
OECD/NEA Monthly News Bulletin（2020 年 10 月） 

OECD/NEAが毎月発行しているニュース速報の目次（日本語仮訳）をお届けいたします。ご関心あるトピックにつ

いて、下記リンク先よりニュース本体や資料等をご覧いただけますと幸いです。 

https://www.oecd-nea.org/general/mnb/2020/october-mail.html  

＜目次＞ 

１．新着情報：New at the NEA 

（９月の主な活動実績はこちら→https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_46416/september-2020-in-brief） 

 NEAマグウッド局長がサウジアラビア主催の G20エネルギー大臣会合（ウェブ会議）に出席し、循環炭素経済に

おける原子力の役割についてプレゼンを行った（9月 27日、28日）。詳細や報告書はこちら→Read more and 

download the report 

 UAEの Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC)の CEO との NEAウェブチャットを開催。バラカ原子力

発電所や原子力新参国としての経験や今後の展望について議論や情報共有が行われた（9 月 17 日）。詳細

やビデオはこちら→Read more and watch the video recording of the event here. 

 CANDUオーナーズグループ（COG）と NEAが、加圧重水炉（PHWR）技術に関連する研究と活動協力のため

の覚書に署名。詳細はこちら→Read more 

 フランスへのヴァーチャル訪問ということで NEAマグウッド局長らが CEA、ASN、IRSN等のフランスの種々

の組織とオンライン会合を実施、将来の協力活動等について議論を行った。詳細はこちら→Read more 

 NEAが国際原子力法スクール（ISNL）の２０周年を祝う会合を開催（10月 1日）。詳細はこちら→Read more 

 NEA と英国原子力廃止措置機関（NDA）がステークホルダーの信頼に焦点を置いた原子力施設の廃止措置

に関する国際ワークショップを共催（9月 16日）。詳細はこちら→Read more 

 NICE Futureが NEAや IEA、各国省庁の協力のもとクリーンエネルギーシステムにおける原子力のフレキシ

ビリティに関するレポートを発行。詳細やレポートはこちら→Read more and download the report 

 NEAデータバンクトレーニングコース：FRENDY コードを用いた核データ処理 （詳細やコースの申し込みはこ

ちら→Find out more and apply here.） 

 第６回 ICGR（地層処分施設に関する国際会議）が 2021年 6月 7～11日でヘルシンキにて開催される。詳

細や参加登録はこちら→oe.cd/nea-icgr-6. 

 

２．新刊：New publications 

 「NEA News 38.1」 Read the issue 

 「マルチスケールモデリング手法に関する最先端レポート」 Read the report 

 

３．原子力安全技術・規制：Nuclear safety technology and regulation 

 外部事象に関する NEA ワーキンググループ（WGEV）がウェブ会議を実施（9 月 14～18 日）。詳細はこちら→

Read more 

 新しいジョイントプロジェクトである「遅延放出のソースタームに関する実験（ESTER）」が第１回ウェブ会議を実施

（9月 28～30日）。詳細はこちら→Read more 

 

４．放射線防護：Radiological protection 

 NEA放射線防護・公衆衛生委員会（CRPPH）が年１回の本会議を実施（9月 9～11日）。詳細はこちら→Read 

more 
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５．放射性廃棄物管理：Radioactive waste management 

 放射性廃棄物管理における情報・データ・知識管理に関する NEA ワーキングパーティ（WP-IDKM）の下に４

つの新しい専門家グループが設立され、それらの第１回ウェブ会議が実施された。詳細はこちら→Read 

more 

 粘土層における地層処分のセーフティケースを検討するクレイクラブ（Clay Club）が年１回の本会議をウェブ

会議で実施（9月 23日）。詳細はこちら→Read more 

 

６．原子力開発：Nuclear development 

 廃止措置と廃棄物処分のファンディングの適切な枠組みに関するワークショップを開催（9 月 17～18 日）。詳

細はこちら→Read more 

 

７．人材開発と性別によらない機会均等の促進：Capacity building and gender 

 NEA NEST（Nuclear Education, Skills and Technology）フレームワークの管理委員会が会議を実施（9月 16

～18日）。詳細はこちら→Read more 

 

８．原子力科学・データ：Nuclear science and data 

 核データ及びコードの開発・応用及び妥当性検証のための管理委員会(MBDAV)が会議を実施（9 月 21～22

日）。詳細はこちら→Read more 

 NEA原子力科学委員会（NSC）が年１回の本会議を実施（9月 23～25日）。詳細はこちら→Read more 

 NEAが核反応データの保存に関する新しい活動を開始。この活動を行う核データ評価に関する国際協力ワーキ

ングパーティ（WPEC）が第１回会議を実施（9月 14～15日）。詳細はこちら→Read more 

 NEAデータバンクプログラムサービス http://www.oecd-nea.org/dbcps/ 

o 講習会情報 http://www.oecd-nea.org/dbcps/training-courses/ 

o 新たなコンピューターコード及びデータライブラリ（限定配布）http://www.oecd-

nea.org/tools/abstract/new 

新規追加：【CCC-0847】XOQGAM, Methodology and Software Routines for Computation of Gamma 

Radiation Exposures from Finite-cloud Gaussian Plumes（１０月２日）、【NEA-1913】AEROSOL-SCIENCE, 

Aerosol Science: Theory and Practice with Special Applications to the Nuclear Industry（9 月 20 日） 

 

OECD/NEA Monthly News Bulletin（英語版）のメール配信や Databankオンラインサービスへの登録を希望される

方は、こちらをご覧願います。 http://www.oecd-nea.org/general/register/ 

以上について、何かご質問やお気づきの点等ございましたら、以下にお知らせ願います。 

Dr. Yuji Kumagai (Mr.)  
Senior Nuclear Safety Specialist     
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