
OECD/NEA Monthly News Bulletin（2023 年 1 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://mailchi.mp/oecd-nea/nea-monthly-news-bulletin-1?e=670391aacf 
 

＜目次＞ 

１．新着情報：New at the NEA  

• NEA ウィリアム・D・マグウッド長官の 2023 年の展望 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_77643/ 

• 40 年以上にわたる原子力安全についての協力研究：教訓と新たな機会 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_77639/ 

• NEA は Women in Nuclear Global の OECD NEA Chapter を設立 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_77644/ 

• Pierre Strohl 氏を悼んで 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_76748/ 
 

２．近日開催予定のイベント：Upcoming events 

• 第３回 意思決定の最適化に関するステークホルダーインボルブメントワークショップ（2023 年 9 月 5 日～8 日

に開催予定） 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_75140/ 
 

３． 近日開催予定のコース: Upcoming courses 

• 原子力法国際学校（2023 年 8 月 21 日～9 月 1 日にモンペリエで開催予定） 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_77098/ 

• OpenMC の NEA データバンクコース（2023 年 4 月 3 日～7 日にパリで開催予定） 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_77517/ 

 

４．新刊：New publications 

• 気候変動への先進技術による対応：原子力科学技術教育の重要性（Policy Brief） 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_76565/ 

• 原子力施設へのポスト福島アクションの適用：人的・組織的要因の教訓  

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_77083/ 

• 原子力発電環境整備機構の地質環境モデルに基づく日本の候補地選定前セーフティケース：NUMO セーフテ

ィケースの国際ピアレビュー https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_77138/ 

• 廃止措置と放射性廃棄物管理におけるロボット利用及び遠隔システムの状況・障壁・コストベネフィット
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_77051/ 

• 原子力発電所の電力システムの頑強性の促進 https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_77000/ 

• 臨界安全評価のための積分実験共分散データの役割： EG UACSA ベンチマーク フェーズ４ 
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_77123/ 
 

５．原子力安全の人的側面：Human aspects of nuclear safety 

• 公開調査「価値観・科学・リスク認識と原子力に関する調査」 

https://www.surveymonkey.com/r/Q8996F8 

 

６．原子力技術の発展と経済：Nuclear technology development and economics 

• ウラン採掘の社会経済的利益を最大化にアプローチするレポートの発表 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_72776/ 

 

７． 放射線防護：Radiological protection 

• 第６回 国際原子力防災訓練（INEX-6）への参加案内（2024 年 1 月～3 月開催） 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_27015/ 
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• 意思決定の最適化に関するステークホルダーインボルブメントワークショップに向けて２回の事前ウェビナー開

催 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_77210/ 

• 原子力発電所における職業被ばくの管理向上について、第 32 回 ISOE 管理委員会を開催 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_77120/ 

 

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

• NEA データバンクトレーニング https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_25601/ 

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

• 新規コンピューターコードとデータライブラリー（限定公開） https://www.oecd-nea.org/tools/abstract/new/ 

 

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/ 

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

 

• 2023 年 4 月 17-21 日、フランス リヨンで第 49 回専門家グループ会合、第 55 回政策グループ会合が開催されま

す。  (https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_205394) 

• 2023 年 2 月 22 日に GIF ウェビナー #74: “Safe Final Disposal of Spent Nuclear Fuel in Finland” を開催。 

(https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_203634) 

• 過去に実施された GIF 関連会議、ウェビナー等は、こちらをご参照下さい。  

       (https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_82831) 
 
 
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 
OECD/NEA  
Masahiro.NISHIMURA@oecd-nea.org 
+33 (0)1 73 21 29 61 

 
https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_9260/public 
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