
OECD/NEA Monthly News Bulletin（2021 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/2021/october.html 

 

＜目次＞ 

１．新着情報：New at the NEA  

 NEA と経済産業省が地層処分研究開発における地下研究所共同利用に関するワークショップを開催 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_60776 

 原子力分野における女性参画に関する調査（8/31 締切）と放射線被ばくに関する有害事象経路(Adverse 

Outcome Pathways, AOP)概念の開発に係る調査（9/17 締切）を実施  https://www.oecd-

nea.org/jcms/pl_59676  

 

２． 近日開催予定のイベント 

 MCNP6 トレーニングコース（2022 年 2 月） https://www.oecd-nea.org/dbcps/training-courses 

 第 5 回 NEA 熱化学データベースプロジェクトコース(オンライン)：熱熱力学データの収集と評価 (11/18-19)  

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_22172  

 高温ガス炉と産業熱利用 (10/7)  https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_60752 

 NEA 原子力規制者フォーラム 20 周年ラウンドテーブル (10/8)  https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_60625   

 

３．新刊 

 「福島第一原子力発電所事故のベンチマーク調査」 https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_60763  

 「CSNI 技術意見書：原子力施設の確率的耐震安全評価」 https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_60760   

 「循環型炭素経済における原子力エネルギー」 https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_60575  

 

４．原子力安全規制・研究： Nuclear safety regulation and research 

 事故分析・管理に係るワーキンググループ（WGAMA）が年次会合を開催 (9/13-15)  https://www.oecd-

nea.org/jcms/pl_60891  

  

５．放射線防護： Radiological protection 

 第 6 回国際原子力緊急事態演習 (INEX-6)の準備タスクフォース会合を開催(9/13) https://www.oecd-

nea.org/jcms/pl_60925  

 水晶体の線量限度に係る専門家グループ(EGDLE) 会合を開催(9/24) https://www.oecd-

nea.org/jcms/pl_60896   

 

６．廃止措置・レガシー管理： Decommissioning and legacy management  

 利害関係者の信頼性に関するフォーラム（FSC）が廃止措置・レガシー管理における利害関係者の関与に係る

グループ (SIDLM)を新たに立ち上げ、第 1 回会合を開催 https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_60895  

 

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

 情報・データ・知識マネジメントに係るワーキングパーティー（WP-IDKM）は放射性廃棄物処分における IDKM

タイムスケールをテーマとしたトピカルセッションを実施 https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_60909  

 

８． 能力開発： Education and capacity building 

 インタビュー NEST-HYMERES (原子力教育・スキル・技術フレームワーク – 原子力安全のための水素封じ込

め実験）プロジェクトフェロー レア・ジマーマン氏 https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_60923   

 

９．原子力経済 Nuclear economics 
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 IFNEC ウェビナー「原子力新設プロジェクトの契約構造とインセンティブ」を開催(9/14) YouTube で閲覧可能 

https://youtu.be/DzgTUDjnnvU  

 

１０．原子力科学・データ：Nuclear science and data 

 コンピュータープログラムサービス https://www.oecd-nea.org/dbcps/ 

 NEA データバンクトレーニングコース  https://www.oecd-nea.org/dbcps/training-courses/ 

 新たな計算コード・データライブラリ（限定配布） https://www.oecd-

nea.org/tools/abstract/new?utm_source=mnb&utm_medium=email&utm_campaign=october2021 

新規追加： 

【NEA-1903】CRISTAL V2.0.3, Criticality calculation package 

 

9 月のトップツイート 「高温ガス炉は様々な産業用途へのプロセスヒート供給の有望な技術」 

https://twitter.com/OECD_NEA/status/1443569895417925632  

 

 

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     

Division of Nuclear Safety Technology and Regulation        

OECD Nuclear Energy Agency (NEA)                                     
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e-mail: yuji.kumagai@oecd-nea.org 

Tel: +(33) 1 73 21 29 25 

Celler: +(33) 7 85 22 82 16 
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【付録：GIF 関連 NEWS】 

 
（以下の情報は、NEA が技術事務局として活動している Generation IV 国際フォーラム（GIF）の情報を、ピックアップし
てお届けするものです。OECD/NEA Monthly News Bulletin の記事ではございませんのでお問合せ先にご注意下さ
い。） 
 GIF のニュースレター GIFted Newsletter #10 を発刊しました。 

 (https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_174590 ) 
 第 46 回専門家グループ（Expert Group）会合、第 52 回政策グループ（Policy Group）会合が 10 月 18－20 日、27

－28 日に開催されます。 

（https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_195669） 
 GIF の会議体の略語がまとめられています。 

（https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_196180） 
 第四世代国際フォーラム（GIF）の経済モデリング作業部会（EMWG）は、原子力コスト削減戦略を評価するための

方法論的フレームワーク作成プロセスを説明する報告書を発刊しました。 

（https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_179009） 
 10 月 28 日に GIF ウェビナー “Metal Fuel for Prototype Gen-IV Sodium Cooled Fast Reactors (PGSFR)” が開

催されます。 （https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_118065） 

 

以上の GIF 関連 NEWS 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. Masahiro NISHIMURA 
GIF Technical Secretariat 
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