰䝕䝹䛻ᇶ
䛵䛟ホ౯䝕䞊䝍䜢⤌䜏ྜ䜟䛫
䛶ᛶ≧䜢ᢕᥱ䛩䜛᪉ἲ䛾ᵓ
⠏







௨㝆

ڹฎ⌮࣭ฎศ㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡢྲྀࡾࡲࡵ
ฎ⌮࣭ฎศ᪉⟇ࡑࡢᏳᛶ㛵ࡍࡿᢏ⾡ⓗぢ㏻ࡋ ڹ

ศᯒ䝕䞊䝍䛸⛣⾜䝰䝕䝹䛻ᇶ䛵䛟ホ౯䝕䞊䝍
䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶ᛶ≧䜢ᢕᥱ䛩䜛᪉ἲ䛾ᵓ⠏

ศᯒ䝕䞊䝍
䛾ᫎ

ศᯒ᪉ἲ䛾⡆᫆䞉㎿㏿䚸䝬䝙䝳䜰䝹ᩚഛ䛻ྥ䛡
䛯ᡭἲ᳨ウ䞉ᥦ䚸ᗫᲠ≀⟶⌮య䛾䝙䞊䝈䜔
ᩚྜᛶ➼䛻㈨䛩䜛䛯䜑䛾ศᯒ䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䞉ホ
౯䞉⟶⌮➼

㻔㻞㻕ศᯒ᪉ἲ䛾⡆᫆㎿㏿

䠎䠊䝃䞁䝥䝸䞁䜾ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ



➨䠏䠉䐟ᮇ
➨㸱㸫ձᮇ

ヨᩱ᥇ྲྀ

ᚲせ䛺⢭ᗘ䜢᭷䛩䜛ຠ⋡ⓗ䛺ศᯒ᪉ἲ䛾☜❧

⇃➨1Ჷ䜈䛾ᫎ

䝰䝑䜽䜰䝑䝥⨨タィ䛻ᚲせ䛺せ⣲ヨ㦂䞉ホ౯

〇స䞉᥇ྲྀヨ㦂

䊣㻚◊✲㛤Ⓨᡂᯝ䛾⤫ྜ
ᗫᲠ≀䝇䝖䝸䞊䝮䛾᳨ウ

ཎసᡂ䚸ᡂᯝ
䛾ᫎ䚸ぢ┤䛧

◊✲㛤Ⓨ䛾⤫ྜⓗ䛺㐍ᤖ䚸ᩚྜᛶ䚸ㄢ㢟ホ౯

◊✲㛤Ⓨ䛾㐍ᤖ䜢㋃䜎䛘䛯ホ౯

㸸⌧ሙసᴗ ࢚ࣥࢪࢽࣜࣥࢢࢆྵࡴ
㸸◊✲㛤Ⓨ
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2019 年度研究開発プロジェクトの進捗状況
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༓૰ȇȖȪƷࣱཞ৭੮ƷƨǊƷЎௌȷਖ਼ܭ২ᘐƷႆ
Ტ࠰உໜƴƓƚǔᡶཞඞᲣ
ᅦᇹɟҾ܇щႆᩓᲢ(ᲣƷҾ܇໐ኛܾ֥ϋᢿᛦ௹ƴƓƍƯӕࢽƞǕƨ˄ბཋሁƷЎௌኽௐǍʙ࢘ƷཞඞሁƔǒŴ༓૰ȇȖȪƷࣱཞਖ਼ܭƴბƠƨŵ
༓૰ȇȖȪƷӕǓЈƠƷьƷᨥƴဃƢǔ્ࣇࣱݧቩ܇ƷဃਫѣȇȸǿӕࢽƷᚾ᬴แͳǛᘍƏƱƱǋƴŴᆆᘍਫѣƴƭƍƯલཋឋǛဇƍƨᚾ᬴ƴǑǓ
ȇȸǿǛӕƠƨŵ

ӭೞ

ܱϋܾӏƼௐ
 ༓૰ȇȖȪࣱཞƷЎௌƴ࣏ᙲƳ২ᘐႆሁ
ӭೞ:ȚȍȈȬȸǷȧȳᲢ:ȚȍᲣؚᆢཋᨊӊφƷǹȟȤǵȳȗȫ
ሁŴ(ƷҾ܇໐ኛܾ֥ϋᢿᛦ௹ƴƓƍƯӕࢽƞǕƨ˄ბཋሁƷǵȳȗȫǛ
ᡛƠЎௌƴბƠƨŵᲢᲣ ǇƨŴ࠰ࡇǇưƴܱƠƨŴ˄ბཋ
ሁǵȳȗȫƷᄏᣠ๋ᚐƴဃơƨസปƷЎЎௌǛᘍƬƨŵɟ૾ŴЎௌƷј
ྙ҄Ʒ౨᚛ƱƠƯŴݩஹƷᚾ᬴ႎӕǓЈƠƴࢽǒǕǔݲƷЎௌǵȳȗȫ
ǛݣᝋƴƠƨЎௌȕȭȸƴ᧙ƠƯǱȸǹǹǿȇǣǛᘍƍŴφ˳ႎƳЎௌႸ
ǍЎௌȕȭȸƴ᧙ƠƯऴإǛૢྸƠƨŵ
ϋƷஊᜤᎍǛɶ࣎ƴ˟ܼᧉݦᜭǛዻƠŴ˄ბཋሁǵȳȗȫƷЎௌኽௐ
ሁƷଏ܍ऴإǛኰʼƠŴʻࢸƷ༓૰ȇȖȪЎௌƷᡶǊ૾Ǎ༓૰ȇȖȪӕǓЈ
ƠȪǹǯƷᚸ̖Ʒ૾ඥሁǛᜭᛯƠŴʙಅƷјௐႎƳᡶǊ૾ƴƭƍƯॖᙸǛƍ
ƨƩƍƨŵ,#'#Ʊࡑ໐ʙಅᎍᲢிʮᩓщ*&ȻᲣƴǑǔ౨᚛ǿǹǯȕǩȸǹ
ǛዻƠŴ᳸ӲӭೞƷ᪸؏ƝƱƴ༓૰ȇȖȪƷཎࣉǛᜭᛯƠŴ༓૰ȇȖȪ
ƷཎࣱȪǹȈƷ᭗ࡇ҄Ʒᭌ܇ǛૢͳƠƨŵƦƷȪǹȈƴؕƮƖŴ༓૰ȇȖȪ
ӕǓЈƠƷᨥƷȪǹǯƷਁЈƴბƠƨŵ

ӭೞ:ȚȍؚᆢཋᨊӊφƷǹȟȤ
 ٳᚇ ᲢႺࢲኖɚᲣ

: Țȍ
ǵȳȗȫӕˮፗᲴ ӭೞ:Țȍ

 ༓૰ȇȖȪࣇቩ܇ਫѣƷਖ਼ܭ২ᘐƷႆ
༓૰ȇȖȪƷӕǓЈƠƷьƴˤƍဃƢǔ༓૰ȇȖȪࣇቩ܇Ʒဃਫ
ѣǛᛦ௹ƢǔƨǊƴŴʿƱңщƠŴٻǵȳȗȫǛьƠƨᨥƴဃƢǔ
ࣇቩ܇ǛᨼƢǔƨǊƷᚾ᬴ᘺፗǛᚨፗƢǔƱƱǋƴŴᚾ᬴ƴ̓Ƣǔલ༓
૰ȇȖȪᚾ᬴˳ǛแͳƠƨŵǇƨ્ࣱݧቩ܇ƷဃਫѣƴƓƍƯŴȗȫȈȋ
ǦȠƱǦȩȳƷਫѣƷ˩ໜȷႻᢌໜǛᄩᛐƢǔƨǊƴŴȗȫȈȋǦȠӏƼ
ǦȩȳǛԃஊƢǔલ༓૰ȇȖȪᚾ᬴˳ǛဇƍƨŴьᚾ᬴ƷƨǊƷݱᚾ
᬴ᘺፗǛૢͳƠƨŵƞǒƴϋҾ܇щᚨƴƓƚǔ્ࣇࣱݧቩ܇Ʒʙ̊
Ʒᛦ௹ǛᘍƍŴଏ܍ƷჷᙸǛૢྸƠƨŵ
્ࣇࣱݧቩ܇Ʒ෩ႻƔǒൢႻǁƷᆆᘍਫѣƴƭƍƯƸŴલཋឋǛဇƍƨ
ᚾ᬴ƴƯࣇቩ܇ƷᆆᘍྙƷยܭǛܱƠƨŵ્ࣇࣱݧቩ܇Ʒ෩ႻɶưƷᆆᘍ
ਫѣƴƭƍƯƸŴલཋឋǛဇƍƨࣇቩ܇ƷආᨀྙƷยܭǛܱƢǔƱƱǋ
ƴŴૠ්͌˳щܖᲢ%(&ᲣǷȟȥȬȸǷȧȳǛဇƍƨࣇቩ܇ƷᆆᘍុᩉƷᚸ
̖ȢȇȫǛನሰƠᚘምƴბƠƨŵ

Ძ ᡛƠƨ˄ბཋሁǵȳȗȫƷɟ̊
ᲢǵȳȗȫӕˮፗŴٳᚇŴǤȡȸǸ
ȳǰȗȬȸȈยܭኽௐᲣ
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Obtainingknowledgeregardingmicronization,morphologicalchangeandmigrationbehaviorintowaterduetoagingoffueldebris, and
predictlongͲtermagingbehavioroffueldebris.
7KHOLVWRILPSOHPHQWHGZRUNV PDLQUHVXOWV

3URMHFW 2XWOLQHDQG2XWFRPHV
Past FY2017ͲFY2018 works studied radiation aging factor of FD with CmͲcontaining
model samples. Project showed that radiation factor can accelerate aging by
inducing chemical reactions on FD surface within prediction model limits of 50
years: dissolution of components and oxidation in UͲZrͲFeͲSiͲO system

1Stage

Research program development (Q3 2019ͲQ1 2020)
• Analyze studies of vitrified HLW matrices chemical stability after
prolonged contact with aqueous solutions
• Analyze experience of studying real fuel debris properties changes
• Determine aging factors and develop aging methodology

2Stage

Model samples manufacturing (Q3 2019ͲQ1 2020)
• Cold / hot samples initial characterization
• Experiments infrastructure preparation

3Stage

4Stage

Tests implementation (Q1 2020ͲQ4 2020)
Experimental data analysis:
• Components dissolution, U (VI) oxidation
• XRD,SEM,pH,OxidationͲReductionPotential(ORP),density, porosity,etc.
• Dependence of dissolved oxygen concentration in aquatic environment,
atmosphere, pH
• Degradation rates changes dependences
Development of the mathematical prediction aging model
(Q2 2020ͲQ1 2021)
• Two selected mechanisms of aging: oxidation of U (IV)Ͳ>U(VI) & model
Fuel Debris components release into a contact solution

Experimental
Data
Theory

Conceptual
Model

Mathematical
Model

Data
PredictionModelwillbebasedonthermodynamicandkinetic
approachesandallowtoobtainasetofinitialdatanecessaryforthe
developmentofsolutionsrelatedtotheFDretrieval,FDpackaging
andcontainerstorage

Parameters

Evaluation
Limits

Prediction

19

Ͳ ReviewoftheRussianandinternationalexperienceinthefieldofvitrified
HLWstudiescompleted;
Ͳ Testprogramofsamplesmanufacturingdeveloped(mathematicalmodel
requirementstakenintoaccount;‘large’samplescompositionsmodifiedto
reflectdifferentstagesofCoriumͲConcreteinteraction;basemathematical
modeldescribed);
Ͳ Allsamplecompositions(coldsample,hotsampleincludingPu)prepared,
cuttingimplemented;
Ͳ samplecharacterizationproceduredeterminedbytheResearchProgram
inprogress:SEM,XRD,compositiontestsetc.

LargeͲsizedColdSamplesPreparation

Ingotafterthe1cmstepcutting
inperpendiculardirection

SmallͲsizedsamplesaremadeofingotsbymechanicalcuttingwithdiamond
threadintocubicfragmentswithanedgeof10mm(theestimatedmassof
eachsmallͲsizedsampleis5to8g)withatotalmassof300gpersample.
5HPDLQLQJLVVXHVFKDOOHQJHVDQGZKDWWRGRLQIXWXUH
Ͳ Acceleratedagingtest(oxidationanddissolutionfactors);
Ͳ Experimentaldatastudy;
Ͳ StudyofmodelsamplesofFDdissolutionandoxidationdependingondissolved
oxygenconcentrationinwater,hydrogenperoxideconcentration,pH,
temperature,Zr/Siratio;
Ͳ EvaluationofagingpossibilityofF1debrisbelowrespectiveenvironments;
Ͳ Developmentofmathematicalpredictionmodel;
Ͳ Comprehensiveforecastingonagingforrespectiveperiods10,20,30,50years;
Ͳ InvestigationonFDretrieval,transportation,andstorage
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Ʒᆲ܉ሖƷƏƪᲫሖǛᆲ܉Ơƨŵ

ᨠᩉࡰዓࢸ

 2%8ϋᢿᛇኬᛦ௹

Ძ

ܱᙹٻƷȢȃǯǢȃȗᚾ᬴ᚨͳǛᙌ˺ƠŴᲰᆔƷ൦ɶᢂප
ᛦ௹ᘺፗǛဇƍƯȢȃǯǢȃȗᚾ᬴ǛܱƠŴᇌࣱƱ˺ಅ
ǛᄩᛐƠƨ ᲴǬǤȉȪȳǰӕ˄ӧԁ౨ᚰኽௐ ŵ

᩼ᝦᡫᆲ܉

ᨠᩉࡰዓ˺ಅ

 ǰȬȸȁȳǰɥƔǒȚȇǹǿȫϋǁƷᡶλȷᛦ௹২ᘐႆ
ǰȬȸȁȳǰɥǛᆆѣƠȚȇǹǿȫϋǁᡶλŴᛦ௹Ƣǔ২ᘐƷ
ႆƴბƠƨŵ

ʻࢸƷޒ
ǢǯǻǹȫȸȈನሰƷྵܱئᚰǛዒዓƠŴ൦ɶᢂපᛦ௹ᘺፗƴ



Ǒǔᛦ௹ƴӼƚƯแͳǛᡶǊǔŵ

൦ɶᢂපᛦ௹ᘺፗ˺ಅᇌࣱᄩᛐኽௐ̊
ᲢǬǤȉȪȳǰӕ˄ӧԁ౨ᚰኽௐ
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Ҿ܇໐ኛܾ֥ϋᢿᛇኬᛦ௹২ᘐƷႆᲢ:ȚȍȈȬȸǷȧȳǛဇƍƨϋᢿᛇኬᛦ௹২ᘐƷྵܱئᚰᲣ
ᲢᲬᲪᲬᲪ࠰உໜƴƓƚǔᡶཞඞᲣ
ӭೞҾ܇໐ኛܾ֥Ტ2%8Უϋᢿᛇኬᛦ௹ƷྵܱئᚰƴӼƚƯᛦ௹Ʒ౨᚛ŴǢȸȠǢǯǻǹȷᛦ௹ᘺፗƷኵᇌŴȢȃǯǢȃȗᚾ᬴Ʒᚾ᬴ᚨͳ
Ʒᙌ˺ŴǢǯǻǹȫȸȈǛನሰƢǔƨǊƷᘺፗƷȢȃǯǢȃȗᚾ᬴ǛܱƠƨŵ
ƂܱϋܾӏƼௐƃ
ᲫᲨᛦ௹ᚘဒȷႆᚘဒƷሊܭ
έᘍᛦ௹ପƳƲǋᎋॾƠŴǢǯǻǹȷᛦ௹ᘺፗƷᛇኬ౨᚛
Ǜሊܭŵᛦ௹ᇌࣱӼɥƷᚇໜƔǒȯȳȉƱ2%8ϋᢿನᡯཋƱƷ
ฏȪǹǯࣖݣƱƠƯჺݿȯȳȉǛᡙьᙌ˺ɶŵ
ᲬᲨǢǯǻǹȷᛦ௹ᘺፗƷɟᢿᙌ˺Ŵμ˳ኵᇌӏƼئ౨ᚰᚾ᬴
μ˳ኵᇌƕܦʕᲢӋༀᲣƠŴئ౨ᚰᚾ᬴Ǜܱɶŵ
ᲭᲨǢǯǻǹȷᛦ௹ᘺፗӏƼᛦ௹২ᘐƷྵܱئᚰ
 ྵئཞඞǛᎋॾƠƨȢȃǯǢȃȗᚾ᬴
ǢǯǻǹȷȢȃǯǢȃȗᚾ᬴ᚨͳƷᙌ˺ƕܦʕᲢӋༀᲣŵ
 ྵئƴƓƚǔ2%8ϋǁƷǢǯǻǹȫȸȈನሰƷᚾ᬴Ǎ˺ಅጀ
ȷᢒᨠદ˺ư:ȚȍȈȬȸǷȧȳƴዓƢǔᨠᩉࡰ˄ᡲኽሥ :
Țȍዓನᡯ ƴƭƍƯŴᘺፗોᑣǛܱŵƴŴᨠᩉᢿ ދƱ
ƷኵӳƤᚾ᬴Ǜܦʕŵ
:ȚȍȈȬȸǷȧȳᚐ્ƷȐǦȳȀȪǛನƠŴᨠᩉࡰ˄ᡲኽሥሁƷᘺፗ

崕嵋嵒崫崠
崾嵤嵈嵒嵛崗

崕嵋嵒崫崠
崮嵔崡崛嵤崿

崾嵤嵈嵒嵛崗

崮嵔崡崛嵤崿

嵗嵛崱
崣嵛崝

 Ǣǯǻǹȷᛦ௹ᘺፗƷኵᇌཞඞ
嵂崯崡崧嵓

ǛλƢǔƨǊƷᢿދ

ȷǢǯǻǹȫȸȈǛನሰƢǔ᧙ᡲೞ֥Ʒੁ˄ᲩગӊƷ˺ಅ౨ᚰᚾ᬴
ƕܦʕŵ
ȷ:ȚȍȈȬȸǷȧȳϋƷؚᆢཋሁǛᨊӊƢǔᘺፗƴƭƍƯŴᙌ
˺ƱȢȃǯǢȃȗᚾ᬴ƕܦʕŵ
 ྵܱئᚰᲢྵئᛦ௹Უ
ྵעؾவˑᲢዴŴុᩉСኖሁᲣǛᎋॾƠƯᣐፗᚘဒǛᇌకŵ

崐嵛崗嵕嵤崠嵋ཱ
嵂崯崡崧嵓

;嵂崵崰嵔嵤崟嵏嵛
崊崗崣崡嵣৹ਪಎ઼
قৰਃك

Ƃᛢ᫆ӏƼʻࢸƷ૾Ӽࣱƃ
ഏ࠰ࡇˌᨀƸŴǢǯǻǹȷᛦ௹ᘺፗƷȢȃǯǢȃȗᚾ᬴Ŵ˺ಅ
ጀŴǢǯǻǹȫȸȈನሰƴ᧙Ƣǔ˺ಅጀǛܱƠŴϋᢿᛇ
ኬᛦ௹ǛܱƢǔŵ

3&9

 ȢȃǯǢȃȗᚾ᬴ᚨͳƷᙌ˺ཞඞ

崐嵛崗嵕嵤崠嵋ཱ
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Ҿ܇໐ןщܾ֥ϋᢿᛦ௹২ᘐƷႆ
ᲢᲬ࠰ᲬஉໜƴƓƚǔᡶཞඞᲣ
༓૰ȇȖȪӕЈƠᘺፗƷᛇኬᚨᚘƴƢǔऴإӕࢽƷƨǊƷҾ܇໐ןщܾ֥ ᳐ ϋᢿᛦ௹ƴƓƍƯŴᛦ௹ƴƓƚǔܤμᙲ൭ƷૢྸǛܱ
ƠŴᚨᚘǁӒପƠƨŵǇƨŴ᳐ɥᢿӏƼ᩿ͨƔǒᆭǛƚƯ໐࣎ƴǢǯǻǹƠƯ༓૰ȇȖȪƷཞඞǍዴྙሁǛᛦ௹ƢǔඥƴƭƍƯᘺ
ፗǷǹȆȠƴ᧙Ƣǔᚾ˺ȷᙲእᚾ᬴ǛܱƠŴᚨͳˁಮǛሊܭƠƨŵ
ܱϋܾӏƼௐ
ᲫᲨᛦ௹ᚘဒȷႆᚘဒƷሊܭ
ȷྵנӲӭೞưᚘဒƞǕƯǔྵ˺ئಅሁŴ428ϋᢿᛦ௹ƷЭࢸưܱ
ƕेܭƞǕǔᆉȷ˺ಅǹȆȃȗǛૢྸƠŴɥᢿᆭƚᛦ௹ӏƼ
᩿ͨᆭƚᛦ௹ܱǇưƴ࣏ᙲƳᛢ᫆Ǎ౨᚛ʙǛਁЈƠƨŵ
ᲬᲨඥᚘဒƷᇌక
ȷܤμᙲ൭ƷૢྸƱƠƯŴൢႻᢿƷơᡂǊƴݣƢǔȪǹǯƱƳǔ˺
ಅǹȆȃȗƴݣƠŴൢ්ᚐௌǛဇƍƨᘮƹƘᚸ̖ȢȇȫǛನሰƠŴ
ನᡯཋьƷ્ࣱݧȀǹȈƷؾǁƷࢨ᪪ᚸ̖ǛܱƠŴݣሊƷ
ᙲԁǛ౨᚛Ơƨŵ
ȷᡫࠝཞ७ƴƓƚǔܤμೞᏡƸŴ2%8ƴǑǔഏȐǦȳȀȪƴǑǔൢ
ႻɶƷ્ࣱݧཋឋƷơᡂǊೞᏡưƋǓŴီࠝʙᝋƱƠƯ࢘ᛆܤμ
ೞᏡƷվڂǛˎܭƠŴƦƷʙᝋƷ౨ჷȷࣖݣሊƷᇌకŴ࣏ᙲƱƳǔ
ᚨͳƷ౨᚛ǛܱƠƨŵ
ᲭᲨᛦ௹ဇ˄࠘ǷǹȆȠƷ౨᚛
ȷᲽ᳐ϋƷןዜਤƴ࣏ᙲƳǬǹሥྸǍᆷእ̓ዅǷǹȆȠŴ൦ϼྸ
ǷǹȆȠƳƲŴᛦ௹ƷܱǍܤμƷᚇໜư࣏ᙲƱƳǔ˄࠘ǷǹȆȠ
ƴݣƠƯŴȄȸȫȜȃǯǹȷǬǤȉȑǤȗǁƷᨠᩉࡰᚨፗŴ˺ಅဇ
ǻȫȷҾ܇໐ǦǧȫǁƷȀǹȈȢȋǿȪȳǰᚨፗሁŴီࠝƷ౨ჷǍ
ƦƷࣖݣሊሁŴ࣏ᙲƳˁಮǛਁЈƠŴᙲ൭ˁಮƱƠƯૢྸƠƨŵ
ᲮᲨǢǯǻǹᘺፗȷᛦ௹ᘺፗƷႆ
ȷɥᢿ᩿ͨᆭƚᛦ௹ƷӲඥƴ᧙Ƣǔᙲእ২ᘐƴƭƍƯŴᢅ࠰ࡇ
ǇưƴਁЈƠƨᛢ᫆ǁƷݣሊሁǛӒପƠƨᘺፗˁಮƷࣱ࢘ڲǛᄩᛐ
ƢǔƨǊƷᙲእᚾ᬴ǛܱƠŴኽௐǛᚨͳˁಮǁӒପƠƨŵ

ɥᢿᆭƚᛦ௹ඥ

ȄȸȫȜȃǯǹ ǬǤȉȑǤȗᡲኽೞನ

໐ϋನᡯཋьᘺፗࣱᄩᛐᚾ᬴

˺ಅဇǻȫ
ǨǢȭȃǯ
ǻȫ

˺ಅǻȫ

ȄȸȫȜȃǯǹ

ȄȸȫȜȃǯǹ
ǲȸȈȐȫȖ

ᡛӨ
ǦǧȫǫȐȸ

ǬǤȉȑǤȗ
Ჽ᳐Șȃȉ

ᛦ௹ᘺፗǢǯǻǹࣱᄩᛐᚾ᬴

᳐Șȃȉ
ᔕൢʑ༞֥
ൢ൦Ўᩉ֥

ǷȥȩǦȉȘȃȉ
ɥᢿ܇ெ
Ǣǯǻǹᘺፗ

ᛦ௹ᘺፗ

᩿ͨᆭƚᛦ௹ඥ
᳐

໐࣎ᢿ

Ჽ᳐

ϼྸ൦ׅӓᚾ᬴ဇᘺፗ

ЏЪဇȄȸȫȘȃȉ

ȄȸȫȜȃǯǹ
˺ಅဇǻȫ
Ჽ᳐ᢚǁƍُ
ဃ˳ᢚǁƍُ

ᛢ᫆ӏƼʻࢸƷ૾Ӽࣱ
ȷ˂ʙƷᡶǍʙЭƴܱƢǔʙЭྵעᛦ௹ሁŴؾऴإǍྵئ
ƷӕӳཞඞŴ༓૰ȇȖȪӕǓЈƠƴӼƚƨʻࢸƷᚘဒሁǛᨼኖƢ
ǔƜƱưŴྵئཞඞƴұƠƨᛦ௹ᚘဒŴᚨͳˁಮǁᙸႺƠǛᘍƏŵ
ȷɥᢿᆭƚᛦ௹ඥƷܱೞᢘဇࣱӼɥǛǔƨǊŴʚഏࡑూཋƷ
ݲƳƍь২ᘐᢘဇƷ౨᚛ǛᘍƏŵ
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༓૰ȇȖȪȷ໐ϋನᡯཋƷӕǓЈƠƴӼƚƨǵȳȗȪȳǰ২ᘐƷႆ
Ტ࠰ᲬஉໜƴƓƚǔᡶཞඞᲣ
ᅦᇹɟҾ܇щႆᩓƷ༓૰ȇȖȪӕǓЈƠʙƴ̞ǔᐮမሥྸǍᘺፗᚨᚘŴʙᙲ᪸Ʒӳྸ҄ƴƢǔƜƱǛႸႎƴŴܱ༓૰ȇȖȪǛǵȳ
ȗȪȳǰƢǔ২ᘐǛႆɶưƋǔŵǵȳȗȪȳǰဇᘺፗŴǷǹȆȠƸؕஜᚨᚘǛᘍƬƯƓǓŴƦƷϋŴǢǯǻǹȫȸȈನሰᘺፗƴƭƍƯƸᙌ
˺ᚨᚘƴბƠƨŵӍŴǵȳȗȫׅӓᘺፗƸᙌ˺ɶưŴɟᢿƸئϋ౨ᚰǛܱƠƯƍǔŵ
ܱϋܾӏƼௐ
ᲫᲨ༓૰ȇȖȪǵȳȗȪȳǰ২ᘐƷႆᚘဒŴǵȳȗȪȳǰᚘဒƷሊܭ
ˌɦƷᚇໜưǵȳȗȪȳǰǷȊȪǪǛ౨᚛ȷૼƠƨŵ
ĬݲǵȳȗȫׅӓƔǒǰȭȸȖȜȃǯǹǁƷᡛƴᐱǔǇưƷȪǹǯǢǻǹȡ
ȳȈǛᘍƍŴȇȖȪƑƍݣሊǍᛢ᫆Ǜφ˳҄Ơƨŵ
ĭȗȩȃȈȕǩȸȠɥƷ˄ბȇȖȪǋǵȳȗȪȳǰݣᝋƴьƑƯǢǯǻǹᘺፗƷ
ႆᚘဒǛሊܭƠƨŵǇƨŴҾ܇໐ኛܾ֥ 2%8 ϋᢿᛇኬᛦ௹2,Ʒႆཞඞ
ƔǒǵȳȗȪȳǰဇǢȸȠȷǨȳǯȭȸǸȣƷႆǹǱǸȥȸȫǛሊܭƠƨŵ
ĮȗȩȃȈȕǩȸȠɥưƷ˄ბȇȖȪƷЏЪׅӓǛेܭƠƨЏЪብྙᚾ᬴Ǜ
ܱŵኽௐǛʻࢸŴЏЪብཞǵȳȗȫׅӓᘺፗƷᚨᚘƴӒପƢǔŵǇƨŴǳǢ
ȜȸȪȳǰƷᐮမᡈႳᙻ૾ඥƴƭƍƯφ˳҄ƠŴɶࣱ܇ȢȋǿƷᚨᚘƴӒ
ପƠƨŵ

Ძ ݲǵȳȗȫׅӓᘺፗ
ئϋ౨ᚰ ȖȩǷ૾ࡸᲣ

ᅗ2 䝃䞁䝥䝸䞁䜾⏝䜰䜽䝉䝇⨨

ᲬᲨ2%8ϋ༓૰ȇȖȪǵȳȗȪȳǰƷƨǊƷᘺፗŴǷǹȆȠƷႆ
 ݲǵȳȗȪȳǰƷƨǊƷǵȳȗȫׅӓᘺፗƷႆ
ᳺȖȩǷ૾ࡸ  ſᳺჇᆰܾ֥૾ࡸƷҥ˳ئᚾ᬴ǛᘍƍŴોᑣໜǛਁЈƠƨŵ
 ǑǓӕǛفǍƠƨ༓૰ȇȖȪǵȳȗȪȳǰƷƨǊƷᘺፗŴǷǹȆȠƷႆ
Ĭ2%8ϋᢿᛇኬᛦ௹ဇǢǯǻǹᘺፗǑǓǋơᡂǊೞᏡǛᄩ̬ƠƨǵȳȗȪȳ
ǰဇǢǯǻǹᘺፗ  ƷؕஜᚨᚘǛܱƠƨ ŵ
ĭǵȳȗȪȳǰဇǢǯǻǹȫȸȈನሰƷƨǊƷ:ȚȍȈȬȸǷȧȳዓನᡯ
ᅗ4 䝃䞁䝥䝹ᅇ⨨
 ƷؕஜᚨᚘƓǑƼȀȖȫȉǢǷǹȆȠƷᙲእᚾ᬴ǛܱƠŴܱೞǁƷᢘ
ᅗ3 X-6䝨䝛᥋⥆ᵓ㐀
ᅗ5 ⇞ᩱ䝕䝤䝸⣡ᐜჾ
(䢈䢖䡳䡸䢈䢚䢕䡴䢚䢔䡫䢆䢛䡼䡮䢈䢛)
䛾㐲㝸㍺㏦ྎ㌴
ဇࣱǛᄩᛐƠƨŵ:ȚȍዓನᡯƸᚾ˺ೞƷᙌ˺ᚨᚘƴბƠƨŵ
ĮǵȳȗȫׅӓᘺፗƸᆔ ȐǱȃȈǿǤȗŴȕȬǭȖȫǰȪȃȑǿǤȗ 
ᛢ᫆ӏƼʻࢸƷ૾Ӽࣱ
ሁ Ʒᚾ˺ೞǛᙌ˺ŵɟᢿƸئϋ౨ᚰǛܱɶŵ
ȷܱ༓૰ȇȖȪƷӕǓЈƠ২ᘐƴኽƼ˄Ƙʻ࠰ࡇƷؕஜᚨᚘƷ
įᐮမᡈႳᙻဇƷɶࣱ܇ȢȋǿƷؕஜᚨᚘǛܱƠƨŵ
ኽௐƴݣƠƯŴᢒᨠưƷܱྵࣱǍŴࣱ̮᫂ǛᄩܱƳǋƷƴƢ
İ༓૰ȇȖȪӓኛܾ֥ƷᢒᨠᡛӨ  ƷؕஜᚨᚘǛܦʕƠŴᛇኬᚨᚘƴბ
Ơƨŵ
ǔ࣏ᙲƕƋǔŵƜƷƨǊŴʻࢸǋᙲእᚾ᬴ǛɳᘍƠƯᡶǊƳ

ƕǒŴᚾ˺ೞƷᙌ˺ᚨᚘȷોᑣǛᡶǊƯƍƘŵ
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21

༓૰ȇȖȪȷ໐ϋನᡯཋƷӕǓЈƠƴӼƚƨ২ᘐƷႆᲢᲫᲩᲬᲣ

ᲢᲬᲪᲬᲪ࠰ᲬஉໜƴƓƚǔᡶཞඞᲣ
༓૰ȇȖȪȷ໐ϋನᡯཋƷӕǓЈƠƷҾ܇ኛܾ֥ᲢPCVᲣϋƴנ܍ƢǔฏཋƷગӊ২ᘐŴ༓૰ȇȖȪƷᨼػȷׅӓሁƷӲᆔ২ᘐǍܤμ
ᄩ̬ƷǷǹȆȠƴ᧙ǘǔӲᙲእ২ᘐƴƭƍƯŴႆᚘဒƷ౨᚛ŴಒࣞᚨᚘሁǛܱƠƨŵ
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6\VWHPRI)XHO'HEULV  21(7  3URJUHVVE\(QGRI
'HYHORSPHQWRIWKHWHFKQRORJLHVIRUDFROOHFWLRQV\VWHPRIWKHGXVWJHQHUDWHGDWWKHWLPHRISURFHVVLQJIXHOGHEULV
LQDLUDQGXQGHUZDWHUE\ODVHUFXWWLQJDQGPHFKDQLFDOFXWWLQJ
3URMHFW 2XWOLQHDQG2XWFRPHV
 'DWDRQGXVWHPLVVLRQZLWKGLIIHUHQWFXWWLQJPHWKRGV
• 1HZIXHOGHEULVVLPXODQWV LQYHVVHOH[YHVVHO KDYHEHHQ
PDQXIDFWXUHG ILJ ZLWKODUJHUPDVVWRHQDEOHERWK
PHFKDQLFDODQGODVHUFXWWLQJZLWKVLJQLILFDQWFXWWLQJWLPH
• )LUVWGDWDKDYHEHHQREWDLQHGZLWKPHFKDQLFDOFXWWLQJ
JULQGHUUHFLSURFDWLQJVDZ DQGGHPRQVWUDWHGWKHSUHVHQFH
RIXOWUDILQHDHURVROVHYHQZLWKPHFKDQLFDOWRROV ILJ
• 'HVLJQDQGSUHSDUDWLRQRIFXWWLQJWHVWVZLWKVHYHUDOFXWWLQJ
WRROV
 'HYHORSPHQWRIVSUD\VFUXEELQJWHFKQRORJ\
• 7HVWVRIORFDOVSUD\VFUXEELQJKDYHEHHQLPSOHPHQWHGGXULQJ
ODVHUFXWWLQJGHPRQVWUDWLQJDGHFUHDVHRIDHURVROVQXPEHU
FRQFHQWUDWLRQ ILJ
• 6HOHFWLRQRIDHURVROVVLPXODQWVIRUVSUD\VFUXEELQJWHVWV
• 'HVLJQDQGSUHSDUDWLRQRIWHVWVIRUWKHGHILQLWLRQRIWKHEHVW
VWUDWHJLHVRIVSUD\VFUXEELQJDUHRQJRLQJ
 'HYHORSPHQWRIORFDOFROOHFWLRQLQDLUDQGDHURVROVH[WUDFWLRQ
,PSURYHPHQWRIWKHFROOHFWLRQWHFKQRORJ\LVRQJRLQJZLWK
• 'HYHORSPHQWRIWUDQVSRUWDWLRQILOWUDWLRQWHFKQRORJLHV ILJ
 IRUWKHGXVWFDSWXUHGE\WKHFROOHFWLRQV\VWHP
• ,PSURYHPHQWRIWKHORFDOFROOHFWLRQKHDGVHPEHGGHGRQWKH
SURFHVVLQJWRROVWDNLQJLQWRDFFRXQWUHDOLVWLFFXWWLQJ
FRQILJXUDWLRQVDQGRSHUDWLRQDOFRQVWUDLQWVDVPDLQWHQDQFH
• 'HVLJQRIWHVWVIRURSHUDWLRQDOSURWRW\SHVHVVHQWLDOWHVWVZLWK
ODVHUDQGDVVRFLDWLRQSDUWLFOHVWUDQVSRUWDQGILOWUDWLRQ
 $SSOLFDWLRQWR)XNXVKLPDVLWH
2SHUDWLQJFRQVWUDLQWVIRUWKHWHFKQRORJLHVKDYHEHHQLGHQWLILHG
DQGRSWLRQHHULQJ IRUVLWHLPSOHPHQWDWLRQLVRQJRLQJ
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Fig.1simulantmanufacturing

Fig.2Grinder cutting tests

Fig.3Spray
scrubbing test

Fig.4Dust
transportation
testbench

5HPDLQLQJLVVXHVFKDOOHQJHVDQGZKDWWRGRLQ IXWXUH
 $OLJQPHQWRIDHURVROVLQVWUXPHQWDWLRQIRUREWDLQLQJ
FRPSDUDEOHUHVXOWV
 8QGHUVWDQGLQJ RIDOOLQIOXHQWSDUDPHWHUV IRUWKHVSUD\
VFUXEELQJ HIILFLHQF\
 ,QGXVWULDO VFDOH SURWRW\SHVDGDSWHG WRUHDOLVWLF RSHUDWLQJ
FRQGLWLRQV
 &RPSOHWHVFHQDULRVZLWK OLPLWHG NQRZOHGJH DERXWVLWH
UHDOFRQGLWLRQV
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'HYHORSPHQWRI7HFKQRORJLHVIRU5HWULHYLQJ)XHO'HEULVDQG,QWHUQDO6WUXFWXUHV
'HYHORSPHQWIRU'XVW&ROOHFWLRQ6\VWHPRI)XHO'HEULV  7(1(; 3URJUHVVE\(QGRI
Themainprojectgoalsare:toestimatedustbehaviordependencyoncuttingmethodsandconditions;toestimatefactorsexertinginfluence
onnuclear,radiationandfiresafetyduringthedebrisremoval,ongasandwaterdecontaminationfromdust;toformconservativeinitial
requirementsforfullscaledustcollectionsystemanditsseparateelements.
7KHOLVWRILPSOHPHQWHGZRUNV PDLQUHVXOWV 

3URMHFW 2XWOLQHDQG2XWFRPHV
9 Fourtypesofsamples (AtoD) willbecutinthehotcelltoassessthedifferencein
dustbehaviorandprovidethemostconservativedustgenerationconditions.
SamplesA:“Cold”fuelcontainmaterialtosimulatesilicatephaseof1Fcorium;

AͲ1samples

AͲ2samples

Samples B:UnirradiatedMOXfueltoexaminetheoperabilityoflaboratoryscaledust
collectionsystemandoptimizesamplingandmeasurementprocedures;
Samples C:CͲ1WWERSNF(Units1Ͳ21FSNFanalogue)andCͲ2MOXSNFBNͲ600
(Unit31FSNFanalogue)toprovidethemostconservativetestscondition(ɲͲnuclides
activityandhugedoserate);
Samples D:“Hot”fuelcontainmaterialtosimulatemetaloxidesphaseof1Fcorium.
9 Severaltypesofcuttingtechnologies(includinglasercutting)onairandinͲwater
willbeprovided.
9 Dustgenerationregularity,amount,contentanddistributiondependonseveral
cuttingmethodsandconditionstobeassessed;
9 Thefilteringmaterials,elementsandintegratedustcollectionsystemefficiencyto
beassessed;
9 CausesoftheformationofexplosiveandfirehazardoussituationsinthegasͲ
aerosoltreatmentprocessestobeanalyzed;
9 Solsprecipitationrate(incaseofinͲwatercutting)tobedetermined.
9 Recommendationsfordesignoffullscaledustcollectionsystemtobedeveloped

Hotcellgeneralview

Image(4000xmagnification)
ofdustsamples(<1ʅm)
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Ͳ Review of the Russian experience in the field of development and operating
of dust collection and gas cleaning systems (especially on site of SNF
management) completed;
Ͳ “Cold” FCM sample A manufacturing and cutting completed;

AͲ1samples
cuttingprocess

AͲ1dustsamples

AͲ2samples
cuttingprocess

AͲ2dustsamples

Ͳ Programandmethodicofcuttingtestsisdeveloped;
Ͳ Laboratoryscaledustcollectionsystemtechnicaldesigniscompleted.

Laboratoryscaledustcollectionsystembasicdesign

5HPDLQLQJLVVXHVFKDOOHQJHVDQGZKDWWRGRLQIXWXUH
Manufacturing andassemblingthe
laboratoryscaledustcollectionsystemin
thehotcell

Start in March 2020
Completed in July 2020

Cutting testsimplementationinthehot
cell

Start in September 2020
Completed in October 2020

Conceptual recommendationsforfull
scaledustcollectionsystemdevelopment

Start in November 2020
Completed in February 2021
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ࡨᧈᣐሥ 5%ዒ
ᐯѣ๋ᘺፗ

ᛢ᫆ӏƼʻࢸƷ૾Ӽࣱ
&9ӕ൦ᢿನሰƷᢒᨠưƷȝȳȗᲢᣐሥᲣƷӵǓᨀǖƠŴᣐ
ሥƷዓ૾ඥŴȡȳȆȊȳǹƷʩ੭૾ඥŴӏƼ5%ӕ൦ᢿನሰ
ƷᢒᨠưƷࡨᧈᣐሥዓӏƼȡȳȆȊȳǹƴݣƢǔᚾ᬴ኽௐƱ
സƞǕƨᛢ᫆ǛŴǨȳǸȋǢȪȳǰƴࡽƖዒƗஊјဇƢǔŵ
©InternationalResearchInstituteforNuclearDecommissioning

Ҿ܇໐ኛܾ֥ϋ൦ࣅǷǹȆȠನሰ২ᘐƷႆᲢܱᙹᚾ᬴Უ
ᲢᲬᲪᲬᲪ࠰ᲬஉໜƴƓƚǔᡶཞඞᲣ
ǵȗȬǷȧȳȁǧȳȐᲢ5%Უӕ൦ᢿನሰƴ᧙ƠŴž൦ࣅ2,ſưႆƠƨᚾ˺ೞǛဇƍƨᲢࡨᧈᣐሥˮፗӳƤ᳸ࡨᧈᣐሥ5%Ʒዒ๋
ᲣǇưƷɟᡲƷ˺ಅƴƭƍƯŴᢒᨠદ˺ƴǑǔᚾ᬴ǛᘍƍƦƷᇌࣱǛᄩᛐƠƨŵǇƨ5%ϋԗͨưȈȸȩǹܴࡁᢿƴᚨƞǕƨȢȫǿ
ȫɥƴŴᙀ̲ǛᡙьᚨƢǔƜƱưŴ5%ϋԗᆰ᧓Ǜ෩ႻȐǦȳȀȪƱƢǔƜƱƷஊјࣱǛᄩᛐƠƨŵ
ܱϋܾӏƼௐ
Ҿ܇໐ኛܾ֥Ტ2%8ᲣǢǯǻǹȷዓ২ᘐሁƷܱᙹǹǱȸȫưƷ౨ᚰ
Ტ5%Ǜဇƍƨ൦ࣅǷǹȆȠȷ২ᘐƴ᧙Ƣǔ౨ᚰᲣ
ܱೞǹǱȸȫưƷᢒᨠદ˺ƴǑǔࣱƷᄩᛐŴӏƼᛢ᫆ƷਁЈ
ȷžҾ܇໐ኛܾ֥ƑƍሖƷᙀ̲২ᘐƷႆſưᙌ˺Ơƨ5%șȳȈሥܱᙹ
ᚾ᬴˳ǛဇƍŴž൦ࣅ2,ſưႆƠƨࡨᧈᣐሥ5%ዒ๋ᘺፗሁƷᚾ˺ೞƴǑ
ǓŴɟᡲƷᢒᨠદ˺ᲢࡨᧈᣐሥˮፗӳƤ᳸ࡨᧈᣐሥ5%Ʒዒ๋ᲣǇưƷ
ᇌࣱǛ౨ᚰƢǔƨǊƷᚾ᬴ᚘဒǛᇌకƠƨŵᇌకƠƨᚾ᬴ᚘဒƴؕƮƖŴᢒᨠદ˺ƴ
ǑǔɟᡲƷܱᙹǹǱȸȫᚾ᬴ǛܱƠŴᢒᨠư5%ӕ൦ᢿǛನሰƢǔƜƱƕܱྵӧ
ᏡưƋǔᙸᡫƠǛࢽƨŵ́ƤƯŴʻࢸƷǨȳǸȋǢȪȳǰưᚐൿƢǂƖᛢ᫆ǛਁЈƠŴ
ࣖݣሊǛ౨᚛Ơƨŵ
ܱೞʙƴӼƚƨơᡂǊᄩ̬Ŵ˺ಅՃƷᘮƹƘ˯ถݣሊƷ౨᚛ӏƼᛢ᫆ƷਁЈ
ȷܱೞʙƴӼƚƨơᡂǊᄩ̬Ŵ˺ಅՃƷᘮƹƘ˯ถƷᛢ᫆ȷݣሊǛਁЈƠƨŵ
ዓᢿࢸƷͤμࣱᄩᛐ
ȷɥᚡưᇌకƠƨᚾ᬴ᚘဒƴؕƮƖƠƨ๋ᢿƴƭƍƯŴ᩼ᄊْᲩᄊْᚾ᬴ሁǛ
ᘍƍŴ๋ᢿƷԼឋǛᄩᛐƠƨŵ
൦ࣅǷǹȆȠȐǦȳȀȪƷஊјࣱᄩᛐ
ȷӭೞȉȩǤǦǧȫᲢ&9ᲣƔǒȈȸȩǹܴ5%ϋԗͨǁƷƑƍ൦ݣሊƱƠƯŴ
,#'#ಁᓶᢒᨠ২ᘐႆǻȳǿȸƴᚨፗƞǕƯƍƨŴžҾ܇໐ኛܾ֥ƑƍሖƷ
ᙀ̲২ᘐƷܱᙹᚾ᬴ſưᙌ˺Ơƨ5%ನᡯƱȈȸȩǹܴࡁᢿƴȢȫǿȫǛᚨƠƨ
ܱᙹᚾ᬴˳ǛဇƍŴᙀ̲ᚨƴǑǔ෩ႻȐǦȳȀȪƷನሰƷஊјࣱǛᄩᛐƢǔƨ
ǊƷᚾ᬴ǛܱƠƨŵஜᚾ᬴ƴǑǓȈȸȩǹܴ5%ϋԗͨᆰ᧓ǛŴ൲௨൦Ŵ༓૰ȇȖ
ȪብƷȐǦȳȀȪƱƠƯဇưƖǔӧᏡࣱƕƋǔƜƱǛᄩᛐƠƨŵƳƓŴᚾ᬴Ʒஇኳ
െ᨞ƴܱᙹᚾ᬴˳Ǜᚐ˳ƠŴલȇȖȪብሁƷਵཞඞǛᛦ௹Ơƨŵ
ȷܱᙹᚾ᬴˳ӏƼᚾ᬴˳ƴ˄᨟Ơ,#'#ಁᓶᢒᨠ২ᘐႆǻȳǿȸƴᚨፗƠƨᚨͳƷ
ᚐ˳ŴϼЎǛᘍƬƨŵ́ƤƯᙀ̲ሁƷҾཞࣄǛܱƠƨŵ
ȷ,#'#ಁᓶᢒᨠ২ᘐႆǻȳǿȸƷଞภȷዅ൦ᚨͳӏƼບ൦൦ᚨͳƷዜਤሥྸǛܱ
Ơƨŵ

ž൦ࣅႆ2,ſưႆƠƨࡨᧈᣐሥ5%ዒ
ᐯѣ๋ᘺፗᲢᚾ˺ೞᲣ
Ĭᙀ̲ᚨ
ĭ൲௨൦Ʊ༓૰ȇȖȪ
ብલ˳Ʒ৲λ
Į൲௨൦Ŵ༓૰ȇȖȪ
ብલ˳ƷƑƍཞ
ඞǛᄩᛐ
į5%ЏૺƴǑǓ൲
௨൦Ŵ༓૰ȇȖȪብ
લ˳ƷේᡢཞඞǛ
ᄩᛐ

ȐǦȳȀȪஊјࣱᄩᛐᚾ᬴ಒᙲ

ᙀ̲ᚨЭࢸƷ൦ˮ҄٭

ᛢ᫆ӏƼʻࢸƷ૾Ӽࣱ
5%ӕ൦ᢿನሰƴᢒᨠદ˺Ʒᇌࣱ౨ᚰᚾ᬴ưࢽǒǕƨௐƱ
ਁЈƞǕƨᛢ᫆ŴӏƼ5%ɦᢿǁƷȢȫǿȫƱᙀ̲ᚨƴ
Ǒǔ෩ႻȐǦȳȀȪನሰƷஊјࣱǛᅆƢኽௐǛŴǨȳǸȋǢ
ȪȳǰƴࡽƖዒƙƜƱưஊјဇǛǔŵ
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༓૰ȇȖȪӓኛȷᆆᡛȷ̬ሥ২ᘐƷႆ
ᲢᲬᲪᲬᲪ࠰ᲬஉໜƴƓƚǔᡶཞඞᲣ
༓૰ȇȖȪӓኛፃႆƷƨǊŴӓኛፃƷನᡯͤμࣱƷ౨ᚰƴӼƚƨܱೞٻನᡯ౨ᚰᚾ᬴ƷแͳŴᆆᡛவˑకƷ੩కƴӼƚƨ൦እႆဃʖยඥ
ƓǑƼᚑۥƷஊјࣱᄩᛐƷ౨᚛Ŵ൦Ў˯ถƷƨǊƷʑ༞ǷǹȆȠႆƴӼƚƨʑ༞ᙲእᚾ᬴ƷܱƓǑƼ൦እຜࡇยܭ২ᘐƷᛦ௹ǛᘍƬƨŵ
ܱϋܾӏƼௐ
Ძ.ӓኛȷᆆᡛȷ̬ሥƴ̞ǔᛦ௹ӏƼᄂᆮᚘဒᇌక
ᅦᇹɟҾ܇щႆᩓƷྵئƷஇૼཞඞƷλƓǑƼ2018࠰ࡇǇưƴ
ˎನሰƠƨ༓૰ȇȖȪƷӕǓЈƠƔǒ̬ሥǇưƷᆉǍ˺ಅǹȆȃȗŴ
༓૰ȇȖȪƷཋࣱƴ᧙ǘǔჷᙸǛஇૼ҄ƠŴɦᚡƔǒƴᅆƢႸƷ
ܱƴ࣏ᙲƱƳǔᛦ௹ŴᚐௌǍЎௌŴᚾ᬴ƳƲǛᄂᆮᚘဒƴӒପƠƨŵ

ྞ䜚⨨

ྞ䜚⨨

⣡⨁

⣡⨁

9䡉⛬ᗘ

9䡉⛬ᗘ

䠄b䠅⣡⨁䛾ഴᩳⴠୗ

䠄a䠅⣡⨁䛾㖄┤ⴠୗ
ྞ䜚⨨

Წ.ӓኛ২ᘐƷႆ

⣡⨁

ӓኛፃƷನᡯͤμࣱǛ౨ᚰƢǔƨǊƷӲᆔ౨᚛ǛܱƠƨŵ̊ƑƹŴ
2018࠰ࡇƴˎᚨܭƠƨӓኛፃƷˁಮకǍನᡯకƴݣƠƯŴǷȸȫನᡯ
ƓǑƼșȳȈೞನƳƲƷᚨᚘ૾ᤆǛൿܭƠŴ2020࠰ࡇƴʖܭƠƯƍǔ
ܱೞٻನᡯ౨ᚰᚾ᬴ဇƷӓኛፃᲢᚾ᬴˳ᲣǛᚨᚘ(1Ӌༀ)ƠŴӓኛፃ
Ტᚾ᬴˳ᲣƷᚾ˺ƴӼƚƨแͳǛᘍƬƨŵǇƨŴܱೞٻನᡯ౨ᚰᚾ᬴Ʒ
౨ᚰႸƓǑƼᚾ᬴ᚘဒƷᇌక(2Ӌༀ)ǛᘍƬƨŵ

㒊

䝞䝇䜿䝑䝖

7m⛬ᗘ
⛣㏦ᐜჾ
䜎 䛯䛿
ಖ⟶ᐜჾ

せᑍἲ
እᚄ䠖⣙0.3m
ෆᚄ䠖⣙0.2m
㧗䛥 䠖⣙1m

Ჭ.ᆆᡛ২ᘐƷႆ

⣡⨁

䠄c䠅⣡⨁ୖ㒊䜈䛾⣡⨁䛾㖄┤ⴠୗ



⬗㒊

༓૰ȇȖȪƷᆆᡛɶƴƓƚǔ൦እǬǹݣሊǛᇌకƢǔƨǊƷӲᆔ౨᚛Ŵ
ᚾ᬴ǛܱƠƨŵ̊ƑƹŴᢅӊƷᄂᆮௐƷᛦ௹ǍܼᧉݦƷॖᙸᎮӕƴ
ؕƮƘŴᆆᡛவˑకƷ੩కƴ࣏ᙲƱƳǔ౨᚛ႸƓǑƼܱϋܾƷ౨᚛Ŵ
൦እႆဃʖยඥƷ౨᚛ƴӼƚƨᚸ̖ඥƷ౨᚛ƓǑƼ൦እႆဃᚾ᬴ᚘဒ
ƷᇌకǛᘍƬƨŵǇƨŴᚑۥƴǑǔ൦እݣሊƷஊјࣱǛᄩᛐƢǔƨǊƷ
ᚑۥƷࣱᏡᄩᛐᚾ᬴(3Ღ4Ღ5Ӌༀ)ǛᘍƬƨŵ

Ỉ⣲䚸㓟⣲
ΰྜ䜺䝇

ᚸ̖ʙᝋƷǤȡȸǸ

Ỉ⣲⃰ᗘ
ィ

ᛂჾ
Ẽ

⦆⾪
ᵓ㐀㒊

Ỉ⣲⃰ᗘ
ィ

Ხ.ʑ༞২ᘐᲩǷǹȆȠƷႆ
ᜏ ᵴ

༓૰ȇȖȪƷᆆᡛŴʑࡸ̬ሥɶƴƓƚǔ൦እႆဃƷ৮СǛǔᚇໜ
 ӓኛፃᲢᚾ᬴˳Უ
ゐ፹
Ɣǒ൦ЎǛ˯ถƢǔƨǊƷʑ༞ǷǹȆȠƷӲᆔ౨᚛Ŵᚾ᬴ǛܱƠƨŵ
Ʒನᡯక
Ხ
ᚑࣱۥᏡ
Ჯ Ӓ֥ࣖ
Ჭ
ᚑۥ
̊ƑƹŴʑ༞ᘺፗƷᢃ᠃வˑǛ౨᚛ƢǔƨǊƷʑ༞ᙲእᚾ᬴ƷܱŴ
ᄩᛐᚾ᬴Ʒಒࣞ
ʑ༞ϼྸܦʕǛᄩᛐƢǔƨǊƷ൦እຜࡇยܭ২ᘐƴƭƍƯŴᙲ൭২ᘐˁ
ಮሁǛૢྸƠƨƏƑưŴᛦ௹ǛᘍƬƨŵ
ᛢ᫆ӏƼʻࢸƷ૾Ӽࣱ
ӓኛፃƷܱೞٻನᡯ౨ᚰᚾ᬴Ʒܱᚸ̖ƴǑǔӓኛ২ᘐƷႆᆆᡛƷ൦እ
Ჯ.ᚸ̖ǇƱǊ
ɥᚡ1Ɣǒ4ƴ᧙ǘǔ༓૰ȇȖȪƱ્ࡑࣱݧూཋǛˁЎƚƢǔ২ᘐƷᛦ ᚘย૾ඥǍ൦እݣሊƷ౨᚛ƴǑǔᆆᡛவˑకƷ੩కʑ༞ϼྸ২ᘐƓǑƼ̬ሥЭ
ϼྸᚸ̖২ᘐƷ౨᚛ƴǑǔʑ༞২ᘐǷǹȆȠƷႆǛᘍƏŵ
௹ƴݣƠŴӓኛȷᆆᡛȷ̬ሥƷவˑƴƭƍƯ᧙ᡲPJƴ੩ᅆƠƨŵ
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ࡑ˳ూཋƷϼྸȷϼЎƴ᧙Ƣǔᄂᆮႆ
ᲢᲬᲪ࠰ᲬஉໜƴƓƚǔᡶཞඞ ᲫᲮᲣ
2021࠰ࡇ᪭ǇưǛႸϼƴŴϼྸȷϼЎ૾ሊƱƦƷܤμࣱƴ᧙Ƣǔ২ᘐႎᙸᡫƠǛࢽǔƜƱǛႸƱƠƯŴʙࡑూཋƷཎࣉǛᎋॾƠŴ
ࡑ˳ూཋƷ̬ሥȷሥྸ૾ඥƷ౨᚛ȷᚸ̖ŴϼྸȷϼЎಒࣞƷನሰƱƦƷܤμᚸ̖ඥƷႆǛᘍƬƨŵǇƨŴƜǕǒƷܱƴƋƨƬ
Ư࣏ᙲƱƳǔࣱཞ৭੮ƴ᧙Ƣǔ౨᚛ǛᘍƏƱσƴŴ౨᚛ȷႆƴǑǓࢽǒǕƨௐǛӒପƠŴᡶŴௐƷૢӳࣱӏƼസƞǕƨᛢ᫆Ǜ
ወӳႎƴᚸ̖Ơƨŵ
ܱϋܾӏƼௐ
ᲫᲨ̬ሥሥྸ
ᲢᲫᲣ̬ሥȷሥྸ૾ඥƷ౨᚛ȷᚸ̖
ȷ༓૰ȇȖȪӕǓЈƠƴˤƍႆဃƢǔࡑూཋƷ̬ሥȷሥྸǛ౨᚛
ƢǔƨǊŴϋܾ֥ŴȕǣȫǿșȳȈŴʑ༞ᚨͳӏƼยܭᚨͳƷ
ಒࣞ౨᚛Ǜܱŵ
ȷϋܾ֥ƸŴᙐૠƷˁಮǍᢃဇ૾ඥǛˎܭƠƯŴ̬ሥƴᙲƢǔǹ
ȚȸǹƳƲǛൔ᠋ȷᚸ̖ƠƨŵǇƨŴȕǣȫǿșȳȈӏƼʑ༞
ᚨͳƸŴϋӏƼ࣏ᙲƴࣖơƯٳƷ᧙ᡲʙ̊Ǜᛦ௹ƠŴᛦ௹
ኽௐǛؕƴЭ੩வˑƱᛢ᫆ǛૢྸƠƨŵยܭᚨͳƸŴܾ֥ӓኛ
ƔǒನϋᆆᡛǇưƷɟᡲƷᆉưยܭƢǂƖႸᲢ̊ƑƹŴዴ
ŴภࡇƳƲᲣǛȪǹȈ҄ƠŴႸƝƱƴยܭƷᎋƑ૾Ტยܭ
૾ඥŴยܭᚨͳǁƷᙲ൭ʙŴยئܭƳƲᲣǛૢྸƠƨᲢ
ᲫᲣŵ

Ძ༓૰ȇȖȪӕǓЈƠƴˤƍႆဃƢǔࡑూཋƷ̬ሥǇưƷȗȭǻǹȕȭȸ
Ტܾ֥ӓኛ᳸ನϋᆆᡛǇưƷȗȭǻǹƷƏƪŴɟᢿǛ̊ᅆᲣ
ોᑣǢȫȕǡǫȡȩ(ᢚᔻ˳ԃǉᲣ
TOFǫȡȩ

ᲢᲬᲣࡑ˳ూཋƷЎКƴ̞ǔ൲௨ᚸ̖২ᘐႆ

ហᑥᢿᲴ
Ǣȫȕǡǫȡȩย
ܭ᪸؏

ȷދϋǳȳǯȪȸȈƳƲƷᘙ᩿Ǣȫȕǡ൲௨ǛᢒᨠưยܭưƖ
ǔǫȡȩᲢǢȫȕǡǫȡȩᲣᚾ˺ೞƴƭƍƯᛚ౨ЈǛ᧸ƙƨǊ
ᢚǁƍ˳ǛોᑣŵǇƨŴલዴเǛဇƍƯǢȫȕǡǫȡȩƷย
ࣱܭᏡǛᚸ̖ŵƞǒƴŴǢȫȕǡǫȡȩƷยࣱܭᏡӏƼेܭƞ
ǕǔྵئؾǛؕƴŴǢȫȕǡǫȡȩǛ᠍ƠƨᐯឥࡸᘺፗƷ
ˁಮǛ˺ƠƨᲢᲬᲣ ŵ

᩷ᑥᢿᲴ
ុᩉȇȸǿƕഎ
ƠƯƍǔር
ȑȳȷȁȫȈŴ
ଞᨀೞನ

ᙐૠƷעໜưજࢨƠƨȇȸǿǛ
ᲭഏΨưӳƠƨ̊

ᲬǢȫȕǡ൲௨ยܭǷǹȆȠ҄ʖͳᚾ᬴ဇƷᘺፗӏƼኽௐƷ̊
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ᲢțǦᣠƴǑǔǻȡȳȈǁƷ7 ð Ʒӓბࢨ᪪Უ
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多核種除去設備等処理水の取扱いに
関する小委員会 報告書 について
令和２年２月２７日
廃炉・汚染水対策チーム 事務局

ALPS処理⽔の取扱いに関する検討状況について
◇ ALPS処理⽔の取扱いの決定に向けて、2つの専⾨家による委員会で、６年余りにわたり検討を実施。
 「トリチウム⽔タスクフォース」における、技術的な評価（詳細は下表）。
 「多核種除去設備等処理⽔の取扱いに関する⼩委員会 」における、⾵評被害などの社会的な影響
も含めた総合的な検討。2020年2⽉10⽇に報告書を公表。
◇ 検討の過程で、処分⽅法や処分した際の懸念等を広く国⺠からお伺いする、説明・公聴会を開催。
トリチウム⽔タスクフォース（2013年12⽉〜2016年6⽉）
多核種除去設備等処理⽔の取扱いに関する⼩委員会（ALPS⼩委員会）（2016年11⽉〜2020年２⽉）

表 トリチウム⽔タスクフォースの評価結果について
処分方法

① 地層注⼊の例

② 海洋放出の例

③ ⽔蒸気放出の例

④ ⽔素放出の例

⑤ 地下埋設の例

イメージ図

技術的
成立性

・適切な地層を見つけ出すこと
・ボイラーで蒸発させる方式は
ができない場合には処分開 ・原子力施設におけるトリチウ
TMI‐2(※)の事例あり。
始できない。
ムを含む放射性液体廃棄物
※処分水量：8,700m3
の海洋放出の事例あり。
・適切なモニタリング手法が確
処分期間：2年8か月
立されていない。

・実処理水を対象とした場合、
前処理やスケール拡大等に ・コンクリトピット処分、遮断型
処分場の実績あり。
ついて、技術開発が必要な
可能性あり。

規制
成立性

・処分濃度によっては、新たな
規制・基準の策定が必要

・現状で規制・基準あり

・現状で規制・基準あり

・現状で規制・基準あり

・新たな基準の策定が必要な
可能性あり。

1

ALPS⼩委員会 報告書のポイント①（基本的考え⽅）
◇ 福島の産業は、今なお⾵評被害の影響が残り、福島の復興に影響。
◇ 廃炉・汚染⽔対策が着実に進められている中、周辺地域では住⺠帰還と復興の取組が進んで
きており、福島復興と廃炉の両⽴は⼤原則。
◇ その中で、ALPS処理⽔の処分も廃炉の⼀環として、廃⽌措置終了までに処分を着実に終え
る必要がある。他⽅で、ALPS処理⽔の処分は⾵評への影響を⽣じうることから、ALPS処理⽔
の処分を急ぐあまり、⾵評被害を⼤きくすることがあってはならない。
◇ このため、ALPS処理⽔の処分による⾵評への影響を抑えることを⼗分に踏まえて、必要な保
管は⾏いながら、廃⽌措置終了までの間に廃炉の⼀環としてALPS処理⽔の処分を⾏ってい
くことが必要となる。
◇ 政府には、地元を始めとした幅広い関係者の意⾒を丁寧に聴きながら、責任と決意をもって⽅
針を決定することを期待する。
◇ 政府の⽅針決定の中には、処分⽅法の決定のみならず、併せて講ずるべき⾵評被害対策につ
いても取りまとめられるべきである。
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ALPS⼩委員会 報告書 のポイント②（処分⽅法について）
◇ 技術的に、実績があり、現実的な⽅法は海洋放出及び⽔蒸気放出。国内での実績や放出設
備の取扱いの容易さなどから、海洋放出の⽅がより確実に実施できる。
◇ 海洋放出、⽔蒸気放出による放射線の影響は⾃然被ばくと⽐較して⼗分に⼩さい。
◇ 政府が、こうした点を踏まえながら、関係者の意⾒を聞き、最終的に判断を⾏うべき。
水蒸気放出
 海外の事故炉で前例あり。

海洋放出
 国内外で実績あり。

※通常炉でも換気に伴う水蒸気放出を実施。

技術的観点

 国内において、廃棄物の処分を目的に、
蒸発させ、放出を行った例はない。

 国内での実績や放出設備の取扱いの容
易さなど含め、より確実に実施可能。

 拡散の事前予測が難しく、モニタリング等  比較的拡散の状況を予測しやすく、モニ
の検討に課題。
タリング等の検討が容易。
 心理的な消費行動等によるところが大きく、優劣の比較は難しい。

社会的観点

 水蒸気放出を選択した場合、相応の懸念  海洋放出は、説明・公聴会や海外の反応
が生じると予測され、社会的影響が生じ
をみれば、特段の対策を行わない場合
ると考えられる。
の社会的影響は特に大きくなると考えら
れる。

地層注入：適した用地を探す必要があり、モニタリング手法も確立されていない
水素放出：前処理やスケール拡大等について、更なる技術開発が必要となる可能性
地下埋設：固化時にトリチウムを含む水分が蒸発、新たな規制設定が必要となる可能性、処分場の確保が必要
⇒規制的、技術的、時間的な観点からより現実的な選択肢としては課題が多い。
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ALPS⼩委員会 報告書 のポイント➂（⾵評対策について）
◇ 「廃炉と復興の両⽴」が⼤原則。⾵評への影響に配慮し、廃炉の⼀環としてALPS処理⽔を処分
することが重要。
◇ 処分⽅法を⼯夫することにより⾵評への影響を抑えることや、既存の⾵評被害への実績も踏まえ、
効果のあったと考ええられる事例を参考にしながら⾵評被害対策を拡充・強化すべき。







＜風評影響を抑えるための処分方法の工夫＞
トリチウム以外の放射性物質を確実に再浄化。
周辺環境や処分設備に異常事態が発生した場合は、処分の緊急停止を行う。
処分の開始時期、処分量、処分期間、処分濃度について関係者の意見も踏まえて適切に決定。
処分前のALPS処理水の濃度や周辺環境のモニタリング結果のわかりやすく丁寧な情報発信。
事前に拡散シミュレーション等を行い、周辺環境の安全性に関して問題のないことを提示。

＜情報を正確に伝えるためのリスコミ対策＞
 処分実施までの間に、処分方法や科学的知見
等をわかりやすく情報発信
 マスメディアやSNSでの対応に加え、様々な層
を対象として出前講座等を実施
 海外への情報発信を強化。
 廃炉の現状等の基礎的情報
 諸外国のトリチウムの取扱い事例も含め
たALPS処理水の処分方法

＜風評被害防止・抑制・補てんのための経済対策＞
 環境モニタリングと食品のサンプル検査を組
み合わせた安全性に関する分析体制を構築
 GAPや水産エコラベルなどの第三者認証を活用
し、消費者や実需者の信頼確保
 新規販路開拓による福島県産品の常設化
 福島県産品の販促イベントの実施
 小売段階での専門販売員の配置
 オンラインストアの開設 等

・ このほか、現時点では想定し得ない論点により、将来風評影響が生じうる。
・ そのため、関係行政機関等が一丸となって継続的かつ機動的に対応することが重要。
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ALPS⼩委員会の提⾔を踏まえた今後の進め⽅
◇ ALPS⼩委員会が専⾨的な⾒地からの検討を⾏い、政府に報告書を提出（2020年2⽉10⽇）
◇ 今後、⼩委員会の報告書も踏まえ、地元をはじめとした幅広い関係者の御意⾒をお伺いし、その
結果も踏まえて、政府としての⽅針を決定する予定。
◇ 政府としての⽅針を踏まえ、東京電⼒が具体的な取扱い⽅法を決定し、原⼦⼒規制委員会の認
可を取得した上で、処分を開始。
約２年を要する

政府

原⼦⼒
規制委員会

処分開始

多核種除去設備等処理⽔の
取扱いに関する⼩委員会

準備⼯事の実施

原⼦⼒規制委員会による認可

基本的な⽅針の決定

東京電⼒

海洋への汚染水の影響に対する政府認識
政府への提⾔

報告書提出︶
2020/2/10

地元をはじめとした幅広い
関係者から御意⾒を伺う

︵

専⾨的な⾒地からの検討

具体的な取扱いの決定

現在

東京電⼒
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（参考）「多核種除去設備等処理⽔の取扱いに関する⼩委員会」の委員名簿

＜委員長＞
山本 一良 名古屋学芸大学副学長（名古屋大学名誉教授）
＜委
大西
開沼
柿内
小山
崎田
関谷
田内
高倉
辰巳
森田

員＞
有三
博
秀樹
良太
裕子
直也
広
吉久
菊子
貴己

京都大学名誉教授
立命館大学衣笠総合研究機構准教授
（公財）環境科学技術研究所環境影響研究部研究員
福島大学経済食農学類教授
NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット理事長
東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター准教授
茨城大学理学部教授
原子力発電所に関する双葉地方情報会議 議長
（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会常任顧問
（国研）水産研究・教育機構 中央水産研究所 海洋・生態系研究センター
放射能調査グループ グループ長
山西 敏彦 （国研）量子科学技術研究開発機構
山本 徳洋 （国研）日本原子力研究開発機構 理事
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（参考）各会議体の位置づけ

原⼦⼒災害対策本部（内閣府）※１

※１︓原⼦⼒災害対策特別措置法第
１６条第１項に基づき設置。

本部⻑ ︓内閣総理⼤⾂
副本部⻑︓内閣官房⻑官、経済産業⼤⾂、
環境⼤⾂、原⼦⼒規制委員⻑

廃炉・汚染⽔対策関係閣僚等会議※２

※２︓福島第⼀原⼦⼒発電所の廃炉・
汚染⽔問題の根本的な解決に向けて、
事業者任せにするのではなく、政府
が総⼒をあげて取り組むため設置。

議⻑ ︓内閣官房⻑官
副議⻑︓経済産業⼤⾂
構成員︓外務⼤⾂、財務⼤⾂、⽂科⼤⾂、厚労⼤⾂、農⽔⼤⾂、
国交⼤⾂、環境⼤⾂、復興⼤⾂、規制委員⻑ ほか

廃炉・汚染⽔対策チーム会合

チーム⻑
副チーム⻑
事務局⻑
構成員

︓経済産業⼤⾂
︓内閣官房副⻑官
︓経済産業副⼤⾂
︓関係省庁副⼤⾂、規制委員⻑

廃炉・汚染⽔対策福島評議会
議 ⻑︓廃炉・汚染⽔対策チーム事務局⻑
構成員︓福島県、関係⾃治体、地元関係団体・有識者

汚染⽔処理対策委員会
委員⻑︓⼤⻄有三（京⼤名誉教授）

多核種除去設備等処理⽔の
取扱いに関する⼩委員会(ALPS⼩委)
委員⻑︓⼭本⼀良（名古屋学芸⼤学副学⻑）
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