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日 本 原 子 力 学 会「2019 年 春 の 年 会」プ ロ グ ラ ム 2019年3月20日（水）～22日（金）

茨城大学 水戸キャンパス（〒310-8512 茨城県水戸市文京2-1-1）1A01～3O08は講演番号 総受付は図書館1F

原子核物理，核データ測定・評価・
検証，核反応工学

2E10-21

原子核物理，核データ測定・評価・
検証，核反応工学

3E01-10

学生連絡会全体会議

バックエンド部会全体会議 再処理・リサイクル部会全体会議

放射性廃棄物処理

3B09-13

海外情報連絡会全体会議

海外情報連絡会セッション

2B_PL

合同セッション1（｢シビアアクシデ
ント｣研究専門委員会，核燃料部会，
水化学部会） 2D_PL

～17:00

～16:10

放射性廃棄物処理

1B01-08

放射性廃棄物処理

1C01-081A_PL01

福島第一原子力発電所廃炉検討委員会
セッション

1A_PL02

放射性廃棄物処理

1B09-18

～17:00

放射性廃棄物処理

2B01-09

放射性廃棄物処分と環境

2C01-09

～17:30 ～17:30
原子力施設の廃止措置技術

3B01-08

放射性廃棄物処分と環境

1C09-19

10:15～
原子炉化学，放射線化学，腐食化学，
水質管理

10:30～
放射線挙動，遮蔽工学

11:00～
特別講演

2D01-06

原子力施設の廃止措置技術

2C10-19

9:45～
燃料再処理

3C01-09

9:45～
放射性廃棄物処理

15:30～
学会賞贈呈式

2A-AC

バックエンド部会セッション

3B_PL

再処理・リサイクル部会セッション

3D_PL

核データ部会全体会議
核データ部会セッション

3E_PL

原子炉化学，放射線化学，腐食化学，
水質管理

1D01-10

核化学，放射化学，分析化学，アクチ
ノイドの化学

2D07-17

3D01-08

原子核物理，核データ測定・評価・
検証，核反応工学

3E11-16
～16:25

1E01-05

放射線挙動，遮蔽工学
1E06-11

量子線の医学利用
1E12-13

原子核物理，核データ測定・評価・
検証，核反応工学

2E01-09

～17:45

12:00

放射性廃棄物処理

2B10-19

3
月
22
日
（金）

3
月
21
日
（木）

3
月
20
日
（水）

会場
日時

10:00

12:00

13:00

14:30
14:45

17:30

9:30

13:00

14:30
14:45

18:00

9:30

12:00

13:00

14:30
14:45

16:30

9:30

12:00

13:00

14:30
14:45

16:30

9:30

12:00

13:00

14:30
14:45

18:00

10:00

12:00

13:00

14:30
14:45

17:30
懇　親　会（水戸京成ホテル　2F　瑠璃の間）　18:30～20:00

A会場（536人）
講堂　ホール

B会場（196人）
共通教育棟　1F　10番

C会場（86人）
共通教育棟　1F　11番

D会場（87人）
共通教育棟　1F　12番

E会場（89人）
共通教育棟　2F　22番

（「総受付」電話（年会期間限定）080-3381-0545）網かけは無料公開
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炉物理，核データの利用，臨界安全

2J10-21

熱流動部会全体会議 新型炉部会全体会議保健物理・環境科学部会全体会議

放射線物理，放射線計測

2F01-09

加速器・ビーム科学部会全体会議放射線工学部会全体会議 炉物理部会全体会議

加速器・ビーム科学部会セッション

2G_PL

放射線工学部会セッション

2F_PL

広報情報委員会セッション

2H_PL

炉物理部会セッション

2J_PL

放射線物理，放射線計測

2F10-21

ビーム利用・ターゲット

1G01-07

保健物理と環境科学

1H01-07

伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・
貯蔵を含む）

1I01-07

保健物理・環境科学部会セッション

1H_PL

総合講演・報告1（東京大学弥生研究会）

1G_PL

新型炉部会セッション

1J_PL

標準委員会セッション

1I_PL

加速器・ビーム加速技術
1G08-11

放射光，レーザー
1G12-14

～16:45

2G01-08 2H01-08

～17:30

保健物理と環境科学

1H08-16

～17:15

中性子源・中性子工学

1F01-10

～17:15

9:45～
保健物理と環境科学

9:45～
医療用原子炉・加速器

2I01-11

保健物理と環境科学

2H09-20

理事会セッション

2I_PL

～15:00

10:15～
伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・
貯蔵を含む）

9:45～
放射線物理，放射線計測

3F01-08

伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・
貯蔵を含む）

3I07-11
～16:10

総合講演・報告2 「水素安全」特別専
門委員会

3I_PL

伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・
貯蔵を含む）

1I08-17

15:15～
伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・
貯蔵を含む）

2I12-22

3I01-06

9:45～
炉物理，核データの利用，臨界安全

3J01-08

炉物理，核データの利用，臨界安全

3J09-14
～16:25

1J01-05

新型炉システム
1J06-08

研究炉，中性子応用
1J09

炉物理，核データの利用，臨界安全
1J10-14

炉物理，核データの利用，臨界安全伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・
貯蔵を含む）

2J01-09

12:00

加速器・ビーム加速技術
2G09-15

ビーム利用・ターゲット
2G16-18

10:30～
新型炉システム

3
月
22
日
（金）

3
月
21
日
（木）

3
月
20
日
（水）

会場
日時

10:00

12:00

13:00

14:30
14:45

17:30

9:30

13:00

14:30
14:45

18:00

9:30

12:00

13:00

14:30
14:45

16:30

9:30

12:00

13:00

14:30
14:45

16:30

9:30

12:00

13:00

14:30
14:45

18:00

10:00

12:00

13:00

14:30
14:45

17:30
懇　親　会（水戸京成ホテル　2F　瑠璃の間）　18:30～20:00

F会場（89人）
共通教育棟　2F　23番

G会場（90人）
共通教育棟　2F　26番

H会場（90人）
共通教育棟　2F　27番

I会場（166人）
共通教育棟　3F　30番

J会場（89人）
共通教育棟　3F　32番

網かけは無料公開
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材料部会全体会議

原子力安全部会全体会議ヒューマン・マシン・システム研究部会
全体会議 核燃料部会全体会議

原子力安全工学（安全設計，安全評価，
マネジメント）

3L10-14

基礎物性

3M10-14

10:30～
計算科学技術

2K01-05

原子力発電部会全体会議計算科学技術部会全体会議 若手連絡会全体会議 核融合工学部会全体会議核不拡散・保障措置・核セキュリティ
連絡会全体会議

原子力発電部会セッション

2L_PL

第11回　フェローの集い

2M_PL

核不拡散・保障措置・核セキュリティ
連絡会セッション

2N_PL

核融合工学部会セッション

2O_PL

計算科学技術

2K06-14

～17:15

～16:10 ～16:10

リスク評価技術とリスク活用

1L01-07

原子炉材料，環境劣化，照射効果，
評価・分析技術

1M01-07

炉設計と炉型戦略，核変換技術

1K01-07

材料部会セッション

1M_PL

リスク部会全体会議

リスク部会セッション

1L_PL

社会・環境部会全体会議

シニアネットワーク連絡会セッション

1N_PL

リスク評価技術とリスク活用

1L08-13

～16:25

10:15～
原子炉の運転管理と点検保守

2L01-06

9:45～
原子炉材料，環境劣化，照射効果，
評価・分析技術

2M01-08

～17:00
原子力安全工学（安全設計，安全評価，
マネジメント）

3L01-09

原子炉材料，環境劣化，照射効果，
評価・分析技術

1M08-17

～17:10

炉設計と炉型戦略，核変換技術

1K08-17

10:30～
総論

2N01-05

10:15～
総論

1N01-06

計算科学技術部会セッション

2K_PL

原子力安全部会セッション

3L_PL

倫理委員会セッション

3M_PL

総論

1N07-15

核融合炉材料工学（炉材料，ブラン
ケット，照射挙動）

1O01-07

核融合炉材料工学（炉材料，ブラン
ケット，照射挙動）

1O08-17

9:45～
核融合炉材料工学（炉材料，ブラン
ケット，照射挙動）

2O01-08

12:00

原子炉設計，原子力発電所の建設と
検査，耐震性，原子力船

2L07-11
原子力安全工学（安全設計，安全評価，
マネジメント）

2L12-14 ～17:15

原子炉材料，環境劣化，照射効果，
評価・分析技術

2M09-11
核燃料とその照射挙動

2M12-17

トリチウム工学（燃料回収・精製，
計測，同位体効果，安全取扱い）

2O09-17
核融合機器工学（第1壁，ダイバータ，
マグネット等）

2O18-20
9:45～
原子炉計測，計装システム，原子力制御
システム/遠隔操作，ロボット，画像工作

3K01-04
ヒューマンマシンシステム，高度情報
処理 3K05-08

核燃料とその照射挙動
3M01-04

基礎物性
3M05-09

核融合中性子工学

3O01-08
3
月
22
日
（金）

3
月
21
日
（木）

3
月
20
日
（水）

会場
日時

10:00

12:00

13:00

14:30
14:45

17:30

9:30

13:00

14:30
14:45

18:00

9:30

12:00

13:00

14:30
14:45

16:30

9:30

12:00

13:00

14:30
14:45

16:30

9:30

12:00

13:00

14:30
14:45

18:00

10:00

12:00

13:00

14:30
14:45

17:30
懇　親　会（水戸京成ホテル　2F　瑠璃の間）　18:30～20:00

K会場（89人）
共通教育棟　3F　33番

L会場（89人）
共通教育棟　3F　36番

M会場（89人）
共通教育棟　3F　37番

N会場（89人）
共通教育棟　4F　42番

O会場（89人）
共通教育棟　4F　42番

網かけは無料公開



交通アクセス

JR水戸駅改札を出て北口バスターミナル7番乗り場に移動（茨城交通バス，下図左）。
「茨大行」記載のバスに乗車し，「茨大前」，「茨大正門前」もしくは
「茨大前営業所」で下車。
（バス乗車時間約25分，金額330円 ※全国交通系ICカード(Suica等)が使用できません。

スムーズな降車のため小銭をご用意ください。）
「茨大前営業所」で下車した場合，123号線の信号を横切り，突き当りまで直進し，
突き当りのT字路を左に曲がります(下図右)。
茨城大学から水戸駅へ向かう場合，便数の多い「茨大前営業所」バス停をご利用下さい。

駅からバス停(乗車)までのアクセス

【具体的なアクセス方法】
http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/campus/mito/access/

【水戸駅(北口)から茨城大学までのバス時刻表】
http://bus.ibako.co.jp/fromto/result/?f_from=%E6%B0%B4%E6%88%B8%E9%A7%85&f_fro
m_type=1&from_type=B&from_no=4176&f_to=%E6%96%87%E4%BA%AC&to_type=L&to_no=8
&week=1&p=2

バス停(降車)から大学までのアクセス

―　4　―



「2019年春の年会」（茨城大学水戸キャンパス）会場案内

茨城大学水戸キャンパス全体図

共通教育棟2号館
周辺拡大図

― 5 ―



フロアマップ

図書館・共通学習エリア（総受付，クローク，展示ブース）

１階

総受付、
クローク、
展示会場

大学構内に参加者用の駐車場はございません。公共交通機関でお越しください。！ ！

―　6　―



フロアマップ

共通教育棟2号館

１階

２階

B会場

C会場D会場

E会場F会場

G会場H会場

ポスターセッ
ション・表彰式

ポスターセッ
ション

会議室

休憩室

休憩室

― 7 ―



フロアマップ

共通教育棟2号館

３階

４階

I会場

J会場K会場

L会場M会場

N会場

O会場

ポスターセッ
ション

会議室

ポスターセッ
ション・表彰式

― 8 ―
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分類項目別・発表件数一覧
（2018 年 4 月 改編）

○参加料（登壇者・聴講者共通）

※ 参加料にはWeb 掲載の予稿閲覧権が含まれています。
※ シルバー会員は学会在会期間30年以上で満70歳以上の方です。
※ 会場にはプリントアウトの設備はありませんのでご注意ください。

○予稿集はWeb 掲載となります。
別途，CD-ROMでの購入ご希望の場合は，Web 掲載の全予稿が含まれたCD-ROMを販売いたします。
個人会員・賛助会員 定価：本体8,000円＋税，非会員 定価：本体10,000円＋税

○お問い合わせ・申込み先 日本原子力学会 春の年会・秋の大会係
電子メール：meeting@aesj.or.jp ホームページ：http://www.aesj.net
電話：03-3508-1261 FAX：03-3581-6128
〒105-0004 東京都港区新橋 2-3-7 新橋第二中ビル 3階

区分 コード 専 門 分 野 2019春
(茨城大)

第Ⅰ
総

論

101-1 エネルギーセキュリティと環境・社会情勢

20

101-2 原子力の法工学と政治学および地域社会
101-3 原子力の安全文化とリスクマネジメント・

品質保証
101-4 原子力の経済学
101-5 対話・コミュニケーションと社会意識
101-6 エネルギー・原子力教育と人材育成
101-7 原子力の哲学・倫理
102-1 核不拡散・保障措置・核セキュリティ

小 計 20
第Ⅱ
放
射
線
工
学
と
加
速
器
・

ビ
ー
ム
科
学
お
よ
び
医
学
利
用

201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，
核反応工学

37

202-1 放射線挙動，遮蔽工学 11
202-2 放射線物理，放射線計測 29
202-3 中性子源・中性子工学 10
202-4 量子線の医学利用 2
203-1 加速器・ビーム加速技術 11
203-2 ビーム計測 0
203-3 ビーム利用・ターゲット 10
203-4 放射光，レーザー 3
203-5 医療用原子炉・加速器 8

小 計 121
第Ⅲ
核
分
裂
工
学

301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全 40
301-2 炉設計と炉型戦略，核変換技術 17
301-3 研究炉，中性子応用 1
302-1 新型炉システム 8
303-1 原子炉計測，計装システム，原子力制御シ

ステム
2

303-2 遠隔操作，ロボット，画像工学 2
303-3 ヒューマンマシンシステム，高度情報処理 4
304-1 伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・貯蔵

を含む）
50

305-1 計算科学技術 14
小 計 138

第Ⅳ
原
子
力
プ
ラ
ン
ト
技
術

401-1 原子炉機器，輸送容器・貯蔵設備の設計と
製造

0

401-2 原子炉の運転管理と点検保守 6
401-3 原子炉設計，原子力発電所の建設と検査，

耐震性，原子力船
5

402-1 原子力安全工学（安全設計，安全評価，マ
ネジメント）

17

403-1 リスク評価技術とリスク活用 13
404-1 核不拡散・保障措置・核セキュリティ技術 0
404-2 核物質管理 0

小 計 41

区分 コード 専 門 分 野 2019春
(茨城大)

第V
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
と
材
料

501-1 基礎物性 10
501-2 核燃料とその照射挙動 10
502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・

分析技術
28

503-1 原子炉化学，放射線化学，腐食化学，水質
管理

16

504-1 同位体分離，同位体応用，ウラン濃縮 0
504-2 核化学，放射化学，分析化学，アクチノイ

ドの化学
11

504-3 燃料再処理 8
505-1 放射性廃棄物処理 58
505-2 放射性廃棄物処分と環境 20
505-3 原子力施設の廃止措置技術 19
506-1 計量管理，保障措置技術 0

小 計 180
第VI
核
融
合
工
学

601-1 プラズマ工学（慣性核融合を含む） 0
601-2 核融合炉材料工学（炉材料，ブランケット，

照射挙動）
25

601-3 トリチウム工学（燃料回収・精製，計測，
同位体効果，安全取扱い）

9

601-4 核融合機器工学（第1壁，ダイバータ，マグ
ネット等）

3

601-5 核融合中性子工学 8
601-6 核融合炉システム・設計・応用 0

小 計 45
第VII
保
健
物
理
と
環
境
科
学

701-1 放射線の医学・生物学への応用（核医学，
生物影響を含む）

36

701-2 放射線(能)測定，線量計測
701-3 放射線管理
701-4 環境放射能
701-5 線量評価・環境安全評価（気象，地球環境

を含む）
701-6 放射線防護の理念と基準
701-7 環境修復

小 計 36
合 計 581

2,000円10,000円事前（2月5日まで）

学生非会員非会員教育会員学生会員正会員

2,000円

非会員（税込)

シルバー会員

会員（不課税)

4,000円 6,000円15,000円4,000円4,000円12,000円当日（2月6日以降）

4,000円13,000円2,000円
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懇 親 会

日 時：2019年3月20日（水） 18:30～20:00
場 所：水戸京成ホテル 2F 瑠璃の間

（〒310-0011 茨城県水戸市三の丸1丁目4-73 Tel：029-231-0245）
会 費：一般6,000円 学生4,000円（消費税込み）
定 員：150名
交 通：JR水戸駅北口より徒歩3分。送迎バスはございません。

お申し込みは，氏名（ふりがな）・参加区分（一般／学生）・所属・連絡先を記入の上，3月8日（金）
までに本会事務局へE-mail または FAXにてお送りください。（E-mail：meeting@aesj.or.jp，FAX：
03-3581-6128）

※個人情報について
本懇親会の申込みに伴いご提供いただく個人情報は，本懇親会の参加者名簿作成および本人確認に

利用するもので，それ以外の目的では一切利用いたしません。

【駅からのアクセス方法】
①駅改札を北口（右側）に出ます。
②北口の階段を下りずに陸橋を渡ります。
付きあたりを左に曲がり階段を下ります。

③陸橋の階段を降りたら右に曲がり、セブン
イレブンが右手に見える先の交差点まで
進みます。

④そのまま坂を上ると水戸京成ホテルが見え
ます。
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展示会のご案内

本会関係企業・大学・研究機関等による展示会を実施しております。発表会場近くにブースを
設置し，研究・製品紹介や，ポスター展示などを行っておりますので，ぜひ足をお運びください。

展示期間：2019年3月20日（水）～22日（金）

場 所：「2019年春の年会」会場内 図書館 1F（総受付そば）
出展機関：青森県量子科学センター

革新的研究開発推進プログラム（内閣府）
「核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化」
原子力規制委員会原子力規制庁
COMSOL Multiphysics / 計測エンジニアリングシステム
東京ダイレック株式会社
株式会社テプコシステムズ
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
公益社団法人 日本技術士会
日立GEニュークリア・エナジー株式会社
三菱重工業株式会社

（敬称略，機関名50音順）

第51回日本原子力学会賞贈呈式

日 時：2019年3月21日（火）15:30～17:00

場 所：「2019年春の年会」会場内 A会場（講堂 ホール）
1. 第51回日本原子力学会賞贈呈
2. シルバー会員・永年会員表彰
3. フェロー認定，フェロー賞贈呈
4. JNST Article Awards 贈呈

学生連絡会 ポスターセッション

日 時：2019年3月21日（木）12:00～18:00（ポスターは年会終了まで掲示）

場 所：「2019年春の年会」会場内 共通教育棟 2,3F 階段スペース，2F 21番教室
・12:00～ ポスター受付開始
・13:00～17:30 コアタイム（審査，投票）

その後審査，投票結果をもとに各賞決定
・17:30～18:00 21番教室にて表彰式

ダイバーシティ推進委員会 ポスターセッション

日 時：2019年3月21日（木）12:00～18:00

場 所：「2019年春の年会」会場内 共通教育棟 2,3F 階段スペース，2F 21番教室
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◎「2019年春の年会」見学会◎

量子科学技術研究開発機構 那珂核融合研究所では，日欧協力で実施している超伝導トカマク装置 JT-60SA
の組立が進められております。JT-60SAはこれまでの臨界プラズマ試験装置 JT-60を改修するものです。
日本原子力発電株式会社 東海・東海第二発電所は，新規制基準に適合した東海第二発電所のほか，廃止措置

中の東海発電所や使用済燃料乾式貯蔵施設，低レベル放射性廃棄物埋設施設予定地等，多様な施設がある
サイトです。
今回の見学会は，これらの施設を一度に見学することができる貴重な機会となっております。皆様の積極的

な参加をお待ちしております。

○見 学 先：量子科学技術研究開発機構 那珂核融合研究所 JT‐60SA
日本原子力発電株式会社 東海・東海第二発電所，東海総合研修センター

○開 催 日：2019年3月22日（金）年会最終日
○集 合：茨城大学 水戸キャンパス 講堂前
○コ ー ス：11:10 茨城大学 講堂前に集合（人数確認後 11:20頃に出発）

11:50～13:30 JT‐60SA見学，昼食（那珂核融合研究所）
13:40～15:30 東海第二発電所 フルスコープシミュレータ見学

（東海総合研修センター）
使用済燃料乾式貯蔵施設，発電所外周見学（東海・東海第二発電所）

16:20～16:50 偕楽園観覧 （少雨時決行 雨具は各自でご準備ください）
17:00頃 水戸駅および茨城大学にて解散

○定 員：35名（先着順）
○参 加 費：1,000円（昼食代）
○申込締切：3月5日（火）
○注意事項：見学会当日は本人確認書類のご提示が必要です。本人確認書類をお忘れの場合，見学をお断りさ

せていただきますので予めご了承願います。

本人確認書類とは以下の a) または b) のいずれかとします。
a)【運転免許証，パスポート，マイナンバーカード（顔写真付き，可能であればカードケース付き），
写真付き住民基本台帳カード，在留カード，特別永住者証明書，外国人登録証明書（在留カード
または特別永住者証明書とみなされる期間のものに限る）】のうち，1種類を持参

b)【健康保険証，年金手帳，住民票（写真のない住民基本台帳カード，住民票記載事項証明書を
含む）】のうち，2種類の組み合わせを持参
※住民票は，取得後6ヶ月以内のものに限ります。

○見学を希望される方は，氏名（ふりがな），性別，生年月日（西暦で），所属，役職（学生は課程と学年），国籍
（外国籍の場合）を明記して，本会事務局へ，E-mail または FAXにてお申し込みください。
（E-mail：meeting@aesj.or.jp，FAX：03-3581-6128）
○お申込みにあたって，外国籍の方は，パスポートまたは外国人登録証明書（在留カードまたは特別永住者証
明書を含む）のコピーも添付してください。安全保障輸出管理のために，外国籍の方は見学をお断りさせて
いただく可能性がございます。

○見学の申し込みにあたっていただいた個人情報は，見学会以外の目的には使用しません
○本会ホームページでもご案内しております。
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協 賛

茨 城 大 学 理 学 部

現 地 委 員 会 － 28名 －（◎は委員長。敬称略，順不同）
（茨城大）◎立花章，鳥養祐二，大橋朗，山口峻英，（JAEA）西尾勝久，塩津弘之，中山梓介，齋藤浩介，髙野龍雄，
西野紗樹，前田英太，山本崇裕，江連俊樹，鍋島邦彦，鬼澤高志，伊藤敬輔，（原燃工）瀬山健司，渡辺亮太，本田真樹，
（原電）市原敦，保志貴司，（日立）細川秀幸，細井秀章，（日立GE）井上伸也，（東大）三津谷有貴，
（産総研）黒澤忠弘，（QST）櫻井武尊，助川篤彦，

「2019年春の年会」プログラム編成ワーキンググループ － 75名 －（◎は主査，＊は部会等運営委員。敬称略，順不同）

◎千葉 敏（東工大） ＊玉田 正男（QST） 山本 隆一（JAEA） ＊稲村 智昌（電中研） 小林 容子（特許庁）

＊木村 祥紀（JAEA） ＊国枝 賢（JAEA） 執行 信寛（九大） 伊藤 主税（JAEA） 前畑 京介（九大）

谷口 雅弘（大成建設） 渡辺 賢一（名大） 中尾 徳晶（清水建設） 全 炳俊（京大） 岡本 一将（阪大）

＊北田 孝典（阪大） 小池 啓基（MHI） 佐野 忠史（京大） 鈴木 求（電中研） 岩元 大樹（JAEA）

渡辺 亮太（原燃工） 近澤 佳隆（JAEA） 日比 宏基（MFBR） 半田 卓也（MFBR） 長松 隆（神戸大）

大賀 幸治（日立GE） 堀江 英樹（東芝） 山野 秀将（JAEA） 吉田 啓之（JAEA） 齊藤 泰司（京大）

＊有田 誠二（MHI） 木野 千晶（エネ総研） 鈴木 正昭（東京理科大） ＊西 義久（電中研） 三木 将裕（日立）

井田 俊一（MHI） 後藤 大輔（GNF-J） 三葛 武文（中部電力） 村上 健太（長岡技科大） 松場 賢一（JAEA）

池側 智彦（日立） 山岡 哲朗（東芝ESS） 氏田 博士（アドバンスソフト） 張 承賢（東大） 黒崎 健（阪大）

高阪 裕二（NDC） 森本 恭一（JAEA） 叶野 翔（東大） 外山 健（東北大） 石田 一成（日立）

佐藤 智徳（JAEA） 藤原 和俊（電中研） 飯塚 政利（電中研） 北辻 章浩（JAEA） 野上 雅伸（近畿大）

塚原 剛彦（東工大） 長谷川秀一（東大） 上田 清隆（日立GE） 小林 大志（京大） 櫻木 智史（原環セ）

曽根 智之（JAEA） 千田 太詩（東北大） 堀内 伸剛（三菱マテリアル） 三枝 博光（NUMO） 手塚 将志（JAEA）

中山 雅（JAEA） 関 洋治（QST） 帆足 英二（阪大） 大塚 哲平（近大） 片山 一成（九大）

近藤 創介（東北大） 大倉 毅史（JAEA） 廣内 淳（JAEA） 太田 雅和（JAEA） 寺田 宏明（JAEA）

◎本会「春の年会」，「秋の大会」発表論文の新規性◎
本会主催の「春の年会」，「秋の大会」等において，予稿，図面等の文書をもって発表

された発明または考案は，特許法第 30 条（発明の新規性の喪失の例外）2項により，6ヶ
月以内はその新規性が喪失せず，特許出願できます。
＊平成 24 年 4 月 1 日付けで特許法改正法が施行されたことにより，「特許庁長官が指定
する学術団体」の指定制度が廃止されました。
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[2A-AC]

[1B01-03]

[1B01]

[1B02]

[1B03]

- 1 -

2019年3月20日(水)
 

企画セッション（無料公開） | 特別講演 | 特別講演

大強度陽子加速器で未来を加速する 
座長:立花 章(茨城大) 

A会場
 

大強度陽子加速器で未来を加速する 
*齊藤 直人1 （1. J-PARC） 

 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 福島第一原子力発電所廃炉検討委員会

「福島第一原子力発電所廃炉検討委員会」廃炉に向けた技術開発の現状 
座長:関村 直人(東大) 

A会場
 

公開シンポジウム報告 
*浅沼 徳子1 （1. 東海大） 

福島第一原子力発電所建屋内での3次元放射線イメージング技術の開発 
*佐藤 優樹1 （1. JAEA） 

デブリ形成に影響を与える制御棒崩落挙動解明に係る現状 
*山崎 宰春1 （1. JAEA） 

IRIDの研究開発の概況 
*高守 謙郎1 （1. IRID） 

総括・廃炉検討委員会の取り組み 
*宮野 廣1 （1. 法政大） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

贈呈式/表彰式

「第51回日本原子力学会学会賞」贈呈式 
A会場

 
 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-1 放射性廃棄物処理

デブリ処理技術1 
座長:鷹尾 康一朗(東工大) 

B会場
 

MCCIデブリからのアクチノイド溶出機構および処理プロセスに関する基礎研究 
(8) MCCIデブリのガラス固化に関する予察的検討 
*児玉 雄二1、佐々木 隆之1、小林 大志1、秋山 大輔2、桐島 陽2、佐藤 修彰2 （1. 京大、2. 東北大） 

アルミノケイ酸塩鉱物による燃料デブリの新規固化法の研究 
*渡部 さや1、秋山 大輔1、桐島 陽1、佐藤 修彰1、三村 均2、松倉 実2 （1. 東北大、2. ユニオン昭和） 

デブリや使用済核燃料の処理方法について 
*赤堀 将太郎1 （1. 東大） 

 
 

[1B04-08]

[1B04]

[1B05]

[1B06]

[1B07]

[1B08]

[1B09-13]

[1B09]

[1B10]

[1B11]

[1B12]

[1B13]
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一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-1 放射性廃棄物処理

核種分離・回収技術1 
座長:富田 英生(名大) 

B会場
 

MA分離変換技術の有効性向上のための柔軟な廃棄物管理法の実用化開発 
(13) 顆粒体製造における模擬高レベル廃液乾燥条件の検討 
*遠藤 洋一1、鈴木 晶大1、大内 敦1、水迫 文樹1 （1. NFD） 

MA分離変換技術の有効性向上のための柔軟な廃棄物管理法の実用化開発 
(14) 顆粒体高密度化手法の開発 
*鈴木 晶大1、遠藤 洋一1 （1. NFD） 

MA分離変換技術の有効性向上のための柔軟な廃棄物管理法の実用化開発 
(15) 処分場面積の低減効果 
*遠藤 慶太1、星野 国義1、深澤 哲生1、鈴木 晶大2 （1. 日立 GE、2. NFD） 

21世紀後半に向けた廃棄物管理の選択肢： Pu利用推進と環境負荷低減型地層処分に関する研究 
(7)分離核種の燃焼を念頭に置いた CBZコードシステムを用いた高速炉燃焼計算 
*千葉 豪1、川久保 政洋2、朝野 英一2 （1. 北大、2. 原環セ） 

21世紀後半に向けた廃棄物管理の選択肢： Pu利用推進と環境負荷低減型地層処分に関する研究 
(8)MAリサイクルを想定した高速炉の廃棄物特性評価 
*小林 優1、千葉 豪1、川久保 政洋2、朝野 英一2 （1. 北大、2. 原環セ） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-1 放射性廃棄物処理

核種分離・回収技術2 
座長:千葉 豪(北大) 

B会場
 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(2-1)Development of separation and recovery technologies of long-lived fission products (LLFPs)
from the high-level radioactive liquid waste based on electrolysis and solvent extraction (1)
Recovery of Pd and Se by electrolytic method 
*高橋 優也1、⼤森 孝1、山下 雄生1、⾦⼦ 昌章1、浅野 和仁1、森田 圭介2、鈴⽊ 英哉2、松村 達郎2 （1. 東芝

ESS、2. JAEA） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(2-2)高レベル廃液からの電解法と溶媒抽出法を用いた長寿命核種の分離回収技術の開発 (2)吸着法を用い
た Csの回収 
*山下 雄生1、村田 栄一1、高橋 優也1、大森 孝1、金子 昌章1、浅野 和仁1、松村 達郎2 （1. 東芝 ESS、2. JAEA） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(2-3)高レベル廃液からの電解法と溶媒抽出法を用いた長寿命核種の分離回収技術の開発 (3)溶媒抽出を用
いた Zrの回収 
*森田 圭介1、鈴木 英哉1、松村 達郎1、髙橋 優也2、大森 孝2、金子 昌章2、浅野 和仁2 （1. JAEA、2. 東芝 ESS） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(2-4)高レベル廃液からの電解法と溶媒抽出法を用いた長寿命核種の分離回収技術の開発 (4)プロセス概念
の検討 
*大森 孝1、高橋 優也1、山下 雄生1、金子 昌章1、浅野 和仁1、森田 圭介2、鈴木 英哉2、松村 達郎2 （1. 東芝

ESS、2. JAEA） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(2-5)高繰り返し率 Ti:Sapphireレーザーの偶奇同位体分離への応用 

[1B14-18]

[1B14]

[1B15]

[1B16]

[1B17]

[1B18]
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[2B06-09]
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*富田 英生1,2、 Sonnenschein Volker1,2、大橋 雅也1,2、園田 哲2、石山 博恒2、小林 徹3、永田 豊3、藤原 孝成3、緑

川 克美3 （1. 名大、2. 理研、3. 理研） 
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核種分離・回収技術3 
座長:鈴木 晶大(NFD) 

B会場
 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(3-1)酸溶出処理における模擬ガラス固化体の1次元深さ方向変性挙動 
*久保 満優1、鷹尾 康一朗1 （1. 東工大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(3-2)ガラス固化体溶出液からの LLFP回収に関する検討 
*鷹尾 康一朗1、池田 泰久1、松岡 萌1 （1. 東工大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(3-3)乾式法によるガラス固化体からの LLFP回収プロセス概念の検討 
*浅野 和仁1、大森 孝1、金村 祥平1、金子 昌章1、坂村 義治2 （1. 東芝 ESS、2. 電中研） 

CHON型抽出剤を用いた MA回収プロセス開発のための構造解析 
*岡田 諒1、渡部　創2、堀内 勇輔3、新井 剛3、松浦 治明1 （1. 東京都市大、2. JAEA、3. 芝浦工大） 

乾式再処理試験開発により生じた浴塩中の残留核燃料物質の沈殿処理 
麻生 めぐみ1、高畠 容子2、渡部 創2、*松浦 治明1 （1. 東京都市大、2. JAEA） 

 
 

2019年3月21日(木)
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デブリ処理技術2 
座長:永井 崇之(JAEA) 

B会場
 

フッ化法を用いた燃料デブリの安定化処理技術の開発 
(22) 模擬デブリフッ化試験（その８） 
*星野 国義1、遠藤 慶太1、笹平 朗1、深澤 哲生1、近沢 孝弘2 （1. 日立 GE、2. 三菱マテリアル） 

燃料デブリのフッ化処理における LiF-NaF-KF溶融塩へのフッ化ジルコニウムの溶解挙動 
*松浦 治明1、佐藤 忠義1、秋山 大輔2、佐藤 修彰2 （1. 東京都市大、2. 東北大） 

燃料デブリ処理を目的とした溶融 LiCl-KCl-Li2O中の Zrの電気化学的挙動 
*江森 達也1、内山 孝文1、松浦 治明1 （1. 東京都市大） 

溶融 CaCl2-LiClを用いた燃料デブリ中 Zrの電気化学的回収 
*長澤 巧弥1、江森 達也1、上原 章寛2、松浦 治明1 （1. 東京都市大、2. QST） 

福島事故で発生したデブリの無機イオン交換体を用いた選択的分離 
タングステンを含むイオン交換体について 
*阿部 達雄1、アズリ アダハム1、イルビン バンジャルナホー1,2、阿部 咲葵1、伊藤 眞子1 （1. 鶴岡高専、2. 茨城大） 
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ガラス固化技術1 
座長:比内 浩(JAEA) 

B会場
 

TDGA型抽出剤含有イオン液体を用いた硝酸溶液からの白金族元素の分離 
*大杉 遥1、高橋 正幸1,2、伊藤 辰也1、金 聖潤1 （1. 東北大、2. 日本原燃） 

[2B07]
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硫黄含有アミド酸構造を有する機能性イオン液体を用いた硝酸溶液からの白金族元素の分離 
*伊藤 辰也1、大杉 遥1、⾼橋 正幸1,2、金 聖潤1 （1. 東北大、2. 日本原燃） 

イメージング XAFSによるガラス中白金族元素の相関解析 
*岡本 芳浩1、永井 崇之1、塩飽 秀啓1 （1. JAEA） 

ガラス固化プロセスにおける白金族化合物の化学挙動 
(2) 生成 Pd化合物の状態変化 
*永井 崇之1、岡本 芳浩1、塩飽 秀啓1、秋⼭ ⼤輔2、佐藤 修彰2 （1. JAEA、2. 東北大） 

 
 
 

全体会議

「海外情報連絡会」第60回全体会議 
B会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 海外情報連絡会

カナダの原子力事情　 
座長:橘 幸男(JAEA) 

B会場
 

Nuclear Energy in Canada 
An Overview 
*Jean-Philippe Davignon1 （1. Embassy of Canada） 

Nuclear Energy in Canada 
Technology for radioactive waste disposal 
*Roman Bilak1 （1. Terralog Tech.） 
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汚染水及び汚染土壌処理技術 
座長:岡本 芳浩(JAEA) 

B会場
 

福島第一原子力発電所の事故に伴う水処理二次廃棄物の性状調査 
(6)除染装置スラッジの性状分析 
*佐藤 大輔1,2、比内 博1,2、柴田 淳広1,2、駒 義和1,2、野村 和則1,2、明道 栄人1,2 （1. JAEA、2. IRID） 

福島第一原子力発電所の事故に伴う水処理二次廃棄物の性状調査 
(7) 除染装置スラッジの放射化学分析 
*比内 浩1,2、佐藤 大輔1,2、明道 栄人1,2、駒 義和1,2、柴田 淳広1,2、野村 和則1,2 （1. JAEA、2. IRID） 

放射性核種の長期安定化を指向した使用済みゼオライト焼結固化技術の開発 (1) 
研究の全体概要 
*新井 剛1、渡辺 藍己1、加藤 史大1、毛利 雅裕1、薄井 茜2、大西 貴士2、田中 康介2、松倉 実3、三村 均3 （1. 芝浦工

大、2. JAEA、3. ユニオン昭和） 

亜臨界水環境における汚染土壌からの Cs脱離反応速度解析 
*福田 達弥1、高橋 亮1、殷 祥標1、稲葉 優介1、針貝 美樹1、中瀬 正彦1、竹下 健二1 （1. 東工大） 

ICP-MS/MSによる Np-237分析の基礎検討 
*岩崎 真歩1、鈴木 達也2、山村 朝雄3、小無 健司4、鹿籠 康行5、野口 真一1 （1. JAEA、2. 長岡技科大、3. 京大、4.

東北大、5. アジレント・テクノロジー） 
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2019年3月20日(水)
 

企画セッション（無料公開） | 特別講演 | 特別講演

大強度陽子加速器で未来を加速する 
座長:立花 章(茨城大) 

A会場
 

大強度陽子加速器で未来を加速する 
*齊藤 直人1 （1. J-PARC） 

 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 福島第一原子力発電所廃炉検討委員会

「福島第一原子力発電所廃炉検討委員会」廃炉に向けた技術開発の現状 
座長:関村 直人(東大) 

A会場
 

公開シンポジウム報告 
*浅沼 徳子1 （1. 東海大） 

福島第一原子力発電所建屋内での3次元放射線イメージング技術の開発 
*佐藤 優樹1 （1. JAEA） 

デブリ形成に影響を与える制御棒崩落挙動解明に係る現状 
*山崎 宰春1 （1. JAEA） 

IRIDの研究開発の概況 
*高守 謙郎1 （1. IRID） 

総括・廃炉検討委員会の取り組み 
*宮野 廣1 （1. 法政大） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

贈呈式/表彰式

「第51回日本原子力学会学会賞」贈呈式 
A会場

 
 
 

2019年3月20日(水)
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デブリ処理技術1 
座長:鷹尾 康一朗(東工大) 

B会場
 

MCCIデブリからのアクチノイド溶出機構および処理プロセスに関する基礎研究 
(8) MCCIデブリのガラス固化に関する予察的検討 
*児玉 雄二1、佐々木 隆之1、小林 大志1、秋山 大輔2、桐島 陽2、佐藤 修彰2 （1. 京大、2. 東北大） 

アルミノケイ酸塩鉱物による燃料デブリの新規固化法の研究 
*渡部 さや1、秋山 大輔1、桐島 陽1、佐藤 修彰1、三村 均2、松倉 実2 （1. 東北大、2. ユニオン昭和） 

デブリや使用済核燃料の処理方法について 
*赤堀 将太郎1 （1. 東大） 
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一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-1 放射性廃棄物処理

核種分離・回収技術1 
座長:富田 英生(名大) 

B会場
 

MA分離変換技術の有効性向上のための柔軟な廃棄物管理法の実用化開発 
(13) 顆粒体製造における模擬高レベル廃液乾燥条件の検討 
*遠藤 洋一1、鈴木 晶大1、大内 敦1、水迫 文樹1 （1. NFD） 

MA分離変換技術の有効性向上のための柔軟な廃棄物管理法の実用化開発 
(14) 顆粒体高密度化手法の開発 
*鈴木 晶大1、遠藤 洋一1 （1. NFD） 

MA分離変換技術の有効性向上のための柔軟な廃棄物管理法の実用化開発 
(15) 処分場面積の低減効果 
*遠藤 慶太1、星野 国義1、深澤 哲生1、鈴木 晶大2 （1. 日立 GE、2. NFD） 

21世紀後半に向けた廃棄物管理の選択肢： Pu利用推進と環境負荷低減型地層処分に関する研究 
(7)分離核種の燃焼を念頭に置いた CBZコードシステムを用いた高速炉燃焼計算 
*千葉 豪1、川久保 政洋2、朝野 英一2 （1. 北大、2. 原環セ） 

21世紀後半に向けた廃棄物管理の選択肢： Pu利用推進と環境負荷低減型地層処分に関する研究 
(8)MAリサイクルを想定した高速炉の廃棄物特性評価 
*小林 優1、千葉 豪1、川久保 政洋2、朝野 英一2 （1. 北大、2. 原環セ） 
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核種分離・回収技術2 
座長:千葉 豪(北大) 

B会場
 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(2-1)Development of separation and recovery technologies of long-lived fission products (LLFPs)
from the high-level radioactive liquid waste based on electrolysis and solvent extraction (1)
Recovery of Pd and Se by electrolytic method 
*高橋 優也1、⼤森 孝1、山下 雄生1、⾦⼦ 昌章1、浅野 和仁1、森田 圭介2、鈴⽊ 英哉2、松村 達郎2 （1. 東芝

ESS、2. JAEA） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(2-2)高レベル廃液からの電解法と溶媒抽出法を用いた長寿命核種の分離回収技術の開発 (2)吸着法を用い
た Csの回収 
*山下 雄生1、村田 栄一1、高橋 優也1、大森 孝1、金子 昌章1、浅野 和仁1、松村 達郎2 （1. 東芝 ESS、2. JAEA） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(2-3)高レベル廃液からの電解法と溶媒抽出法を用いた長寿命核種の分離回収技術の開発 (3)溶媒抽出を用
いた Zrの回収 
*森田 圭介1、鈴木 英哉1、松村 達郎1、髙橋 優也2、大森 孝2、金子 昌章2、浅野 和仁2 （1. JAEA、2. 東芝 ESS） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(2-4)高レベル廃液からの電解法と溶媒抽出法を用いた長寿命核種の分離回収技術の開発 (4)プロセス概念
の検討 
*大森 孝1、高橋 優也1、山下 雄生1、金子 昌章1、浅野 和仁1、森田 圭介2、鈴木 英哉2、松村 達郎2 （1. 東芝

ESS、2. JAEA） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(2-5)高繰り返し率 Ti:Sapphireレーザーの偶奇同位体分離への応用 
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*富田 英生1,2、 Sonnenschein Volker1,2、大橋 雅也1,2、園田 哲2、石山 博恒2、小林 徹3、永田 豊3、藤原 孝成3、緑

川 克美3 （1. 名大、2. 理研、3. 理研） 
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核種分離・回収技術3 
座長:鈴木 晶大(NFD) 

B会場
 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(3-1)酸溶出処理における模擬ガラス固化体の1次元深さ方向変性挙動 
*久保 満優1、鷹尾 康一朗1 （1. 東工大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(3-2)ガラス固化体溶出液からの LLFP回収に関する検討 
*鷹尾 康一朗1、池田 泰久1、松岡 萌1 （1. 東工大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(3-3)乾式法によるガラス固化体からの LLFP回収プロセス概念の検討 
*浅野 和仁1、大森 孝1、金村 祥平1、金子 昌章1、坂村 義治2 （1. 東芝 ESS、2. 電中研） 

CHON型抽出剤を用いた MA回収プロセス開発のための構造解析 
*岡田 諒1、渡部　創2、堀内 勇輔3、新井 剛3、松浦 治明1 （1. 東京都市大、2. JAEA、3. 芝浦工大） 

乾式再処理試験開発により生じた浴塩中の残留核燃料物質の沈殿処理 
麻生 めぐみ1、高畠 容子2、渡部 創2、*松浦 治明1 （1. 東京都市大、2. JAEA） 

 
 

2019年3月21日(木)
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デブリ処理技術2 
座長:永井 崇之(JAEA) 

B会場
 

フッ化法を用いた燃料デブリの安定化処理技術の開発 
(22) 模擬デブリフッ化試験（その８） 
*星野 国義1、遠藤 慶太1、笹平 朗1、深澤 哲生1、近沢 孝弘2 （1. 日立 GE、2. 三菱マテリアル） 

燃料デブリのフッ化処理における LiF-NaF-KF溶融塩へのフッ化ジルコニウムの溶解挙動 
*松浦 治明1、佐藤 忠義1、秋山 大輔2、佐藤 修彰2 （1. 東京都市大、2. 東北大） 

燃料デブリ処理を目的とした溶融 LiCl-KCl-Li2O中の Zrの電気化学的挙動 
*江森 達也1、内山 孝文1、松浦 治明1 （1. 東京都市大） 

溶融 CaCl2-LiClを用いた燃料デブリ中 Zrの電気化学的回収 
*長澤 巧弥1、江森 達也1、上原 章寛2、松浦 治明1 （1. 東京都市大、2. QST） 

福島事故で発生したデブリの無機イオン交換体を用いた選択的分離 
タングステンを含むイオン交換体について 
*阿部 達雄1、アズリ アダハム1、イルビン バンジャルナホー1,2、阿部 咲葵1、伊藤 眞子1 （1. 鶴岡高専、2. 茨城大） 
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ガラス固化技術1 
座長:比内 浩(JAEA) 

B会場
 

TDGA型抽出剤含有イオン液体を用いた硝酸溶液からの白金族元素の分離 
*大杉 遥1、高橋 正幸1,2、伊藤 辰也1、金 聖潤1 （1. 東北大、2. 日本原燃） 

[2B07]

[2B08]

[2B09]

[2B_GM]

[2B_PL]

[2B_PL01]

[2B_PL02]

[2B10-14]

[2B10]

[2B11]

[2B12]

[2B13]

[2B14]
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硫黄含有アミド酸構造を有する機能性イオン液体を用いた硝酸溶液からの白金族元素の分離 
*伊藤 辰也1、大杉 遥1、⾼橋 正幸1,2、金 聖潤1 （1. 東北大、2. 日本原燃） 

イメージング XAFSによるガラス中白金族元素の相関解析 
*岡本 芳浩1、永井 崇之1、塩飽 秀啓1 （1. JAEA） 

ガラス固化プロセスにおける白金族化合物の化学挙動 
(2) 生成 Pd化合物の状態変化 
*永井 崇之1、岡本 芳浩1、塩飽 秀啓1、秋⼭ ⼤輔2、佐藤 修彰2 （1. JAEA、2. 東北大） 

 
 
 

全体会議

「海外情報連絡会」第60回全体会議 
B会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 海外情報連絡会

カナダの原子力事情　 
座長:橘 幸男(JAEA) 

B会場
 

Nuclear Energy in Canada 
An Overview 
*Jean-Philippe Davignon1 （1. Embassy of Canada） 

Nuclear Energy in Canada 
Technology for radioactive waste disposal 
*Roman Bilak1 （1. Terralog Tech.） 
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汚染水及び汚染土壌処理技術 
座長:岡本 芳浩(JAEA) 

B会場
 

福島第一原子力発電所の事故に伴う水処理二次廃棄物の性状調査 
(6)除染装置スラッジの性状分析 
*佐藤 大輔1,2、比内 博1,2、柴田 淳広1,2、駒 義和1,2、野村 和則1,2、明道 栄人1,2 （1. JAEA、2. IRID） 

福島第一原子力発電所の事故に伴う水処理二次廃棄物の性状調査 
(7) 除染装置スラッジの放射化学分析 
*比内 浩1,2、佐藤 大輔1,2、明道 栄人1,2、駒 義和1,2、柴田 淳広1,2、野村 和則1,2 （1. JAEA、2. IRID） 

放射性核種の長期安定化を指向した使用済みゼオライト焼結固化技術の開発 (1) 
研究の全体概要 
*新井 剛1、渡辺 藍己1、加藤 史大1、毛利 雅裕1、薄井 茜2、大西 貴士2、田中 康介2、松倉 実3、三村 均3 （1. 芝浦工

大、2. JAEA、3. ユニオン昭和） 

亜臨界水環境における汚染土壌からの Cs脱離反応速度解析 
*福田 達弥1、高橋 亮1、殷 祥標1、稲葉 優介1、針貝 美樹1、中瀬 正彦1、竹下 健二1 （1. 東工大） 

ICP-MS/MSによる Np-237分析の基礎検討 
*岩崎 真歩1、鈴木 達也2、山村 朝雄3、小無 健司4、鹿籠 康行5、野口 真一1 （1. JAEA、2. 長岡技科大、3. 京大、4.

東北大、5. アジレント・テクノロジー） 
 
 

―　14　―

―　15　―



[3B05-08]

[3B05]
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[3B08]
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ガラス固化技術3 
座長:尾上 順(名大) 

B会場
 

高硝酸ナトリウム含有廃液用低レベル放射性ガラス中の Ti， Zn， Zrの所構造解析とその添加効果 
*田治見 祐里1、椎名 慶1、味村 武史2、田尻 康智2、助永 壮平3、柴田 浩幸3、松浦 治明1 （1. 東京都市大、2. IHI、3.

東北大） 

ボロシリケートガラスへの高レベル模擬放射性廃棄物の高充填溶解挙動の評価 
*矢野 哲司1、宮脇 拓洋1、松本 慎太郎1、松下 伸広1、岸 哲生1、三浦 吉幸2、兼平 憲男2 （1. 東工大、2. 日本原燃） 

SiO2-B2O3-Al2O3-ZnO-CaO-Na2O-Li2O系のガラス融液に対する MoO3の溶解度の熱力学的最適化 
*菅原 透1、大平 俊明1、三浦 吉幸2、兼平 憲男2 （1. 秋田大、2. 日本原燃） 

Thermal-Assisted Solvent Extraction of Inert Platinum Group Metals from HNO3(aq) to Ordinary
Organic Solvent 
*Zhiwei Zheng1, Tsuyoshi Arai2, Koichiro Takao1 （1. LANE. Tokyo Tech, 2. SIT） 

 
 
 

全体会議

「バックエンド部会」第50回全体会議 
B会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | バックエンド部会

廃棄体技術基準の性能規定化と受入基準の導入 
座長:柳原 敏(福井大) 

B会場
 

廃棄体の技術基準の性能規定化について 
*青木 広臣1 （1. 規制庁） 

廃棄体受入基準策定へむけた取り組み 
*仲田 久和1 （1. JAEA） 

性能規定化を受けた廃棄体製作への取り組み 
*田中 正人1 （1. 電事連） 

廃棄体固型化技術開発の現状と課題 
*大杉 武史1 （1. JAEA） 
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ガラス固化技術4 
座長:竹下 健二(東工大) 

B会場
 

放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究 
(63)低レベル放射性廃棄物の溶融ガラス化技術の開発 
*田尻 康智1、鬼木 俊郎1 （1. IHI） 

放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究 
(64) 軽水炉由来の模擬焼却灰溶融時の核種挙動 
*池田 弘一1、宇留賀 和義1、塚田 毅志1、宇佐見 剛1、古川 静枝1 （1. 電中研） 

放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究 
(65) マトリックスデータベースの構築 

[2B15-19]

[2B15]

[2B16]

[2B17]

[2B18]

[2B19]
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[3B04]

- 5 -

 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-1 放射性廃棄物処理

福島第一原子力発電所の汚染分析 
座長:新井 剛(芝浦工大) 

B会場
 

福島第一原子力発電所内採取試料分析データによる核種移行の検討 
(1)水処理二次廃棄物へのアクチニド元素移行量の推測 
*村上 絵理奈1、大木 恵一1、高畠 容子1、二田 郁子1、柴田 淳広1、駒 義和1 （1. JAEA） 

福島第一原子力発電所内採取試料分析データによる核種移行の検討 
(2)1号機タービン建屋採取試料によるウラン起源推定法の検討 
*高畠 容子1、駒 義和1 （1. JAEA） 

福島第一原子力発電所内採取試料分析データによる核種移行の検討 
(3)瓦礫から見た4号機原子炉建屋の汚染分布 
*二田 郁子1,2、比内 浩1,2、佐藤 義行1,2、青野 竜士1,2、大木 恵一1,2、駒 義和1,2、柴田 淳広1,2 （1. JAEA、2. IRID） 

福島第一原子力発電所内採取試料分析データによる核種移行の検討 
(4) 土壌の汚染分布とその放射性核種組成 
*大木 恵一1、高畠 容子1、比内 浩1、柴田 淳広1、駒 義和1 （1. JAEA） 

高温多湿環境下におけるコンクリートへの Cs浸透挙動に関する研究 
*前島 颯人1、腰越 広輝1、佐藤 勇1、松浦 治明1、宮原 直哉2、鈴木 恵理子2、逢坂 正彦2 （1. 東京都市大、2.

JAEA） 
 
 

2019年3月22日(金)
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ガラス固化技術2 
座長:天本 一平(JAEA) 

B会場
 

高レベル放射性廃液ガラス固化体の高品質・減容化のための白金族元素高収着能を有するシアノ基架橋型
配位高分子材料の開発 
（１）プロジェクト概要 
*尾上 順1、渡邊 真太1、稲葉 優介2、針貝 美樹2、竹下 健二2 （1. 名大、2. 東工大） 

高レベル放射性廃液ガラス固化体の高品質・減容化のための白金族元素高収着能を有するシアノ基架橋型
配位高分子材料の開発 
（２）フェロシアン化アルミニウムの合成と収着性能評価 
*稲葉 優介1、三島 理愛1、斉藤 慧太1、立岡 壮太郎1、針貝 美樹1、竹下 健二1、渡邊 真太2、尾上 順2 （1. 東工大、2.

名大） 

高レベル放射性廃液ガラス固化体の高品質・減容化のための白金族元素高収着能を有するシアノ基架橋型
配位高分子材料の開発 
(3) フェロシアン化物収着剤への白金族元素およびモリブデンの収着機構評価 
*渡邊 真太1、竹内 俊喜1、稲葉 優介2、三島 理愛2、針貝 美樹2、中谷 真人1、竹下 健二2、尾上 順1 （1. 名大、2. 東

工大） 

高レベル放射性廃液ガラス固化体の高品質・減容化のための白金族元素高収着能を有するシアノ基架橋型
配位高分子材料の開発 
(4) プロセス評価 
*竹下 健二1、岡村 知拓1、針貝 美樹1、稲葉 優介1、中瀬 正彦1、渡邊 真太2、尾上 順2 （1. 東工大、2. 名大） 
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JAEA、2. QST） 
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ベントナイト 
座長:千田 太詩(東北大) 

C会場
 

山形県月布 Naベントナイト特性の変動の検討 
その1　概要および地質鉱床 
*森 康治1、伊藤 雅和1、諸留 章二1、高木 哲一2 （1. クニミネ工業、2. 産総研） 

山形県月布 Naベントナイト特性の変動の検討 
その2　一般物性 
*諸留 章二1、伊藤 雅和1、佐藤 努2 （1. クニミネ工業、2. 北大） 

小角 X線散乱を用いた圧密ベントナイトメゾスコピック構造の in-situ評価 
*斉藤 拓巳1、元川 竜平2、遠藤 仁3 （1. 東大、2. JAEA、3. KEK） 

NMRを用いたカチオン交換型モンモリロナイト中の水分子ダイナミクス 
*孫 榕蔚1、塚原 剛彦1 （1. 東工大） 
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人工バリア変質 
座長:朝野 英一(原環セ) 

C会場
 

幌延 URLにおける人工バリアの性能確認試験 
熱―水―応力連成解析検討 
*大野 宏和1、高山 裕介1、中山 雅1 （1. JAEA） 

セメント系材料からの化学混和剤の溶出挙動に関する基礎的検討 
*湊 大輔1、山本 武志1、榊原 哲郎2 （1. 電中研、2. 四国電力） 

処分場周辺流動場を想定した過飽和ケイ酸の析出による透水性変化に関する基礎的研究 
*田中 翔悟1、小堤 健紀1、千田 太詩1、新堀 雄一1 （1. 東北大） 
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廃棄物 
座長:斉藤 拓巳(東大) 

C会場
 

日本における放射性廃棄物インベントリと廃棄物ストリーム 
*河村 秀紀1 （1. 合同会社 mcm japan） 

21世紀後半に向けた廃棄物管理の選択肢： Pu利用推進と環境負荷低減型地層処分に関する研究 
(9)ガラス固化プロセスにおける廃棄物含有率と処分場の負荷低減 
*朝野 英一1,2、川久保 政洋1、岡村 知拓2、三成 映理子2、中瀬 正彦2、竹下 健二2、稲垣 八穂広3、新堀 雄一4、佐藤

正知5 （1. 原環セ、2. 東工大、3. 九大、4. 東北大、5. 北大） 

21世紀後半に向けた廃棄物管理の選択肢： Pu利用推進と環境負荷低減型地層処分に関する研究 
(10)横置き方式による廃棄体専有面積削減効果の検討 
*岡村 知拓1、三成 映理子1、中瀬 正彦1、朝野 英一1,2、竹下 健二1 （1. 東工大、2. 原環セ） 

21世紀後半に向けた廃棄物管理の選択肢： Pu利用推進と環境負荷低減型地層処分に関する研究 
(11) MOX燃料における MA分離と処分場負荷削減効果の検討 
*三成 映理子1、岡村 知拓1、中瀬 正彦1、朝野 英一2、竹下 健二1 （1. 東工大、2. 原環セ） 
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*天本 一平1、大山 孝一1、北嶋 秀樹2、長尾 佐市2、長野 祐一2、坂井 光美3、丸山 勉3、種田 直樹3、西川 宜孝4 （1.

JAEA、2. 計算力学研究センター、3. ニューガラスフォーラム、4. みずほ情報総研） 

放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究 
(66)高充填ガラスの開発 
*三浦 吉幸1、三橋 大登1、橋本 拓1、石尾 貴宏1、兼平 憲男1 （1. 日本原燃） 

放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究 
(67) 改良ホウケイ酸ガラスの白金族元素の堆積および運転への影響 
*橋本 拓1、三浦 吉幸1、三橋 大登1、石尾 貴宏1、兼平 憲男1 （1. 日本原燃） 

 
 

2019年3月20日(水)
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放射線分解ガス対策技術1 
座長:吉井 賢資 

C会場
 

廃棄物長期保管容器内に発生する可燃性ガスの濃度低減技術に関する研究開発 
(7) モノリス型再結合触媒の設計と容器内自然対流の計測 
*喜多 知輝1、大野 瞳1、竹中 啓恭1、田中 裕久1、谷口 昌司2、松村 大樹3、西畑 保雄3、日野 竜太郎3、 Reinecke

Ernst-A4、高瀬 和之5 （1. 関西学院大、2. ダイハツ、3. JAEA、4. Jü lich、5. 長岡技科大） 

廃棄物長期保管容器内に発生する可燃性ガスの濃度低減技術に関する研究開発 
(8) 放射光 X線吸収分光法による再結合触媒の反応機構解明 
*松村 大樹1、辻 卓也1、西畑 保雄1、日野 竜太郎1、谷口 昌司2、竹中 啓恭3、大野 瞳3、喜多 知輝3、田中 裕久3 （1.

JAEA、2. ダイハツ、3. 関西学院大） 

廃棄物長期保管容器内に発生する可燃性ガスの濃度低減技術に関する研究開発 
(9) ジオポリマーを主体とする水素酸素再結合触媒開発と性能試験 
*内海 太禄1、ドウ ズン1、末松 久幸1、工藤 勇2、田中 裕久3、日野 竜太郎4 （1. 長岡技科大、2. アドバンエンジ、3.

関西学院大、4. JAEA） 

廃棄物長期保管容器内に発生する可燃性ガスの濃度低減技術に関する研究開発 
(10) PAR付き保管容器内水素濃度低減実験の結果 
*高瀬 和之1、工藤 勇2、田中 裕久 3、谷口 昌司4、杉山 均5、寺田 敦彦6、日野 竜太郎6 （1. 長岡技科大、2. アドバン

エンジ、3. 関西学院大、4. ダイハツ、5. 宇都宮大、6. JAEA） 

廃棄物長期保管容器内に発生する可燃性ガスの濃度低減技術に関する研究開発 
（１1） PAR付き保管容器内水素挙動解析シミュレーション 
*寺田 敦彦1、日野 竜太郎1、杉山 均2、加藤 直人2、高瀬 和之3 （1. JAEA、2. 宇都宮大、3. 長岡技科大） 
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放射線分解ガス対策技術2及び放射線利用 
座長:松村 大樹(JAEA) 

C会場
 

無機水和物・水酸化物の放射線分解による水素分子生成収率とその発生メカニズムの考察 
*熊谷 純1、堀之内 克好2、根岸 久美3 （1. 名大、2. 名大、3. 太平洋コンサルタント） 

高線量廃棄物の固化に関する研究 
ジオポリマーの混練粘度制御に関する検討 
*湯原 勝1、山下 雄生1、松山 加苗1 （1. 東芝 ESS） 

放射線からの直接エネルギー変換—放射性廃棄物の資源化の試み— 
*吉井 賢資1、福田 竜生1、神谷 潤一郎1、塩飽 秀啓1、小林 徹1、谷田 肇1、山崎 雄一2、大島 武2、矢板 毅1 （1.

―　16　―
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ガラス固化技術3 
座長:尾上 順(名大) 

B会場
 

高硝酸ナトリウム含有廃液用低レベル放射性ガラス中の Ti， Zn， Zrの所構造解析とその添加効果 
*田治見 祐里1、椎名 慶1、味村 武史2、田尻 康智2、助永 壮平3、柴田 浩幸3、松浦 治明1 （1. 東京都市大、2. IHI、3.

東北大） 

ボロシリケートガラスへの高レベル模擬放射性廃棄物の高充填溶解挙動の評価 
*矢野 哲司1、宮脇 拓洋1、松本 慎太郎1、松下 伸広1、岸 哲生1、三浦 吉幸2、兼平 憲男2 （1. 東工大、2. 日本原燃） 

SiO2-B2O3-Al2O3-ZnO-CaO-Na2O-Li2O系のガラス融液に対する MoO3の溶解度の熱力学的最適化 
*菅原 透1、大平 俊明1、三浦 吉幸2、兼平 憲男2 （1. 秋田大、2. 日本原燃） 

Thermal-Assisted Solvent Extraction of Inert Platinum Group Metals from HNO3(aq) to Ordinary
Organic Solvent 
*Zhiwei Zheng1, Tsuyoshi Arai2, Koichiro Takao1 （1. LANE. Tokyo Tech, 2. SIT） 

 
 
 

全体会議

「バックエンド部会」第50回全体会議 
B会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | バックエンド部会

廃棄体技術基準の性能規定化と受入基準の導入 
座長:柳原 敏(福井大) 

B会場
 

廃棄体の技術基準の性能規定化について 
*青木 広臣1 （1. 規制庁） 

廃棄体受入基準策定へむけた取り組み 
*仲田 久和1 （1. JAEA） 

性能規定化を受けた廃棄体製作への取り組み 
*田中 正人1 （1. 電事連） 

廃棄体固型化技術開発の現状と課題 
*大杉 武史1 （1. JAEA） 
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ガラス固化技術4 
座長:竹下 健二(東工大) 

B会場
 

放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究 
(63)低レベル放射性廃棄物の溶融ガラス化技術の開発 
*田尻 康智1、鬼木 俊郎1 （1. IHI） 

放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究 
(64) 軽水炉由来の模擬焼却灰溶融時の核種挙動 
*池田 弘一1、宇留賀 和義1、塚田 毅志1、宇佐見 剛1、古川 静枝1 （1. 電中研） 

放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究 
(65) マトリックスデータベースの構築 
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福島第一原子力発電所の汚染分析 
座長:新井 剛(芝浦工大) 

B会場
 

福島第一原子力発電所内採取試料分析データによる核種移行の検討 
(1)水処理二次廃棄物へのアクチニド元素移行量の推測 
*村上 絵理奈1、大木 恵一1、高畠 容子1、二田 郁子1、柴田 淳広1、駒 義和1 （1. JAEA） 

福島第一原子力発電所内採取試料分析データによる核種移行の検討 
(2)1号機タービン建屋採取試料によるウラン起源推定法の検討 
*高畠 容子1、駒 義和1 （1. JAEA） 

福島第一原子力発電所内採取試料分析データによる核種移行の検討 
(3)瓦礫から見た4号機原子炉建屋の汚染分布 
*二田 郁子1,2、比内 浩1,2、佐藤 義行1,2、青野 竜士1,2、大木 恵一1,2、駒 義和1,2、柴田 淳広1,2 （1. JAEA、2. IRID） 

福島第一原子力発電所内採取試料分析データによる核種移行の検討 
(4) 土壌の汚染分布とその放射性核種組成 
*大木 恵一1、高畠 容子1、比内 浩1、柴田 淳広1、駒 義和1 （1. JAEA） 

高温多湿環境下におけるコンクリートへの Cs浸透挙動に関する研究 
*前島 颯人1、腰越 広輝1、佐藤 勇1、松浦 治明1、宮原 直哉2、鈴木 恵理子2、逢坂 正彦2 （1. 東京都市大、2.

JAEA） 
 
 

2019年3月22日(金)
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ガラス固化技術2 
座長:天本 一平(JAEA) 

B会場
 

高レベル放射性廃液ガラス固化体の高品質・減容化のための白金族元素高収着能を有するシアノ基架橋型
配位高分子材料の開発 
（１）プロジェクト概要 
*尾上 順1、渡邊 真太1、稲葉 優介2、針貝 美樹2、竹下 健二2 （1. 名大、2. 東工大） 

高レベル放射性廃液ガラス固化体の高品質・減容化のための白金族元素高収着能を有するシアノ基架橋型
配位高分子材料の開発 
（２）フェロシアン化アルミニウムの合成と収着性能評価 
*稲葉 優介1、三島 理愛1、斉藤 慧太1、立岡 壮太郎1、針貝 美樹1、竹下 健二1、渡邊 真太2、尾上 順2 （1. 東工大、2.

名大） 

高レベル放射性廃液ガラス固化体の高品質・減容化のための白金族元素高収着能を有するシアノ基架橋型
配位高分子材料の開発 
(3) フェロシアン化物収着剤への白金族元素およびモリブデンの収着機構評価 
*渡邊 真太1、竹内 俊喜1、稲葉 優介2、三島 理愛2、針貝 美樹2、中谷 真人1、竹下 健二2、尾上 順1 （1. 名大、2. 東

工大） 

高レベル放射性廃液ガラス固化体の高品質・減容化のための白金族元素高収着能を有するシアノ基架橋型
配位高分子材料の開発 
(4) プロセス評価 
*竹下 健二1、岡村 知拓1、針貝 美樹1、稲葉 優介1、中瀬 正彦1、渡邊 真太2、尾上 順2 （1. 東工大、2. 名大） 
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JAEA、2. QST） 
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ベントナイト 
座長:千田 太詩(東北大) 

C会場
 

山形県月布 Naベントナイト特性の変動の検討 
その1　概要および地質鉱床 
*森 康治1、伊藤 雅和1、諸留 章二1、高木 哲一2 （1. クニミネ工業、2. 産総研） 

山形県月布 Naベントナイト特性の変動の検討 
その2　一般物性 
*諸留 章二1、伊藤 雅和1、佐藤 努2 （1. クニミネ工業、2. 北大） 

小角 X線散乱を用いた圧密ベントナイトメゾスコピック構造の in-situ評価 
*斉藤 拓巳1、元川 竜平2、遠藤 仁3 （1. 東大、2. JAEA、3. KEK） 

NMRを用いたカチオン交換型モンモリロナイト中の水分子ダイナミクス 
*孫 榕蔚1、塚原 剛彦1 （1. 東工大） 
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人工バリア変質 
座長:朝野 英一(原環セ) 

C会場
 

幌延 URLにおける人工バリアの性能確認試験 
熱―水―応力連成解析検討 
*大野 宏和1、高山 裕介1、中山 雅1 （1. JAEA） 

セメント系材料からの化学混和剤の溶出挙動に関する基礎的検討 
*湊 大輔1、山本 武志1、榊原 哲郎2 （1. 電中研、2. 四国電力） 

処分場周辺流動場を想定した過飽和ケイ酸の析出による透水性変化に関する基礎的研究 
*田中 翔悟1、小堤 健紀1、千田 太詩1、新堀 雄一1 （1. 東北大） 
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廃棄物 
座長:斉藤 拓巳(東大) 

C会場
 

日本における放射性廃棄物インベントリと廃棄物ストリーム 
*河村 秀紀1 （1. 合同会社 mcm japan） 

21世紀後半に向けた廃棄物管理の選択肢： Pu利用推進と環境負荷低減型地層処分に関する研究 
(9)ガラス固化プロセスにおける廃棄物含有率と処分場の負荷低減 
*朝野 英一1,2、川久保 政洋1、岡村 知拓2、三成 映理子2、中瀬 正彦2、竹下 健二2、稲垣 八穂広3、新堀 雄一4、佐藤

正知5 （1. 原環セ、2. 東工大、3. 九大、4. 東北大、5. 北大） 

21世紀後半に向けた廃棄物管理の選択肢： Pu利用推進と環境負荷低減型地層処分に関する研究 
(10)横置き方式による廃棄体専有面積削減効果の検討 
*岡村 知拓1、三成 映理子1、中瀬 正彦1、朝野 英一1,2、竹下 健二1 （1. 東工大、2. 原環セ） 

21世紀後半に向けた廃棄物管理の選択肢： Pu利用推進と環境負荷低減型地層処分に関する研究 
(11) MOX燃料における MA分離と処分場負荷削減効果の検討 
*三成 映理子1、岡村 知拓1、中瀬 正彦1、朝野 英一2、竹下 健二1 （1. 東工大、2. 原環セ） 
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*天本 一平1、大山 孝一1、北嶋 秀樹2、長尾 佐市2、長野 祐一2、坂井 光美3、丸山 勉3、種田 直樹3、西川 宜孝4 （1.

JAEA、2. 計算力学研究センター、3. ニューガラスフォーラム、4. みずほ情報総研） 

放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究 
(66)高充填ガラスの開発 
*三浦 吉幸1、三橋 大登1、橋本 拓1、石尾 貴宏1、兼平 憲男1 （1. 日本原燃） 

放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究 
(67) 改良ホウケイ酸ガラスの白金族元素の堆積および運転への影響 
*橋本 拓1、三浦 吉幸1、三橋 大登1、石尾 貴宏1、兼平 憲男1 （1. 日本原燃） 

 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-1 放射性廃棄物処理

放射線分解ガス対策技術1 
座長:吉井 賢資 

C会場
 

廃棄物長期保管容器内に発生する可燃性ガスの濃度低減技術に関する研究開発 
(7) モノリス型再結合触媒の設計と容器内自然対流の計測 
*喜多 知輝1、大野 瞳1、竹中 啓恭1、田中 裕久1、谷口 昌司2、松村 大樹3、西畑 保雄3、日野 竜太郎3、 Reinecke

Ernst-A4、高瀬 和之5 （1. 関西学院大、2. ダイハツ、3. JAEA、4. Jü lich、5. 長岡技科大） 

廃棄物長期保管容器内に発生する可燃性ガスの濃度低減技術に関する研究開発 
(8) 放射光 X線吸収分光法による再結合触媒の反応機構解明 
*松村 大樹1、辻 卓也1、西畑 保雄1、日野 竜太郎1、谷口 昌司2、竹中 啓恭3、大野 瞳3、喜多 知輝3、田中 裕久3 （1.

JAEA、2. ダイハツ、3. 関西学院大） 

廃棄物長期保管容器内に発生する可燃性ガスの濃度低減技術に関する研究開発 
(9) ジオポリマーを主体とする水素酸素再結合触媒開発と性能試験 
*内海 太禄1、ドウ ズン1、末松 久幸1、工藤 勇2、田中 裕久3、日野 竜太郎4 （1. 長岡技科大、2. アドバンエンジ、3.

関西学院大、4. JAEA） 

廃棄物長期保管容器内に発生する可燃性ガスの濃度低減技術に関する研究開発 
(10) PAR付き保管容器内水素濃度低減実験の結果 
*高瀬 和之1、工藤 勇2、田中 裕久 3、谷口 昌司4、杉山 均5、寺田 敦彦6、日野 竜太郎6 （1. 長岡技科大、2. アドバン

エンジ、3. 関西学院大、4. ダイハツ、5. 宇都宮大、6. JAEA） 

廃棄物長期保管容器内に発生する可燃性ガスの濃度低減技術に関する研究開発 
（１1） PAR付き保管容器内水素挙動解析シミュレーション 
*寺田 敦彦1、日野 竜太郎1、杉山 均2、加藤 直人2、高瀬 和之3 （1. JAEA、2. 宇都宮大、3. 長岡技科大） 
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放射線分解ガス対策技術2及び放射線利用 
座長:松村 大樹(JAEA) 

C会場
 

無機水和物・水酸化物の放射線分解による水素分子生成収率とその発生メカニズムの考察 
*熊谷 純1、堀之内 克好2、根岸 久美3 （1. 名大、2. 名大、3. 太平洋コンサルタント） 

高線量廃棄物の固化に関する研究 
ジオポリマーの混練粘度制御に関する検討 
*湯原 勝1、山下 雄生1、松山 加苗1 （1. 東芝 ESS） 

放射線からの直接エネルギー変換—放射性廃棄物の資源化の試み— 
*吉井 賢資1、福田 竜生1、神谷 潤一郎1、塩飽 秀啓1、小林 徹1、谷田 肇1、山崎 雄一2、大島 武2、矢板 毅1 （1.
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2019年3月21日(木)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-2 放射性廃棄物処分と環境

核種移行・収着 
座長:湊 大輔(電中研) 

C会場
 

放射性廃棄物の処分環境を考慮した Ca-Al-Si系水和物へのユウロピウムの収着挙動に関する基礎的研究 
*種市 やよい1、千田 太詩1、新堀 雄一1 （1. 東北大） 

地下冠水環境における Ca-Al-Si系水和物へのヨウ素の収着挙動の評価 
*長洞 麟太郎1、新堀 雄一1、千田 太詩1 （1. 東北大） 

高硫酸イオン濃度条件における CSHゲルに対する Csの収着挙動評価 
*田村 直之1、千田 太詩1、新堀 雄一1、金 聖潤1 （1. 東北大） 

炭酸存在下におけるウラン-新第三紀堆積岩の収着挙動 
*春木 和人1、佐々⽊ 隆之1、桐島 陽2、笹本 広3、望月 陽人3、宮川 和也3 （1. 京大、2. 東北大、3. JAEA） 

ヒドロキシカルボン酸共存下でのジルコニウム溶解度(2) 
*小林 大志1、王 鵬1、佐々木 隆之1 （1. 京大） 

Rapid Removal of Cesium from Vermiculite by Collapsing the Interlayers with Hydrothermal
Column System 
*Xiangbiao Yin1, Yoshikazu Koma1, Yusuke Inaba2, Kenji Takeshita2 （1. JAEA, 2. Tokyo Tech） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-2 放射性廃棄物処分と環境

試験・分析方法 
座長:小林 大志(京大) 

C会場
 

DGTによる Cs-137の交換可能画分サンプリング 
セシウム用 DGTデバイスの適用性評価 
*福岡 将史1、斉藤 拓巳1 （1. 東大） 

低レベル放射性廃棄物のセメント固化体に含まれる廃棄物起源のα線放出核種についての分析方法の検討 
*本山 光志1、松山 通利1 （1. 日揮） 

放射性焼却灰中のダイオキシン類分析法の検討 
放射線の ELISA法への影響 
*川村 秀久1、上田 守男1、木野 健一郎2、坂下 章3 （1. 九州環境管理協会、2. NDC、3. MHI） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-3 原子力施設の廃止措置技術

汚染コンクリートの解体 
座長:柳原 敏(福井大) 

C会場
 

汚染コンクリートの解体およびそこから生じる廃棄物の合理的処理・処分の検討 
(7)コンクリート構造物の変質に関する検討 
*千本 陽生1、三上 拓也1、杉山 隆文1 （1. 北大） 

汚染コンクリートの解体およびそこから生じる廃棄物の合理的処理・処分の検討 
(8)変質硬化セメントペースト中の放射性核種の移行挙動 
*飯沼 駿1、森下 悠理1、北澤 憩1、香西 直文2、田中 真悟3、渡辺 直子3、小崎 完3 （1. 北大、2. JAEA、3. 北大） 

汚染コンクリートの解体およびそこから生じる廃棄物の合理的処理・処分の検討 
(9)変質硬化セメントペーストへの放射性核種の収着挙動 

[2C13]
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[2C14]

[2C15]
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[2C18-19]

[2C18]

[2C19]

[3C01-02]

[3C01]

[3C02]
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*北澤 憩1、香西 直文3、田中 万也3、下山 巌3、小崎 完2、渡辺 直子2、田中 真悟2 （1. 北大、2. 北大、3. JAEA） 

汚染コンクリートの解体およびそこから生じる廃棄物の合理的処理・処分の検討 
(10) コンクリート中の核種濃度分布と放射性廃棄物発生量の推定 
*川崎 大介1、渡辺 直子2 （1. 福井大、2. 北大） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-3 原子力施設の廃止措置技術

解析、シナリオ評価、システム開発 
座長:堀内 伸剛(三菱マテリアル) 

C会場
 

59Niの放射能が廃止措置計画に及ぼす影響 
*江連 秀夫1 （1. ナイス） 

我が国の廃止措置費用評価に係る取組の分析 -国際比較 
*東 哲史1,3、飯田 桂一2,3、夏井 和司3、堀内 精彦4,3、山崎 正俊5,3、渡辺 直子6,3、柳原 敏7,3 （1. 三菱電機、2. 日進

機工、3. 原子力デコミッショニング研究会、4. 原子力サービスエンジ、5. スタズビック・ジャパン、6. 北大、7. 福

井大） 

廃止措置における作業人工数予測手法の開発 
作業特性の情報量と不確実性の関係に関する検討 
*小松 啓祐1、川崎 大介1、柳原 敏1 （1. 福井大） 

廃止措置中の原子力発電所の職員へ心理社会的調査 
*樽田 泰宜1,2、趙 功3、小林 重人3、橋本 敬3 （1. JAEA、2. 福井大、3. 北陸先端大） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-3 原子力施設の廃止措置技術

電気品の解体・再利用 
座長:川崎 大介(福井大) 

C会場
 

原子力発電所の廃止措置に伴う電気品の解体・再利用 
(3) 熱中性子照射により PWRケーブル中に生成する核種の評価 
*若林 源一郎1、山西 弘城1、山田 崇裕1、伊藤 哲夫1、池田 貴幸2,1、路次 安憲2、林 真照2、東 哲史2 （1. 近大、2. 三

菱電機） 

原子力発電所の廃止措置に伴う電気品の解体・再利用 
(4) ケーブルのクリアランス測定方法の検討 
*林 真照1、東 哲史1、池田 貴幸1,2、路次 安憲1、若林 源一郎2、山西 弘城2、山田 崇裕2、伊藤 哲夫2 （1. 三菱電

機、2. 近大） 
 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-3 原子力施設の廃止措置技術

解体・除染技術 
座長:手塚 将志(JAEA) 

C会場
 

配管内気体の水素濃度評価のための配管外側からの気体音速計測技術の開発 
*松井 祐二1、平野 克彦2、小林 亮介2 （1. 日立、2. 日立 GE） 

全自動レーザー除染機の範囲拡張の検証試験装置 
*峰原 英介1 （1. LDD） 
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一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-3 原子力施設の廃止措置技術

事故炉廃止措置の方法 
座長:北村 高一(JAEA) 

C会場
 

事故炉廃止措置の実施方法に関する検討 
(1) 福島第一原子力発電所廃止措置のケーススタディのための予備検討 
*小栗 第一郎1、夏井 和司1、佐藤 光浩1 （1. 原子力デコミッショニング研究会） 

事故炉廃止措置の実施方法に関する検討 
(2) 事故炉廃止措置時におけるリスク管理の考え方について 
*青木 孝行1 （1. 東北大） 

事故炉廃止措置の実施方法に関する検討 
(3) 燃料デブリ取り出しに関する代替工法の提案 
*鈴木 俊一1 （1. 東大） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-3 原子力施設の廃止措置技術

様々な廃止措置技術 
座長:青木 孝行(東北大) 

C会場
 

既存技術を用いた原子炉解体工法の提案 
樹脂材を用いた解体工法 
*森重 晴雄1、山敷 庸亮2、渡壁 牧人1、北村 康文1、森重 晴貴1 （1. 福島事故対策検討会、2. 京大） 

廃炉工法提案ー建屋と機器・配管・ケーブルをブロック単位の一体処理 
短工程・合理化を目指す 
*渡壁 牧人1、森重 晴雄1、山敷 庸亮2、北村 康文1、森重 晴貴1 （1. 福島事故対策検討会、2. 京大） 

深海での最終処分地提案その2 
課題と問題点を整理 
*北村 康文1、森重 晴雄1、山敷 庸亮2、渡壁 牧人1、森重 晴貴1 （1. 福島事故対策検討会、2. 京大） 

燃料デブリ回収工法案を NDFが定めた技術要件について検証 
実現可能性について検討 
*山敷 庸亮1、 Morishige haruo2、 Watakabe Makito2、 Kitamura Yasufumi2、 Morishige Haruki2 （1. Kyoto

University、2. Fukushima Nuclear Accident Countermeasures Review Group） 
 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 503-1 原子炉化学，放射線化学，腐食化学，水質管理

セシウムの化学 
座長:永石 隆二(JAEA) 

D会場
 

Reaction Products Of Cs-adsorption On Concrete In The 600–150° C Temperature Range 
*Thi Mai Dung Do1, Vu Nhut Luu1, Kenta Murakami1, Hisayuki Suematsu1, Kunihisa Nakajima2, Shunichiro

Nishioka2, Eriko Suzuki2, Faoulat Miradji2, Masahiko Osaka2 （1. Nagaoka Univ. of Tech., 2. JAEA） 

軽水炉シビアアクシデント時の Csと鋼材との化学吸着挙動 
(1)600℃付近における鋼材への Cs化学吸着挙動に関する実験的研究 
*鈴木 恵理子1、髙瀨 学2、中島 邦久1、西岡 俊一郎1、逢坂 正彦1 （1. JAEA、2. 長岡技科大） 

軽水炉シビアアクシデント時の Csと鋼材との化学吸着挙動 
(2)Cs化学吸着生成物の温度上昇による性状変化 
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*西岡 俊一郎1、髙瀨 学1、中島 邦久1、鈴木 恵理子1、逢坂 正彦1 （1. JAEA） 

東京電力福島第一原子力発電所事故におけるセシウムの化学的挙動に関する検討 
(12)1号機原子炉格納容器で採取された試料の核種分析 
*森下 一喜1,2、大西 貴士1,2、前田 宏冶1,2、溝上 暢人3、伊東 賢一3、溝上 伸也3 （1. IRID、2. JAEA、3. 東電 HD） 

微生物による燃料デブリの変質に関する研究 
(1)常在細菌による模擬燃料デブリの分解効果 
*劉 江1、土津田 雄馬1、北垣 徹1、香西 直文1、大貫 敏彦1,2 （1. JAEA、2. 東工大） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 503-1 原子炉化学，放射線化学，腐食化学，水質管理

ラジオリシス、腐食化学1 
座長:加治 芳行(JAEA) 

D会場
 

透過性の低い放射線による水の放射線分解での水素発生等の測定 
*永石 隆二1、桑野 涼1、松村 太伊知1 （1. JAEA） 

パルスラジオリシス法及びガンマラジオリシス法による有機物フリーな白金コロイド水溶液中におけるナ
ノ粒子形成過程研究 
*室屋 裕佐1、仮屋 深央1、石田 一成2、和田 陽一2、伊藤 剛2、太田 信之3、山下 真一4、古澤 孝弘1 （1. 阪大、2. 日

立、3. 日立 GE、4. 東大） 

炉内腐食環境評価モデルの実機適用に向けた高度化 
(3)不純物存在条件での水の放射線分解生成物の挙動評価 
*原 宇広1、洞山 祐介1、高木 純一1、山本 誠二1、柴崎 理1 （1. 東芝 ESS） 

BWR用鉄/酸化鉄型腐食電位センサの試作 
*橘 正彦1、石田 一成1、佐々木 麻由2、清水 亮介2、太田 信之2 （1. 日立、2. 日立 GE） 

亜鉛注入によるインコネル材表面に形成された酸化皮膜の微小観察 
*前田 哲宏1、甲川 憲隆1、向井 悟1、高阪 裕二1 （1. NDC） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 503-1 原子炉化学，放射線化学，腐食化学，水質管理

腐食化学2 
座長:室屋 裕佐(阪大) 

D会場
 

気液交番環境における炭素鋼の腐食加速現象の研究 
(1)希釈海水濃度の影響について 
*塚田 隆1、大谷 恭平1、寺門 宙1、江幡 功栄1、上野 文義1 （1. JAEA） 

気液交番環境における炭素鋼の腐食加速現象の研究 
(2) 鉄さび層の構造と加速機構 
*大谷 恭平1、塚田 隆1、上野 文義1、山本 正弘1 （1. JAEA） 

放射線環境下での腐食データベースの構築 
(1)全体概要 
*加治 芳行1、佐藤 智徳1、端 邦樹1、井上 博之2、田口 光正3、清藤 一3、多田 英司4、阿部 博志5、秋山 英二5、鈴木

俊一6 （1. JAEA、2. 阪府大、3. QST、4. 東工大、5. 東北大、6. 東大） 

放射線環境下での腐食データベースの構築 
(2) ラジオリシスデータセット整備およびデータベース化 
*端 邦樹1、佐藤 智徳1、加治 芳行1、井上 博之2、田口 光正3、清藤 一3、多田 英司4、阿部 博志5、秋山 英二5、鈴木

俊一6 （1. JAEA、2. 阪府大、3. QST、4. 東工大、5. 東北大、6. 東大） 
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2019年3月21日(木)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-2 放射性廃棄物処分と環境

核種移行・収着 
座長:湊 大輔(電中研) 

C会場
 

放射性廃棄物の処分環境を考慮した Ca-Al-Si系水和物へのユウロピウムの収着挙動に関する基礎的研究 
*種市 やよい1、千田 太詩1、新堀 雄一1 （1. 東北大） 

地下冠水環境における Ca-Al-Si系水和物へのヨウ素の収着挙動の評価 
*長洞 麟太郎1、新堀 雄一1、千田 太詩1 （1. 東北大） 

高硫酸イオン濃度条件における CSHゲルに対する Csの収着挙動評価 
*田村 直之1、千田 太詩1、新堀 雄一1、金 聖潤1 （1. 東北大） 

炭酸存在下におけるウラン-新第三紀堆積岩の収着挙動 
*春木 和人1、佐々⽊ 隆之1、桐島 陽2、笹本 広3、望月 陽人3、宮川 和也3 （1. 京大、2. 東北大、3. JAEA） 

ヒドロキシカルボン酸共存下でのジルコニウム溶解度(2) 
*小林 大志1、王 鵬1、佐々木 隆之1 （1. 京大） 

Rapid Removal of Cesium from Vermiculite by Collapsing the Interlayers with Hydrothermal
Column System 
*Xiangbiao Yin1, Yoshikazu Koma1, Yusuke Inaba2, Kenji Takeshita2 （1. JAEA, 2. Tokyo Tech） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-2 放射性廃棄物処分と環境

試験・分析方法 
座長:小林 大志(京大) 

C会場
 

DGTによる Cs-137の交換可能画分サンプリング 
セシウム用 DGTデバイスの適用性評価 
*福岡 将史1、斉藤 拓巳1 （1. 東大） 

低レベル放射性廃棄物のセメント固化体に含まれる廃棄物起源のα線放出核種についての分析方法の検討 
*本山 光志1、松山 通利1 （1. 日揮） 

放射性焼却灰中のダイオキシン類分析法の検討 
放射線の ELISA法への影響 
*川村 秀久1、上田 守男1、木野 健一郎2、坂下 章3 （1. 九州環境管理協会、2. NDC、3. MHI） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-3 原子力施設の廃止措置技術

汚染コンクリートの解体 
座長:柳原 敏(福井大) 

C会場
 

汚染コンクリートの解体およびそこから生じる廃棄物の合理的処理・処分の検討 
(7)コンクリート構造物の変質に関する検討 
*千本 陽生1、三上 拓也1、杉山 隆文1 （1. 北大） 

汚染コンクリートの解体およびそこから生じる廃棄物の合理的処理・処分の検討 
(8)変質硬化セメントペースト中の放射性核種の移行挙動 
*飯沼 駿1、森下 悠理1、北澤 憩1、香西 直文2、田中 真悟3、渡辺 直子3、小崎 完3 （1. 北大、2. JAEA、3. 北大） 

汚染コンクリートの解体およびそこから生じる廃棄物の合理的処理・処分の検討 
(9)変質硬化セメントペーストへの放射性核種の収着挙動 

[2C13]

[2C14-17]

[2C14]

[2C15]

[2C16]

[2C17]

[2C18-19]

[2C18]

[2C19]

[3C01-02]

[3C01]

[3C02]
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*北澤 憩1、香西 直文3、田中 万也3、下山 巌3、小崎 完2、渡辺 直子2、田中 真悟2 （1. 北大、2. 北大、3. JAEA） 

汚染コンクリートの解体およびそこから生じる廃棄物の合理的処理・処分の検討 
(10) コンクリート中の核種濃度分布と放射性廃棄物発生量の推定 
*川崎 大介1、渡辺 直子2 （1. 福井大、2. 北大） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-3 原子力施設の廃止措置技術

解析、シナリオ評価、システム開発 
座長:堀内 伸剛(三菱マテリアル) 

C会場
 

59Niの放射能が廃止措置計画に及ぼす影響 
*江連 秀夫1 （1. ナイス） 

我が国の廃止措置費用評価に係る取組の分析 -国際比較 
*東 哲史1,3、飯田 桂一2,3、夏井 和司3、堀内 精彦4,3、山崎 正俊5,3、渡辺 直子6,3、柳原 敏7,3 （1. 三菱電機、2. 日進

機工、3. 原子力デコミッショニング研究会、4. 原子力サービスエンジ、5. スタズビック・ジャパン、6. 北大、7. 福

井大） 

廃止措置における作業人工数予測手法の開発 
作業特性の情報量と不確実性の関係に関する検討 
*小松 啓祐1、川崎 大介1、柳原 敏1 （1. 福井大） 

廃止措置中の原子力発電所の職員へ心理社会的調査 
*樽田 泰宜1,2、趙 功3、小林 重人3、橋本 敬3 （1. JAEA、2. 福井大、3. 北陸先端大） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-3 原子力施設の廃止措置技術

電気品の解体・再利用 
座長:川崎 大介(福井大) 

C会場
 

原子力発電所の廃止措置に伴う電気品の解体・再利用 
(3) 熱中性子照射により PWRケーブル中に生成する核種の評価 
*若林 源一郎1、山西 弘城1、山田 崇裕1、伊藤 哲夫1、池田 貴幸2,1、路次 安憲2、林 真照2、東 哲史2 （1. 近大、2. 三

菱電機） 

原子力発電所の廃止措置に伴う電気品の解体・再利用 
(4) ケーブルのクリアランス測定方法の検討 
*林 真照1、東 哲史1、池田 貴幸1,2、路次 安憲1、若林 源一郎2、山西 弘城2、山田 崇裕2、伊藤 哲夫2 （1. 三菱電

機、2. 近大） 
 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-3 原子力施設の廃止措置技術

解体・除染技術 
座長:手塚 将志(JAEA) 

C会場
 

配管内気体の水素濃度評価のための配管外側からの気体音速計測技術の開発 
*松井 祐二1、平野 克彦2、小林 亮介2 （1. 日立、2. 日立 GE） 

全自動レーザー除染機の範囲拡張の検証試験装置 
*峰原 英介1 （1. LDD） 

 
 

[3C03-05]

[3C03]

[3C04]

[3C05]

[3C06-09]

[3C06]

[3C07]

[3C08]

[3C09]

[1D01-05]

[1D01]

[1D02]

[1D03]
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一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-3 原子力施設の廃止措置技術

事故炉廃止措置の方法 
座長:北村 高一(JAEA) 

C会場
 

事故炉廃止措置の実施方法に関する検討 
(1) 福島第一原子力発電所廃止措置のケーススタディのための予備検討 
*小栗 第一郎1、夏井 和司1、佐藤 光浩1 （1. 原子力デコミッショニング研究会） 

事故炉廃止措置の実施方法に関する検討 
(2) 事故炉廃止措置時におけるリスク管理の考え方について 
*青木 孝行1 （1. 東北大） 

事故炉廃止措置の実施方法に関する検討 
(3) 燃料デブリ取り出しに関する代替工法の提案 
*鈴木 俊一1 （1. 東大） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 505-3 原子力施設の廃止措置技術

様々な廃止措置技術 
座長:青木 孝行(東北大) 

C会場
 

既存技術を用いた原子炉解体工法の提案 
樹脂材を用いた解体工法 
*森重 晴雄1、山敷 庸亮2、渡壁 牧人1、北村 康文1、森重 晴貴1 （1. 福島事故対策検討会、2. 京大） 

廃炉工法提案ー建屋と機器・配管・ケーブルをブロック単位の一体処理 
短工程・合理化を目指す 
*渡壁 牧人1、森重 晴雄1、山敷 庸亮2、北村 康文1、森重 晴貴1 （1. 福島事故対策検討会、2. 京大） 

深海での最終処分地提案その2 
課題と問題点を整理 
*北村 康文1、森重 晴雄1、山敷 庸亮2、渡壁 牧人1、森重 晴貴1 （1. 福島事故対策検討会、2. 京大） 

燃料デブリ回収工法案を NDFが定めた技術要件について検証 
実現可能性について検討 
*山敷 庸亮1、 Morishige haruo2、 Watakabe Makito2、 Kitamura Yasufumi2、 Morishige Haruki2 （1. Kyoto

University、2. Fukushima Nuclear Accident Countermeasures Review Group） 
 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 503-1 原子炉化学，放射線化学，腐食化学，水質管理

セシウムの化学 
座長:永石 隆二(JAEA) 

D会場
 

Reaction Products Of Cs-adsorption On Concrete In The 600–150° C Temperature Range 
*Thi Mai Dung Do1, Vu Nhut Luu1, Kenta Murakami1, Hisayuki Suematsu1, Kunihisa Nakajima2, Shunichiro

Nishioka2, Eriko Suzuki2, Faoulat Miradji2, Masahiko Osaka2 （1. Nagaoka Univ. of Tech., 2. JAEA） 

軽水炉シビアアクシデント時の Csと鋼材との化学吸着挙動 
(1)600℃付近における鋼材への Cs化学吸着挙動に関する実験的研究 
*鈴木 恵理子1、髙瀨 学2、中島 邦久1、西岡 俊一郎1、逢坂 正彦1 （1. JAEA、2. 長岡技科大） 

軽水炉シビアアクシデント時の Csと鋼材との化学吸着挙動 
(2)Cs化学吸着生成物の温度上昇による性状変化 

[1D04]

[1D05]

[1D06-10]

[1D06]

[1D07]

[1D08]

[1D09]

[1D10]

[2D01-06]

[2D01]

[2D02]

[2D03]

[2D04]
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*西岡 俊一郎1、髙瀨 学1、中島 邦久1、鈴木 恵理子1、逢坂 正彦1 （1. JAEA） 

東京電力福島第一原子力発電所事故におけるセシウムの化学的挙動に関する検討 
(12)1号機原子炉格納容器で採取された試料の核種分析 
*森下 一喜1,2、大西 貴士1,2、前田 宏冶1,2、溝上 暢人3、伊東 賢一3、溝上 伸也3 （1. IRID、2. JAEA、3. 東電 HD） 

微生物による燃料デブリの変質に関する研究 
(1)常在細菌による模擬燃料デブリの分解効果 
*劉 江1、土津田 雄馬1、北垣 徹1、香西 直文1、大貫 敏彦1,2 （1. JAEA、2. 東工大） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 503-1 原子炉化学，放射線化学，腐食化学，水質管理

ラジオリシス、腐食化学1 
座長:加治 芳行(JAEA) 

D会場
 

透過性の低い放射線による水の放射線分解での水素発生等の測定 
*永石 隆二1、桑野 涼1、松村 太伊知1 （1. JAEA） 

パルスラジオリシス法及びガンマラジオリシス法による有機物フリーな白金コロイド水溶液中におけるナ
ノ粒子形成過程研究 
*室屋 裕佐1、仮屋 深央1、石田 一成2、和田 陽一2、伊藤 剛2、太田 信之3、山下 真一4、古澤 孝弘1 （1. 阪大、2. 日

立、3. 日立 GE、4. 東大） 

炉内腐食環境評価モデルの実機適用に向けた高度化 
(3)不純物存在条件での水の放射線分解生成物の挙動評価 
*原 宇広1、洞山 祐介1、高木 純一1、山本 誠二1、柴崎 理1 （1. 東芝 ESS） 

BWR用鉄/酸化鉄型腐食電位センサの試作 
*橘 正彦1、石田 一成1、佐々木 麻由2、清水 亮介2、太田 信之2 （1. 日立、2. 日立 GE） 

亜鉛注入によるインコネル材表面に形成された酸化皮膜の微小観察 
*前田 哲宏1、甲川 憲隆1、向井 悟1、高阪 裕二1 （1. NDC） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 503-1 原子炉化学，放射線化学，腐食化学，水質管理

腐食化学2 
座長:室屋 裕佐(阪大) 

D会場
 

気液交番環境における炭素鋼の腐食加速現象の研究 
(1)希釈海水濃度の影響について 
*塚田 隆1、大谷 恭平1、寺門 宙1、江幡 功栄1、上野 文義1 （1. JAEA） 

気液交番環境における炭素鋼の腐食加速現象の研究 
(2) 鉄さび層の構造と加速機構 
*大谷 恭平1、塚田 隆1、上野 文義1、山本 正弘1 （1. JAEA） 

放射線環境下での腐食データベースの構築 
(1)全体概要 
*加治 芳行1、佐藤 智徳1、端 邦樹1、井上 博之2、田口 光正3、清藤 一3、多田 英司4、阿部 博志5、秋山 英二5、鈴木

俊一6 （1. JAEA、2. 阪府大、3. QST、4. 東工大、5. 東北大、6. 東大） 

放射線環境下での腐食データベースの構築 
(2) ラジオリシスデータセット整備およびデータベース化 
*端 邦樹1、佐藤 智徳1、加治 芳行1、井上 博之2、田口 光正3、清藤 一3、多田 英司4、阿部 博志5、秋山 英二5、鈴木

俊一6 （1. JAEA、2. 阪府大、3. QST、4. 東工大、5. 東北大、6. 東大） 

―　18　―

―　19　―
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放射線環境下での腐食データベースの構築 
(3) ガンマ線照射下腐食試験環境の整備と炭素鋼の脱不働態化におよぼすガンマ線照射の影響評価 
*佐藤 智徳1、田口 光正2、清藤 一2、多田 英司3、井上 博之4、阿部 博志5、秋山 英二5、鈴木 俊一6、端 邦樹1、加治

芳行1 （1. JAEA、2. QST、3. 東工大、4. 阪府大、5. 東北大、6. 東大） 

放射線環境下での腐食データベースの構築 
(4)湿潤・乾燥環境でのガンマ線照射による腐食影響評価 
*阿部 博志1、秋山 英二1、田口 光正2、清藤 一2、井上 博之3、多田 英司4、鈴木 俊一5、佐藤 智徳6、端 邦樹6、加治

芳行6 （1. 東北大、2. QST、3. 阪府大、4. 東工大、5. 東大、6. JAEA） 
 
 
 

企画セッション | 合同セッション | 合同セッション1（｢シビアアクシデント時の核分裂生成物挙動｣研究専門委員会、核燃料部会、水化学部
会）

核分裂生成物と燃料デブリの比較 ―廃炉作業時の影響比較の観点より 
座長:高木 純一(東芝 ESS) 

D会場
 

燃料デブリの基礎特性と事故時のふるまい 
*中村 勤也1 （1. 電中研） 

核分裂生成物の基礎特性と事故時のふるまい 
*宮原 直哉1 （1. JAEA） 

廃炉作業時に想定される燃料デブリと核分裂生成物の挙動の比較 
*逢坂 正彦1 （1. JAEA） 

廃炉作業時の放射性物質管理の留意事項 
*高木 純一1 （1. 東芝 ESS） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 504-2 核化学，放射化学，分析化学，アクチノイドの化学

分光・質量分析 
座長:佐々木 祐二(JAEA) 

D会場
 

Multi-Step Laser Ionisation Scheme with J=0-1-0 Optical Selection for High Selectivity
Ionisation of Odd-Ca Isotopes 
*Stephen Robert Wells1, Masabumi Miyabe2, Yoshihiro Iwata1, Fumiko Yoshida1, Shuichi Hasegawa1 （1. Univ.

Tokyo, 2. CLADS, JAEA） 

グロー放電プラズマセルにおける発光分光の定量化 
*石川 大裕1、奥 直哉2、岩田 圭弘1、長谷川 秀一1 （1. 東大、2. 東大） 

Development of an analytical method for nickel isotopes using automated sample preparation
system and ICP-QQQ-MS 
*Van-Khoai Do1, Kiyoshi Kitamura1, Takuma Horita1, Takahiro Furuse1 （1. Japan Atomic Energy Agency） 

ICP-MS/MSを用いた燃料デブリ中の93Zrおよび93Moの合理的な分析技術開発 
*堀田 拓摩1、秋元 友寿1、菊池 陽1、 Van-Khoai Do1 （1. IRID(JAEA）） 

液体電極プラズマ発光分光法による再処理工程試料中の金属元素の分析技術開発 
(5) 再処理工程試料中のアルカリ金属･アルカリ土類金属の定量 
*山本 昌彦1、 Do Van-Khoai1、田口 茂郎1、堀籠 和志1、高村 禅2、久野 剛彦1 （1. JAEA、2. 北陸先端大） 
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一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 504-2 核化学，放射化学，分析化学，アクチノイドの化学

錯体化学 
座長:浅沼 徳子(東海大) 

D会場
 

溶媒抽出において有機相中でつくられる溶液構造と第三相生成メカニズムの解明 
*元川 竜平1、小林 徹1、遠藤 仁1,2 （1. JAEA、2. KEK） 

2,9-ジアミド-1,10-フェナントロリンを骨格とした長鎖アルキル基を有する新規ハイブリッド型配位子の
合成とマイナーアクチノイド及びランタノイドの抽出分離特性 
*伊藤 紗弓1、中瀬 正彦1、筒井 菜緒2,1、松村 達郎2、竹下 健二1 （1. 東工大、2. JAEA） 

DGAを利用する抽出系での希土類パターンとランタノイド、アクチノイド相互分離 
*佐々木 祐二1、伴 康俊1、森田 圭介1、松宮 正彦2、中瀬 正彦3 （1. JAEA、2. 横浜国大、3. 東工大） 

マイクロ溶媒抽出プロセスのリアルタイム計測と評価 
*塚原 剛彦1 （1. 東工大） 

ウラン選択性沈殿剤を用いたトリウム燃料簡易再処理技術基盤研究 
(5) エカトリアル面シス型の硝酸ウラニル配位高分子の合成と同定 
*井上 翼1、風間 裕行1、津島 悟1,2、鷹尾 康一朗1 （1. 東工大、2. IRE, HZDR） 

新規ウラニル(VI)－ホスフィンオキシド錯体の可視光応答型光触媒活性の開拓 
*真下 峻徳1、津島 悟1,2、鷹尾 康一朗1 （1. 東工大、2. IRE, HZDR） 

 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 504-3 燃料再処理

アクチニド分離 
座長:鈴木 達也(長岡技科大) 

D会場
 

配位子搭載型ハイドロゲルによる硝酸溶液からのウラン、トリウムの吸着分離 
*中瀬 正彦1、山村 朝雄2、白崎 謙次3、永井 満家3、小林 徹4、松村 大樹4、竹下 健二1 （1. 東工大、2. 京大、3. 東北

大、4. JAEA） 

マイナーアクチノイド分離のための新抽出剤の検討 
*鈴木 英哉1、津幡 靖宏1、黒澤 達也 1、柴田 光敦1、川崎 倫弘1、松村 達郎1 （1. JAEA） 

CMPO, HDEHPを用いた抽出クロマトプロセスの最適化 
*渡部 創1、先崎 達也1、柴田 淳広1、野村 和則1、中谷 清治2、新井 剛3、松浦 治明4 （1. JAEA、2. 筑波大、3. 芝浦

工大、4. 東京都市大） 

新抽出剤による MA回収溶媒抽出プロセスにおける物質移動係数の評価 
(1) 単一液滴法及び平面接触攪拌法による評価 
*坂本 淳志1、川野邊 一則2、佐野 雄一1、岡村 信生1、渡部 雅之1、鈴木 英哉1、松村 達郎1 （1. JAEA、2. アセン

ド） 

新抽出剤による MA回収溶媒抽出プロセスにおける物質移動係数の評価 
(2) マイクロデバイスによる評価 
浅野 周作2、牧 泰輔2、前 一廣2、*佐野 雄一1、川野邊 ⼀則3、坂本 淳志1、岡村 信⽣1、渡部 雅之1、鈴⽊ 英哉1、松

村 達郎1 （1. JAEA、2. 京大、3. アセンド） 
 
 

[1E02]

[1E03]

[1E04]

[1E05]

[1E_GM]

[1E06-11]

[1E06]

[1E07]
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[1E09]

[1E10]

[1E11]

[1E12-13]
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アルベド法による合理的な迷路の線量評価手法の策定 
(1) 概要およびアルベド法による解析 
*和田 亜由美1、延原 文祥3、松田 規宏2、平尾 好弘4 （1. 東芝 ESS、2. 東京ニュークリア・サービス、3. JAEA、4.

海技研） 

アルベド法による合理的な迷路の線量評価手法の策定 
(2) 簡易計算コード（ DUCT-III）による解析 
*延原 文祥1、和田 亜由美2、松田 規宏3、平尾 好弘4 （1. 東京ニュークリア・サービス、2. 東芝 ESS、3. JAEA、4.

海技研） 

簡易遮蔽解析コードレビュー WG第１期活動の総括（2016-2017） 
*平尾 好弘1、延原 文祥2、松田 規宏3、大西 世紀1、坂本 幸夫4 （1. 海技研、2. 東京ニュークリア・サービス、3.

JAEA、4. アトックス） 

遮蔽設計に用いる普通コンクリート組成のばらつきに関する検討 
*木村 健一1 （1. フジタ） 

 
 
 

全体会議

「学生連絡会」第34回全体会議 
E会場

 
 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-1 放射線挙動，遮蔽工学

シミュレーション・測定 
座長:中尾 徳晶(清水建設) 

E会場
 

PHITSコード開発の現状 
*佐藤 達彦1、岩元 洋介1、橋本 慎太郎1、小川 達彦1、古田 琢哉1、安部 晋一郎1、甲斐 健師1、 Tsai Pien1、松田 規

宏1、岩瀬 広2 （1. JAEA、2. KEK） 

遮蔽計算のための基盤的可視化ソフトウェアの開発 
*大西 世紀1 （1. 海技研） 

CERN/CHARMにおける24GeV陽子を用いた遮蔽実験 
(8)鉄の遮蔽体厚みに対するエネルギースペクトルと減弱係数 (2) 
*李 恩智1、執行 信寛1、梶本 剛2、佐波 俊哉3,4、萩原 雅之3,4、八島 浩5、大山 隆弘3、 Robert Froeschl6、 Elpida

Iliopoulou6 （1. 九大、2. 広島大、3. KEK、4. 総研大、5. 京大、6. CERN） 

位置情報付き散乱線寄与測定装置の製作 
*平山 英夫1,2、近藤 健次郎1,2、鈴木 征四郎2、岩永 宏平2、谷村 嘉彦3 （1. KEK、2. 規制庁、3. JAEA） 

深層学習を用いたスペクトル経時変動からの微量放射能等の算定の試み 
*谷口 雅弘1、西山 恭平1 （1. 大成建設） 

深層学習を用いたスペクトル経時変動学習モデルの試作 
*西山 恭平1、谷口 雅弘1 （1. 大成建設） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-4 量子線の医学利用

医学応用 
座長:田中 浩基(京大) 

E会場
 

ドラッグデリバリーシステムと荷電粒子線併用治療のためのカプセルにおける薬剤担持および放出特性の
評価 
*長尾 理那1、寺川 貴樹1、藤原 充啓1、松山 成男1、金 聖潤1、伊藤 辰也1、新堀 雄一1、千田 太詩1、佐藤 和宏1 （1.
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一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 504-3 燃料再処理

FP分離挙動 
座長:飯塚 政利(電中研) 

D会場
 

フッ化物揮発法におけるモリブデンのフッ化挙動に関する検討 
*渡邉 大輔1、秋山 大輔1、佐藤 修彰1 （1. 東北大） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 504-3 燃料再処理

再処理工場における安全性向上 
座長:飯塚 政利(電中研) 

D会場
 

高レベル濃縮廃液の沸騰乾固事故の研究 
(1) 模擬廃液を用いた NO、 NO2および O2生成挙動の検討 
*小玉 貴司1、衣旗 広志1、熊谷 幹郎2、鈴木 和則2、林 慎一郎2、松岡 伸吾2 （1. 日本原燃、2. UI技研） 

高レベル濃縮廃液の沸騰乾固事故の研究 
(2) 模擬廃液から生成する NOおよび NO2の生成源 
*衣旗 広志1、小玉 貴司1、熊谷 幹郎2、鈴木 和則2、林 慎一郎2、松岡 伸吾2 （1. 日本原燃、2. UI技研） 

 
 
 

全体会議

「再処理・リサイクル部会」第36回全体会議 
D会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 再処理・リサイクル部会

乾式再処理に関する国内外の研究開発の現状 
座長:森田 泰治(JAEA) 

D会場
 

乾式再処理の概要および各国の研究開発動向 
*小山 正史1 （1. 電中研） 

窒化物燃料の処理技術の現状 
*林 博和1 （1. JAEA） 

金属燃料および酸化物燃料の処理技術の現状 
*飯塚 政利1 （1. 電中研） 

フッ化物揮発法を用いた酸化物燃料の処理技術の現状 
*星野 国義1 （1. 日立 GE） 

溶融塩炉燃料の処理技術開発の現状 
*松浦 治明1 （1. 東京都市大） 

 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-1 放射線挙動，遮蔽工学

簡易計算・遮蔽材 
座長:谷口 雅弘(大成建設) 

E会場
 

EGSコードによるγ線ビルドアップ係数の算出 
*河野 秀紀1、坂本 幸夫1、平山 英夫2 （1. アトックス、2. KEK） 

―　20　―
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放射線環境下での腐食データベースの構築 
(3) ガンマ線照射下腐食試験環境の整備と炭素鋼の脱不働態化におよぼすガンマ線照射の影響評価 
*佐藤 智徳1、田口 光正2、清藤 一2、多田 英司3、井上 博之4、阿部 博志5、秋山 英二5、鈴木 俊一6、端 邦樹1、加治

芳行1 （1. JAEA、2. QST、3. 東工大、4. 阪府大、5. 東北大、6. 東大） 

放射線環境下での腐食データベースの構築 
(4)湿潤・乾燥環境でのガンマ線照射による腐食影響評価 
*阿部 博志1、秋山 英二1、田口 光正2、清藤 一2、井上 博之3、多田 英司4、鈴木 俊一5、佐藤 智徳6、端 邦樹6、加治

芳行6 （1. 東北大、2. QST、3. 阪府大、4. 東工大、5. 東大、6. JAEA） 
 
 
 

企画セッション | 合同セッション | 合同セッション1（｢シビアアクシデント時の核分裂生成物挙動｣研究専門委員会、核燃料部会、水化学部
会）

核分裂生成物と燃料デブリの比較 ―廃炉作業時の影響比較の観点より 
座長:高木 純一(東芝 ESS) 

D会場
 

燃料デブリの基礎特性と事故時のふるまい 
*中村 勤也1 （1. 電中研） 

核分裂生成物の基礎特性と事故時のふるまい 
*宮原 直哉1 （1. JAEA） 

廃炉作業時に想定される燃料デブリと核分裂生成物の挙動の比較 
*逢坂 正彦1 （1. JAEA） 

廃炉作業時の放射性物質管理の留意事項 
*高木 純一1 （1. 東芝 ESS） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 504-2 核化学，放射化学，分析化学，アクチノイドの化学

分光・質量分析 
座長:佐々木 祐二(JAEA) 

D会場
 

Multi-Step Laser Ionisation Scheme with J=0-1-0 Optical Selection for High Selectivity
Ionisation of Odd-Ca Isotopes 
*Stephen Robert Wells1, Masabumi Miyabe2, Yoshihiro Iwata1, Fumiko Yoshida1, Shuichi Hasegawa1 （1. Univ.

Tokyo, 2. CLADS, JAEA） 

グロー放電プラズマセルにおける発光分光の定量化 
*石川 大裕1、奥 直哉2、岩田 圭弘1、長谷川 秀一1 （1. 東大、2. 東大） 

Development of an analytical method for nickel isotopes using automated sample preparation
system and ICP-QQQ-MS 
*Van-Khoai Do1, Kiyoshi Kitamura1, Takuma Horita1, Takahiro Furuse1 （1. Japan Atomic Energy Agency） 

ICP-MS/MSを用いた燃料デブリ中の93Zrおよび93Moの合理的な分析技術開発 
*堀田 拓摩1、秋元 友寿1、菊池 陽1、 Van-Khoai Do1 （1. IRID(JAEA）） 

液体電極プラズマ発光分光法による再処理工程試料中の金属元素の分析技術開発 
(5) 再処理工程試料中のアルカリ金属･アルカリ土類金属の定量 
*山本 昌彦1、 Do Van-Khoai1、田口 茂郎1、堀籠 和志1、高村 禅2、久野 剛彦1 （1. JAEA、2. 北陸先端大） 
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一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 504-2 核化学，放射化学，分析化学，アクチノイドの化学

錯体化学 
座長:浅沼 徳子(東海大) 

D会場
 

溶媒抽出において有機相中でつくられる溶液構造と第三相生成メカニズムの解明 
*元川 竜平1、小林 徹1、遠藤 仁1,2 （1. JAEA、2. KEK） 

2,9-ジアミド-1,10-フェナントロリンを骨格とした長鎖アルキル基を有する新規ハイブリッド型配位子の
合成とマイナーアクチノイド及びランタノイドの抽出分離特性 
*伊藤 紗弓1、中瀬 正彦1、筒井 菜緒2,1、松村 達郎2、竹下 健二1 （1. 東工大、2. JAEA） 

DGAを利用する抽出系での希土類パターンとランタノイド、アクチノイド相互分離 
*佐々木 祐二1、伴 康俊1、森田 圭介1、松宮 正彦2、中瀬 正彦3 （1. JAEA、2. 横浜国大、3. 東工大） 

マイクロ溶媒抽出プロセスのリアルタイム計測と評価 
*塚原 剛彦1 （1. 東工大） 

ウラン選択性沈殿剤を用いたトリウム燃料簡易再処理技術基盤研究 
(5) エカトリアル面シス型の硝酸ウラニル配位高分子の合成と同定 
*井上 翼1、風間 裕行1、津島 悟1,2、鷹尾 康一朗1 （1. 東工大、2. IRE, HZDR） 

新規ウラニル(VI)－ホスフィンオキシド錯体の可視光応答型光触媒活性の開拓 
*真下 峻徳1、津島 悟1,2、鷹尾 康一朗1 （1. 東工大、2. IRE, HZDR） 

 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 504-3 燃料再処理

アクチニド分離 
座長:鈴木 達也(長岡技科大) 

D会場
 

配位子搭載型ハイドロゲルによる硝酸溶液からのウラン、トリウムの吸着分離 
*中瀬 正彦1、山村 朝雄2、白崎 謙次3、永井 満家3、小林 徹4、松村 大樹4、竹下 健二1 （1. 東工大、2. 京大、3. 東北

大、4. JAEA） 

マイナーアクチノイド分離のための新抽出剤の検討 
*鈴木 英哉1、津幡 靖宏1、黒澤 達也 1、柴田 光敦1、川崎 倫弘1、松村 達郎1 （1. JAEA） 

CMPO, HDEHPを用いた抽出クロマトプロセスの最適化 
*渡部 創1、先崎 達也1、柴田 淳広1、野村 和則1、中谷 清治2、新井 剛3、松浦 治明4 （1. JAEA、2. 筑波大、3. 芝浦

工大、4. 東京都市大） 

新抽出剤による MA回収溶媒抽出プロセスにおける物質移動係数の評価 
(1) 単一液滴法及び平面接触攪拌法による評価 
*坂本 淳志1、川野邊 一則2、佐野 雄一1、岡村 信生1、渡部 雅之1、鈴木 英哉1、松村 達郎1 （1. JAEA、2. アセン

ド） 

新抽出剤による MA回収溶媒抽出プロセスにおける物質移動係数の評価 
(2) マイクロデバイスによる評価 
浅野 周作2、牧 泰輔2、前 一廣2、*佐野 雄一1、川野邊 ⼀則3、坂本 淳志1、岡村 信⽣1、渡部 雅之1、鈴⽊ 英哉1、松

村 達郎1 （1. JAEA、2. 京大、3. アセンド） 
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アルベド法による合理的な迷路の線量評価手法の策定 
(1) 概要およびアルベド法による解析 
*和田 亜由美1、延原 文祥3、松田 規宏2、平尾 好弘4 （1. 東芝 ESS、2. 東京ニュークリア・サービス、3. JAEA、4.

海技研） 

アルベド法による合理的な迷路の線量評価手法の策定 
(2) 簡易計算コード（ DUCT-III）による解析 
*延原 文祥1、和田 亜由美2、松田 規宏3、平尾 好弘4 （1. 東京ニュークリア・サービス、2. 東芝 ESS、3. JAEA、4.

海技研） 

簡易遮蔽解析コードレビュー WG第１期活動の総括（2016-2017） 
*平尾 好弘1、延原 文祥2、松田 規宏3、大西 世紀1、坂本 幸夫4 （1. 海技研、2. 東京ニュークリア・サービス、3.

JAEA、4. アトックス） 

遮蔽設計に用いる普通コンクリート組成のばらつきに関する検討 
*木村 健一1 （1. フジタ） 

 
 
 

全体会議

「学生連絡会」第34回全体会議 
E会場

 
 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-1 放射線挙動，遮蔽工学

シミュレーション・測定 
座長:中尾 徳晶(清水建設) 

E会場
 

PHITSコード開発の現状 
*佐藤 達彦1、岩元 洋介1、橋本 慎太郎1、小川 達彦1、古田 琢哉1、安部 晋一郎1、甲斐 健師1、 Tsai Pien1、松田 規

宏1、岩瀬 広2 （1. JAEA、2. KEK） 

遮蔽計算のための基盤的可視化ソフトウェアの開発 
*大西 世紀1 （1. 海技研） 

CERN/CHARMにおける24GeV陽子を用いた遮蔽実験 
(8)鉄の遮蔽体厚みに対するエネルギースペクトルと減弱係数 (2) 
*李 恩智1、執行 信寛1、梶本 剛2、佐波 俊哉3,4、萩原 雅之3,4、八島 浩5、大山 隆弘3、 Robert Froeschl6、 Elpida

Iliopoulou6 （1. 九大、2. 広島大、3. KEK、4. 総研大、5. 京大、6. CERN） 

位置情報付き散乱線寄与測定装置の製作 
*平山 英夫1,2、近藤 健次郎1,2、鈴木 征四郎2、岩永 宏平2、谷村 嘉彦3 （1. KEK、2. 規制庁、3. JAEA） 

深層学習を用いたスペクトル経時変動からの微量放射能等の算定の試み 
*谷口 雅弘1、西山 恭平1 （1. 大成建設） 

深層学習を用いたスペクトル経時変動学習モデルの試作 
*西山 恭平1、谷口 雅弘1 （1. 大成建設） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-4 量子線の医学利用

医学応用 
座長:田中 浩基(京大) 

E会場
 

ドラッグデリバリーシステムと荷電粒子線併用治療のためのカプセルにおける薬剤担持および放出特性の
評価 
*長尾 理那1、寺川 貴樹1、藤原 充啓1、松山 成男1、金 聖潤1、伊藤 辰也1、新堀 雄一1、千田 太詩1、佐藤 和宏1 （1.
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一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 504-3 燃料再処理

FP分離挙動 
座長:飯塚 政利(電中研) 

D会場
 

フッ化物揮発法におけるモリブデンのフッ化挙動に関する検討 
*渡邉 大輔1、秋山 大輔1、佐藤 修彰1 （1. 東北大） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 504-3 燃料再処理

再処理工場における安全性向上 
座長:飯塚 政利(電中研) 

D会場
 

高レベル濃縮廃液の沸騰乾固事故の研究 
(1) 模擬廃液を用いた NO、 NO2および O2生成挙動の検討 
*小玉 貴司1、衣旗 広志1、熊谷 幹郎2、鈴木 和則2、林 慎一郎2、松岡 伸吾2 （1. 日本原燃、2. UI技研） 

高レベル濃縮廃液の沸騰乾固事故の研究 
(2) 模擬廃液から生成する NOおよび NO2の生成源 
*衣旗 広志1、小玉 貴司1、熊谷 幹郎2、鈴木 和則2、林 慎一郎2、松岡 伸吾2 （1. 日本原燃、2. UI技研） 

 
 
 

全体会議

「再処理・リサイクル部会」第36回全体会議 
D会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 再処理・リサイクル部会

乾式再処理に関する国内外の研究開発の現状 
座長:森田 泰治(JAEA) 

D会場
 

乾式再処理の概要および各国の研究開発動向 
*小山 正史1 （1. 電中研） 

窒化物燃料の処理技術の現状 
*林 博和1 （1. JAEA） 

金属燃料および酸化物燃料の処理技術の現状 
*飯塚 政利1 （1. 電中研） 

フッ化物揮発法を用いた酸化物燃料の処理技術の現状 
*星野 国義1 （1. 日立 GE） 

溶融塩炉燃料の処理技術開発の現状 
*松浦 治明1 （1. 東京都市大） 

 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-1 放射線挙動，遮蔽工学

簡易計算・遮蔽材 
座長:谷口 雅弘(大成建設) 

E会場
 

EGSコードによるγ線ビルドアップ係数の算出 
*河野 秀紀1、坂本 幸夫1、平山 英夫2 （1. アトックス、2. KEK） 

―　20　―

―　21　―
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一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，核反応工学

ImPACT 1 (実験的研究) 
座長:明午 伸一郎(JAEA) 

E会場
 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(4-1) LLFPの断面積測定とエネルギー依存性 
*大津 秀暁1、 He Wang1、 Sun Xaiohui1、千賀 信幸1、櫻井 博儀1 （1. 理研） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(4-2) 代理反応を用いた7979(n,g)80Se反応断面積評価 
*今井 伸明1、堂園 昌伯1、道正 新一郎1、大津 秀暁2、中野 敬太3、下浦 享1 （1. 東大、2. 理研、3. 九大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(4-3) 低速 RIビームを用いた LLFP核の陽子・重陽子誘起反応測定 
*堂園 昌伯1、今井 伸明1、道正 新一郎1、下浦 享1、大津 秀暁2、中野 敬太3、他 ImPACT17-02-01 collaboration

（1. 東大、2. 理研、3. 九大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(4-4) 93Zrに対する50,100,200MeV/u陽子・重陽子入射核破砕反応による同位体生成 
*中野 敬太1,2、渡辺 幸信1、川瀬 頌一郎1、諏訪 純貴1,2、大津 秀暁2、櫻井 博儀2、王 赫2、千賀 信幸2、中村 隆司3

、武内 聡3 （1. 九大、2. 理研、3. 東工大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(4-5) クーロン分解反応を用いた LLFPの中性子捕獲反応断面積の評価 
*武内 聡1、中村 隆司1、大津 秀暁2、渡辺 幸信3 （1. 東工大、2. 理研、3. 九大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(4-6) 長寿命核分裂生成核種 Cs-135の中性子捕獲反応断面積測定 
*中村 詔司1、木村 敦1、 Brian HALSE1、岩本 修1、芝原 雄司2、上原 章寛3、藤井 俊行4 （1. JAEA、2. 京大、3.

QST、4. 阪大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(4-7) パラジウム107 (107Pd) 核変換実証試験 
*三宅 泰斗1、生駒 直弥1、 Sahoo Yu Vin1、高橋 和也1、奥野 広樹1 （1. 理研） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，核反応工学

ImPACT 2 (ライブラリ、シミュレーション、核構造) 
座長:小浦 寛之(JAEA) 

E会場
 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(5-1) LLFP核変換核データライブラリー JENDL/ImPACT-2018の開発 
*岩本 修1、国枝 賢1、古立 直也2、湊 太志1、岩本 信之1、中山 梓介1、江幡 修一郎3、西原 健司1、吉田 亨4、渡辺 幸

信5 （1. JAEA、2. 理研、3. 東工大、4. RIST、5. 九大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(5-2) ImPACT核データに基づく PHITSシミュレーション 
*合川 正幸1、ダグワドルジ イチンホルロー1、江幡 修一郎2 （1. 北大、2. 東工大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(5-3) d-Li中性子源による核変換のための PHITS用データベースの開発 
*中山 梓介1 （1. JAEA） 

核変換による⾼レベル放射性廃棄物の⼤幅な低減・資源化 
(5-4) LLFPの陽子・重陽子入射核破砕同位体生成に対する PHITS核反応モデルの改良 
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東北大） 

マイクロビームを用いた局所的照射による DNA損傷の3次元位置情報解析 
*竹本 健人1 （1. 東大） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，核反応工学

核種生成断面積、弾き出し断面積、 PHITS 
座長:大津 秀暁(理研) 

E会場
 

J-PARCにおける0.4 - 3.0 GeV陽子を用いた核種⽣成断⾯積測定(II) 
軽核種における核種生成断面積 
*松田 洋樹1、明午 伸一郎1、前川 藤夫1、岩元 大樹1 （1. J-PARC/JAEA） 

0.4～3 GeV領域の陽子入射における銅及びアルミの弾き出し断面積の測定 
*明午 伸一郎1、松田 洋樹1、岩元 洋介1、岩元 大樹1、前川 藤夫1、長谷川 勝一1、吉田 誠2、中本 建志2 （1. J-

PARC/JAEA、2. J-PARC/KEK） 

核破砕反応による核種生成断面積に対する核反応モデルの予測精度の調査 
*岩元 大樹1、明午 伸一郎1、松田 洋樹1 （1. JAEA） 

エネルギー範囲0.1～450GeV陽子照射による材料の非熱的な欠陥再結合補正を考慮した DPA断面積計算 
*岩元 洋介1、岩元 大樹1、明午 伸一郎1 （1. JAEA） 

1粒子波動関数に基づく運動量分布を利用した PHITSにおける核内カスケードモデルの改良 
*橋本 慎太郎1、佐藤 達彦1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，核反応工学

高速中性子捕獲反応 
座長:岩元 大樹(JAEA) 

E会場
 

核変換システム開発のための長寿命 MA核種の高速中性子捕獲反応データの精度向上に関する研究 
(1) プロジェクトの全体計画 
*片渕 竜也1、岩本 修2、堀 順一3、岩本 信之2、木村 敦2、中村 詔司2、芝原 雄二3、寺田 和司1 （1. 東工大、2.

JAEA、3. 京大） 

核変換システム開発のための長寿命 MA核種の高速中性子捕獲反応データの精度向上に関する研究 
(2)J-PARC ANNRIでの中性子フィルタ装置開発と捕獲反応断面積測定 
*木村 敦1、中村 詔司1、岩本 信之1、岩本 修1、片渕 竜也2、寺田 和司2、 Gerard Leveroni2、堀 順一3、芝原 雄司3

（1. JAEA、2. 東工大、3. 京大） 

核変換システム開発のための長寿命 MA核種の高速中性子捕獲反応データの精度向上に関する研究 
(3) 測定試料の不純物及び同位体分析技術の開発 
*芝原 雄司1、堀 順一1、福谷 哲1、高宮 幸一1、片渕 竜也2、寺田 和司2、岩本 修3、岩本 信之3、木村 敦3、中村 詔司3

（1. 京大、2. 東工大、3. JAEA） 

核変換システム開発のための長寿命 MA核種の高速中性子捕獲反応データの精度向上に関する研究 
(4) MA核データ評価手法の開発 
*岩本 信之1、岩本 修1、中村 詔司1、木村 敦1、片渕 竜也2、 Gerard Rovira Leveroni2 （1. JAEA、2. 東工大） 
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*佐藤 俊輔1、渡辺 幸信1、小川 達彦2,3、仁井田 浩二4 （1. 九大、2. JAEA、3. CEA Saclay、4. RIST） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(5-5) 密度汎関数計算による核構造データ 
*中務 孝1,2、江幡 修一郎3、鷲山 広平4 （1. 筑波大、2. 理研、3. 東工大、4. 九大） 

 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，核反応工学

核図表、核データ評価、核データ検証 
座長:合川 正幸(北大) 

E会場
 

核図表2018の作成 
*小浦 寛之1、片倉 純一2、橘 孝博3、湊 太志4 （1. JAEA、2. 長岡技科大、3. 早稲田大、4. JAEA） 

Evaluations of neutron induced reaction cross sections for 35,36,37Cl 
*Jeongyeon Lee1, Shin Okumura2, Kohsuke Tsubakihara1, Satoshi Chiba1 （1. Tokyo Tech, 2. IAEA） 

コンクリート深層透過問題に対する28Si断面積不確かさの影響評価 
*稲倉 恒法1、山野 直樹1、千葉 敏1 （1. 東工大） 

FENDL-3.1d ACEファイルの発熱数の確率テーブルの問題 
*今野 力1、権 セロム2 （1. JAEA、2. QST） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，核反応工学

核分裂、重元素 
座長:中務 孝(筑波大) 

E会場
 

ランジュバン模型の改良 
*石塚 知香子1、マーク ウサング2、石井 葉子1、イワニューク フェディエール3,1、千葉 敏1,4 （1. 東工大、2. マ

レーシア原子力庁、3. キエフ原子核研究所、4. 国立天文台） 

核分裂障壁データを用いた有効核力パラメータの改良 
*岩田 順敬1、 Kun Ratha Kean1,2、千葉 敏1 （1. 東工大、2. JAEA） 

殻補正に基づく系統的な核分裂収率の算出とその共分散の評価 
*椿原 康介1、石塚 知香子1、吉田 正1、千葉 敏1 （1. 東工大） 

高励起複合核における核分裂および中性子放出の競合過程 
*田中 翔也1,2、廣瀬 健太郎2、西尾 勝久2、有友 嘉浩1、太田 雅久3 （1. 近大、2. JAEA、3. 甲南大） 

実時間平均場模型による Z=120超重元素合成の理論研究 
*江幡 修一郎1、千葉 敏1、 Fedir Ivanyuk1、 Vladimir Litnevsky1 （1. 東工大） 

反対称化分子動力学による重元素領域における多核子移行反応機構の研究(2) 
石井 葉子1、石塚 知香子1、小野 章2、*千葉 敏1 （1. Tokyo Tech、2. Tohoku Univ.） 

 
 
 

全体会議

「核データ部会」第39回全体会議 
E会場
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企画セッション | 部会・連絡会セッション | 核データ部会[「シグマ」特別専門委員会共催]

核分裂生成物核種の核データ研究のフロンティア 
座長:国枝 賢(JAEA) 

E会場
 

評価研究の進展： JENDL-4.0からその先へ 
*岩本 信之1 （1. JAEA） 

核分裂収率における研究の最前線 
*千葉 敏1 （1. 東工大） 

測定研究の進展と今後の狙い 
*片渕 竜也1 （1. 東工大） 

原子力エネルギーシステム応用の観点から 
*千葉 豪1 （1. 北大） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，核反応工学

核データ測定 
座長:岩元 洋介(JAEA) 

E会場
 

Biに対する7 MeV/u α入射による中性子生成量測定 
*杉原 健太1、李 恩智1、執行 信寛1、田中 鐘信2、赤塩 敦子2、佐波 俊哉3 （1. 九大、2. 理研、3. KEK） 

医療用放射性核種169Yb生成のためのnatErへの50 MeVアルファ粒子入射における生成断面積測定 
*齋藤 萌美1、合川 正幸1、坂口 理哉1、右近 直之2、小森 有希子3、羽場 宏光3 （1. 北大、2. 福島県立医科大学、3.

理研） 

Measurement and Resonance Analysis of the Neutron Capture Cross Section of Np-237 
*Gerard Rovira Leveroni1, Tatsuya Katabuchi1, Shota Matsuura1, Ken-ichi Tosaka1, Osamu Iwamoto2, Atsushi

Kimura2, Shoji Nakamura2, Nobuyuki Iwamoto2, Kazushi Terada1 （1. Tokyo Tech, 2. JAEA） 

J-PARCにおける Ta-181の中性子透過測定とシミュレーション計算 
*原 かおる1、浅子 穣1、甲斐 哲也2、佐藤 博隆1、加美山 隆1 （1. 北大、2. JAEA） 

制動放射光を用いた鉛206 の共鳴散乱断面積の測定 
*静間 俊行1、岩本 信之2、牧永 綾乃3、 R Massarczyk4、 R Schwengner5、 R Beyer5、 D Bemmerer5、 M Dietz5

、 A Junghans5、 T Kogler5 （1. 量研、2. JAEA、3. 帝京大、4. LLNL、5. HZDR） 

In-114の中性子捕獲断面積評価のための In-115核共鳴蛍光散乱実験 
*牧永 あや乃1、 R Schwengner2、 R Beyer2、 M Grieger2、 S Hammer2、 T Hensel2、 A Junghans2、 F Ludwig2

、 S Meuller2、 K Roemer2 （1. 帝京大、2. ロッセンドルフ研） 
 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-3 中性子源・中性子工学

中性子源、中性子利用 
座長:伊藤 主税(JAEA) 

F会場
 

J-PARC MLF BL06 中性子共鳴スピンエコー分光器群(VIN ROSE)の現状と展開 
*日野 正裕1、小田 達郎1、遠藤 仁2、細畠 拓也3、山形 豊3、船間 史晃4、川端 祐司1 （1. 京大、2. KEK、3. 理研、4.

京大） 

京大加速器中性子源における磁気イメージングシステムの構築 
*田崎 誠司1、山田 寛人1、足立 裕也1、沖田 将一朗1、安部 豊1 （1. 京大） 

―　22　―



[2E10-16]

[2E10]

[2E11]

[2E12]

[2E13]

[2E14]

[2E15]

[2E16]

[2E17-21]

[2E17]

[2E18]

[2E19]

[2E20]

- 18 -

 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，核反応工学

ImPACT 1 (実験的研究) 
座長:明午 伸一郎(JAEA) 

E会場
 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(4-1) LLFPの断面積測定とエネルギー依存性 
*大津 秀暁1、 He Wang1、 Sun Xaiohui1、千賀 信幸1、櫻井 博儀1 （1. 理研） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(4-2) 代理反応を用いた7979(n,g)80Se反応断面積評価 
*今井 伸明1、堂園 昌伯1、道正 新一郎1、大津 秀暁2、中野 敬太3、下浦 享1 （1. 東大、2. 理研、3. 九大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(4-3) 低速 RIビームを用いた LLFP核の陽子・重陽子誘起反応測定 
*堂園 昌伯1、今井 伸明1、道正 新一郎1、下浦 享1、大津 秀暁2、中野 敬太3、他 ImPACT17-02-01 collaboration

（1. 東大、2. 理研、3. 九大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(4-4) 93Zrに対する50,100,200MeV/u陽子・重陽子入射核破砕反応による同位体生成 
*中野 敬太1,2、渡辺 幸信1、川瀬 頌一郎1、諏訪 純貴1,2、大津 秀暁2、櫻井 博儀2、王 赫2、千賀 信幸2、中村 隆司3

、武内 聡3 （1. 九大、2. 理研、3. 東工大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(4-5) クーロン分解反応を用いた LLFPの中性子捕獲反応断面積の評価 
*武内 聡1、中村 隆司1、大津 秀暁2、渡辺 幸信3 （1. 東工大、2. 理研、3. 九大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(4-6) 長寿命核分裂生成核種 Cs-135の中性子捕獲反応断面積測定 
*中村 詔司1、木村 敦1、 Brian HALSE1、岩本 修1、芝原 雄司2、上原 章寛3、藤井 俊行4 （1. JAEA、2. 京大、3.

QST、4. 阪大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(4-7) パラジウム107 (107Pd) 核変換実証試験 
*三宅 泰斗1、生駒 直弥1、 Sahoo Yu Vin1、高橋 和也1、奥野 広樹1 （1. 理研） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，核反応工学

ImPACT 2 (ライブラリ、シミュレーション、核構造) 
座長:小浦 寛之(JAEA) 

E会場
 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(5-1) LLFP核変換核データライブラリー JENDL/ImPACT-2018の開発 
*岩本 修1、国枝 賢1、古立 直也2、湊 太志1、岩本 信之1、中山 梓介1、江幡 修一郎3、西原 健司1、吉田 亨4、渡辺 幸

信5 （1. JAEA、2. 理研、3. 東工大、4. RIST、5. 九大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(5-2) ImPACT核データに基づく PHITSシミュレーション 
*合川 正幸1、ダグワドルジ イチンホルロー1、江幡 修一郎2 （1. 北大、2. 東工大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(5-3) d-Li中性子源による核変換のための PHITS用データベースの開発 
*中山 梓介1 （1. JAEA） 

核変換による⾼レベル放射性廃棄物の⼤幅な低減・資源化 
(5-4) LLFPの陽子・重陽子入射核破砕同位体生成に対する PHITS核反応モデルの改良 
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東北大） 

マイクロビームを用いた局所的照射による DNA損傷の3次元位置情報解析 
*竹本 健人1 （1. 東大） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，核反応工学

核種生成断面積、弾き出し断面積、 PHITS 
座長:大津 秀暁(理研) 

E会場
 

J-PARCにおける0.4 - 3.0 GeV陽子を用いた核種⽣成断⾯積測定(II) 
軽核種における核種生成断面積 
*松田 洋樹1、明午 伸一郎1、前川 藤夫1、岩元 大樹1 （1. J-PARC/JAEA） 

0.4～3 GeV領域の陽子入射における銅及びアルミの弾き出し断面積の測定 
*明午 伸一郎1、松田 洋樹1、岩元 洋介1、岩元 大樹1、前川 藤夫1、長谷川 勝一1、吉田 誠2、中本 建志2 （1. J-

PARC/JAEA、2. J-PARC/KEK） 

核破砕反応による核種生成断面積に対する核反応モデルの予測精度の調査 
*岩元 大樹1、明午 伸一郎1、松田 洋樹1 （1. JAEA） 

エネルギー範囲0.1～450GeV陽子照射による材料の非熱的な欠陥再結合補正を考慮した DPA断面積計算 
*岩元 洋介1、岩元 大樹1、明午 伸一郎1 （1. JAEA） 

1粒子波動関数に基づく運動量分布を利用した PHITSにおける核内カスケードモデルの改良 
*橋本 慎太郎1、佐藤 達彦1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，核反応工学

高速中性子捕獲反応 
座長:岩元 大樹(JAEA) 

E会場
 

核変換システム開発のための長寿命 MA核種の高速中性子捕獲反応データの精度向上に関する研究 
(1) プロジェクトの全体計画 
*片渕 竜也1、岩本 修2、堀 順一3、岩本 信之2、木村 敦2、中村 詔司2、芝原 雄二3、寺田 和司1 （1. 東工大、2.

JAEA、3. 京大） 

核変換システム開発のための長寿命 MA核種の高速中性子捕獲反応データの精度向上に関する研究 
(2)J-PARC ANNRIでの中性子フィルタ装置開発と捕獲反応断面積測定 
*木村 敦1、中村 詔司1、岩本 信之1、岩本 修1、片渕 竜也2、寺田 和司2、 Gerard Leveroni2、堀 順一3、芝原 雄司3

（1. JAEA、2. 東工大、3. 京大） 

核変換システム開発のための長寿命 MA核種の高速中性子捕獲反応データの精度向上に関する研究 
(3) 測定試料の不純物及び同位体分析技術の開発 
*芝原 雄司1、堀 順一1、福谷 哲1、高宮 幸一1、片渕 竜也2、寺田 和司2、岩本 修3、岩本 信之3、木村 敦3、中村 詔司3

（1. 京大、2. 東工大、3. JAEA） 

核変換システム開発のための長寿命 MA核種の高速中性子捕獲反応データの精度向上に関する研究 
(4) MA核データ評価手法の開発 
*岩本 信之1、岩本 修1、中村 詔司1、木村 敦1、片渕 竜也2、 Gerard Rovira Leveroni2 （1. JAEA、2. 東工大） 
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*佐藤 俊輔1、渡辺 幸信1、小川 達彦2,3、仁井田 浩二4 （1. 九大、2. JAEA、3. CEA Saclay、4. RIST） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(5-5) 密度汎関数計算による核構造データ 
*中務 孝1,2、江幡 修一郎3、鷲山 広平4 （1. 筑波大、2. 理研、3. 東工大、4. 九大） 

 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，核反応工学

核図表、核データ評価、核データ検証 
座長:合川 正幸(北大) 

E会場
 

核図表2018の作成 
*小浦 寛之1、片倉 純一2、橘 孝博3、湊 太志4 （1. JAEA、2. 長岡技科大、3. 早稲田大、4. JAEA） 

Evaluations of neutron induced reaction cross sections for 35,36,37Cl 
*Jeongyeon Lee1, Shin Okumura2, Kohsuke Tsubakihara1, Satoshi Chiba1 （1. Tokyo Tech, 2. IAEA） 

コンクリート深層透過問題に対する28Si断面積不確かさの影響評価 
*稲倉 恒法1、山野 直樹1、千葉 敏1 （1. 東工大） 

FENDL-3.1d ACEファイルの発熱数の確率テーブルの問題 
*今野 力1、権 セロム2 （1. JAEA、2. QST） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，核反応工学

核分裂、重元素 
座長:中務 孝(筑波大) 

E会場
 

ランジュバン模型の改良 
*石塚 知香子1、マーク ウサング2、石井 葉子1、イワニューク フェディエール3,1、千葉 敏1,4 （1. 東工大、2. マ

レーシア原子力庁、3. キエフ原子核研究所、4. 国立天文台） 

核分裂障壁データを用いた有効核力パラメータの改良 
*岩田 順敬1、 Kun Ratha Kean1,2、千葉 敏1 （1. 東工大、2. JAEA） 

殻補正に基づく系統的な核分裂収率の算出とその共分散の評価 
*椿原 康介1、石塚 知香子1、吉田 正1、千葉 敏1 （1. 東工大） 

高励起複合核における核分裂および中性子放出の競合過程 
*田中 翔也1,2、廣瀬 健太郎2、西尾 勝久2、有友 嘉浩1、太田 雅久3 （1. 近大、2. JAEA、3. 甲南大） 

実時間平均場模型による Z=120超重元素合成の理論研究 
*江幡 修一郎1、千葉 敏1、 Fedir Ivanyuk1、 Vladimir Litnevsky1 （1. 東工大） 

反対称化分子動力学による重元素領域における多核子移行反応機構の研究(2) 
石井 葉子1、石塚 知香子1、小野 章2、*千葉 敏1 （1. Tokyo Tech、2. Tohoku Univ.） 

 
 
 

全体会議

「核データ部会」第39回全体会議 
E会場
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企画セッション | 部会・連絡会セッション | 核データ部会[「シグマ」特別専門委員会共催]

核分裂生成物核種の核データ研究のフロンティア 
座長:国枝 賢(JAEA) 

E会場
 

評価研究の進展： JENDL-4.0からその先へ 
*岩本 信之1 （1. JAEA） 

核分裂収率における研究の最前線 
*千葉 敏1 （1. 東工大） 

測定研究の進展と今後の狙い 
*片渕 竜也1 （1. 東工大） 

原子力エネルギーシステム応用の観点から 
*千葉 豪1 （1. 北大） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，核反応工学

核データ測定 
座長:岩元 洋介(JAEA) 

E会場
 

Biに対する7 MeV/u α入射による中性子生成量測定 
*杉原 健太1、李 恩智1、執行 信寛1、田中 鐘信2、赤塩 敦子2、佐波 俊哉3 （1. 九大、2. 理研、3. KEK） 

医療用放射性核種169Yb生成のためのnatErへの50 MeVアルファ粒子入射における生成断面積測定 
*齋藤 萌美1、合川 正幸1、坂口 理哉1、右近 直之2、小森 有希子3、羽場 宏光3 （1. 北大、2. 福島県立医科大学、3.

理研） 

Measurement and Resonance Analysis of the Neutron Capture Cross Section of Np-237 
*Gerard Rovira Leveroni1, Tatsuya Katabuchi1, Shota Matsuura1, Ken-ichi Tosaka1, Osamu Iwamoto2, Atsushi

Kimura2, Shoji Nakamura2, Nobuyuki Iwamoto2, Kazushi Terada1 （1. Tokyo Tech, 2. JAEA） 

J-PARCにおける Ta-181の中性子透過測定とシミュレーション計算 
*原 かおる1、浅子 穣1、甲斐 哲也2、佐藤 博隆1、加美山 隆1 （1. 北大、2. JAEA） 

制動放射光を用いた鉛206 の共鳴散乱断面積の測定 
*静間 俊行1、岩本 信之2、牧永 綾乃3、 R Massarczyk4、 R Schwengner5、 R Beyer5、 D Bemmerer5、 M Dietz5

、 A Junghans5、 T Kogler5 （1. 量研、2. JAEA、3. 帝京大、4. LLNL、5. HZDR） 

In-114の中性子捕獲断面積評価のための In-115核共鳴蛍光散乱実験 
*牧永 あや乃1、 R Schwengner2、 R Beyer2、 M Grieger2、 S Hammer2、 T Hensel2、 A Junghans2、 F Ludwig2

、 S Meuller2、 K Roemer2 （1. 帝京大、2. ロッセンドルフ研） 
 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-3 中性子源・中性子工学

中性子源、中性子利用 
座長:伊藤 主税(JAEA) 

F会場
 

J-PARC MLF BL06 中性子共鳴スピンエコー分光器群(VIN ROSE)の現状と展開 
*日野 正裕1、小田 達郎1、遠藤 仁2、細畠 拓也3、山形 豊3、船間 史晃4、川端 祐司1 （1. 京大、2. KEK、3. 理研、4.

京大） 

京大加速器中性子源における磁気イメージングシステムの構築 
*田崎 誠司1、山田 寛人1、足立 裕也1、沖田 将一朗1、安部 豊1 （1. 京大） 
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サイクロトロンからの多重入射ビームを用いた LLFP核変換用中性子源 
*武田 佳次朗1、福田 光宏1、土岐 博1、関 亮一1、神田 浩樹1、依田 哲彦1、中尾 政夫1、篠塚 勉2 （1. 阪大、2. 東北

大） 

京大加速器中性子源(KUANS)における減速材形状に関する研究 
*沖田 将一朗1、田崎 誠司1、安部 豊1 （1. 京大） 

J-PARC核破砕中性子源の中性子実験装置における高速中性子強度及び分布の測定 
*原田 正英1、池田 裕二郎1、勅使河原 誠1、大井 元貴1、及川 健一1 （1. JAEA） 

アンフォールディングにおける多重箔放射化反応間の相関導出 
*青木 勝海1、金 政浩1、 MD Kawchar Ahmed Patwary1、荒木 直人1、吉浪 皓亮1、山口 真矢2、渡辺 幸信1、伊藤 正

俊3 （1. 九大、2. 九大、3. 東北大） 
 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-3 中性子源・中性子工学

JRR-3 
座長:沢 和弘(北大) 

F会場
 

JRR-3の新規制基準適合について 
1 概論 
*和田 茂1、川村 奨1、鈴木 真琴1、木村 和也1、永冨 英紀1 （1. JAEA） 

JRR-3の新規制基準適合について 
(2)外部事象への対応 
*鈴木 真琴1、川村 奨1、小林 哲也1、堀口 洋徳1、和田 茂1 （1. JAEA） 

JRR-3の新規制基準適合について 
(3)耐震設計と津波評価 
*川村 奨1、小林 哲也1、田中 遊雲1、桐田 史生1、瀬下 和芳1、和田 茂1 （1. JAEA） 

JRR-3の新規制基準適合について 
(4) BDBAへの対応 
*木村 和也1、荒木 正明1、永冨 英記1、和田 茂1 （1. JAEA） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-2 放射線物理，放射線計測

原子炉計測 
座長:豊原 尚実(横浜国大) 

F会場
 

過酷事故対応原子炉用電子デバイスへの適用に向けた高温動作電子部品の開発 
*三好 洋紀1、⾦⼦ 純⼀2、花田 尊徳2、山脇 太造4、梅沢 仁3 （1. 北大、2. 北大、3. 産総研、4. 日立） 

原子核乾板を用いた透過型ミューオンラジオグラフィによる浜岡原子力発電所２号機格納容器下部の観測
（その８） 
森島 邦博1、*中村 光廣1、北川 暢子1、西尾 晃1、久野 光慧1、眞部 祐太1、辻 建二2、大山 正孝2 （1. 名大、2. 中部

電力） 

原子炉ニュートリノモニター開発のための環境放射線測定 
*池山 佑太1、清水 慧悟1、赤間 健1、廣田 歩1、中島 恭平1、玉川 洋一1 （1. 福井大） 

光ファイバ型放射線モニタにおける熱輻射補正法の検討 
*田所 孝広1、畠山 修一1、上野 克宜1、上野 雄一郎1、佐々木 敬介2、榊原 吉伸2、渋谷 徹2、伊藤 孝広2 （1. 日立、2.

日立） 

[2F05]

[2F06-09]
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[2F_GM]

[2F_PL]

[2F_PL01]
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[2F12]
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福島第一原子力発電所2号機の格納容器内線量分布と汚染濃度の簡易評価 
*和田 彩希1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-2 放射線物理，放射線計測

非破壊計測・分析 
座長:河原林 順(東京都市大) 

F会場
 

Study on the novel resonance ionization scheme of strontium for the isotope selectivity
enhancement 
*DONGUK CHEON1, YOSHIHIRO IWATA1, MASABUMI MIYABE2, SHUICHI HASEGAWA1 （1. Univ. of Tokyo, 2.

JAEA） 

エネルギー分解 X線コンピュータ断層撮影による金属容器中の物質の実効原子番号測定 
石川 翔太1、濵口 拓1、*神野 郁夫1 （1. 京大） 

直線軌道投影による X線 CTの圧縮センシング再構成 
*三津谷 有貴1、小沢 壱生1、土橋 克広1、草野 譲一2、上坂 充1 （1. 東大、2. アキュセラ） 

燃料デブリ収納缶の核物質計量を目指した非破壊測定技術の課題 
*奥村 啓介1、寺島 顕一1、長谷 竹晃1、米田 政夫1、芝 知宙1、名内 泰志2、高田 映3、小菅 義広3 （1. JAEA、2. 電中

研、3. NESI） 
 
 
 

全体会議

「放射線工学部会」第50回全体会議 
F会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 放射線工学部会

電子顕微鏡の現状と将来展望 
座長:高橋 浩之(東大) 

F会場
 

先進原子分解能電子顕微鏡による材料局所電磁場解析 
*柴田 直哉1 （1. 東大） 

走査透過電子顕微鏡および電子エネルギー損失分光法による材料評価 
*木本 浩司1 （1. 物材機構） 

電子線ホログラフィーによる材料解析 
*谷垣 俊明1 （1. 日立） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-2 放射線物理，放射線計測

コンプトンカメラ 
座長:人見 啓太朗(東北大) 

F会場
 

The application of Double-sided Silicon Strip Detector in Compton camera 
*ZHIHONG ZHONG1 （1. Univ. of Tokyo） 

CdTe半導体検出器を用いたディジタル計測システムにおける高計数率対応 
*高崎 史晟1、河原林 順2、持木 幸一2、羽倉 尚人2 （1. 東京都市大、2. 東京都市大） 

コンプトンカメラの高感度化に向けた検討 
*上ノ町 水紀1、吉原 有里1、島添 健次1、高橋 浩之1 （1. 東大） 
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一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-2 放射線物理，放射線計測

線量計測 
座長:神野 郁夫(京大) 

F会場
 

ホウ素中性子捕捉療法のためのオンライン線量評価用イメージングシステムの研究 
*松浦 翔太1、片渕 竜也1、ジェラルド ロビラ レベロニ1、河地 有木2、鈴井 伸郎2、山口 充孝2 （1. 東工大、2.

QST） 

高線量率用 TOFシンチレーション光ファイバー放射線センサーの特性評価 
*寺阪 祐太1,2、佐藤 優樹1、渡辺 賢一2、瓜谷 章2、鳥居 建男1 （1. JAEA、2. 名大） 

放射線治療中の患部周辺線量をモニターするための光ファイバーを用いた小型線量計の開発 
*平田 悠歩1、山﨑 淳1、渡辺 賢一1、吉橋 幸子1、瓜谷 章1、古場 裕介2、松藤 成弘2 （1. 名大、2. QST） 

GEMシンチレーション発光による炭素ビームの深度線量分布測定 
*辰本 隆太1、藤原 健2、古場 裕介3、三津谷 有貴4、前畑 京介1、中村 吏一朗1、川原 秀斗1 （1. 九大、2. 産総研、3.

放医研、4. 東大） 

炭素線ビームを照射した各種ゲル線量計の吸収線量分布の評価 
*豊原 尚実1、五東 弘昭1、三橋 舞子1、林 和哉1、只野 喬介2、蓑原 伸一3、下野 義章3 （1. 横浜国大、2. 神奈川県立

がんセンター、3. 東芝 ESS） 
 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-2 放射線物理，放射線計測

半導体検出器 
座長:島添 健次(東大) 

F会場
 

臭化タリウム半導体検出器の大型化に関する検討 
*松本 伎朗1、渡辺 賢一1、人見 啓太朗2、長野 宣道2、野上 光博2、吉橋 幸子1、山崎 淳1、瓜谷 章1 （1. 名大、2. 東

北大） 

TlBr単結晶の大型・高品質化に向けた原料精製プロセスの改良 
*山石 直也1、金子 純一1、中村 憲法1、長谷川 達也1、樋口 幹雄1、人見 啓太朗2、長野 宣道2、野上 光博2 （1. 北

大、2. 東北大） 

TlBr半導体を用いた指向性ガンマ線検出器の製作 
*野上 光博1、人見 啓太朗1、石井 慶造1、小野寺 敏幸2、渡辺 賢一3、鳥居 建男4、佐藤 優樹4、谷村 嘉彦4、川端 邦明
4、高橋 浩之5 （1. 東北大、2. 東北工大、3. 名大、4. JAEA、5. 東大） 

TlBr半導体検出器の信号電荷輸送特性の温度依存性測定 
*小峰 良太1、 HOANG Dinh Xuan1、橋本 大歩1、前畑 京介1、伊豫本 直子1、尾鍋 秀明2、人見 啓太朗3、小野寺 敏幸
4 （1. 九大、2. レイテック、3. 東北大、4. 東北工大） 

 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-2 放射線物理，放射線計測

中性子計測1 
座長:前畑 京介(九大) 

F会場
 

ToF中性子回折イメージング用高分解能シンチレータ検出器の開発 
*中村 龍也1、川崎 卓郎1、藤 健太郎1、筒井 紀彰1、海老根 守澄1、美留町 厚1、坂佐井 馨1 （1. JAEA） 

チェレンコフ光検出器を用いたアクティブ中性子法試験 
*米田 政夫1、大図 章1、藤 暢輔1 （1. JAEA） 
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核不拡散・核セキュリティ用アクティブ中性子 NDA 装置の開発 (2) 
PGA測定に適した統合装置構成物質の検討 
*古高 和禎1、藤 暢輔1 （1. JAEA） 

高速中性子直接問いかけ法用高速応答中性子検出器バンクの開発 
*前田 亮1、古高 和禎1、大図 章1、米田 政夫1、藤 暢輔1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-2 放射線物理，放射線計測

中性子計測2 
座長:渡辺 賢一(名大) 

F会場
 

Study of sample shape effects on neutron resonance transmission analysis 
*Fei Ma1, Harufumi Tsuchiya1, Fumito Kitatani1 （1. JAEA） 

飛行時間法を用いた Self-indication法による中性子共鳴温度分析 
*瀬川 麻里子1、藤 暢輔1、甲斐 哲也1、前田 亮1、常山 正幸2 （1. JAEA、2. 日本アド） 

粒子輸送シミュレーション計算と実験による中性子源の特性評価 
(1) PHITSによる小型サイクロトロンの熱中性子源に関する研究 
*藤谷 佑樹1、加美山 隆2、佐藤 博隆2、鵜野 浩行3、上本 龍二3、日塔 光一4、上松 幹夫4、園田 幸夫4、鬼柳 善明5

（1. 北大、2. 北大、3. 住重アテックス、4. 東芝 TSI、5. 名大） 

粒子輸送シミュレーション計算と実験による中性子源の特性評価 
(2)金属箔を用いた中性子フラックス計測 
*鵜野 浩行1、上本 龍二1、日塔 光一2、上松 幹夫2、園田 幸夫2、藤谷 佑樹3、加美山 隆4、佐藤 博隆4、鬼柳 善明5

（1. 住重アテックス、2. 東芝 TSI、3. 北大、4. 北大、5. 名大） 
 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 203-3 ビーム利用・ターゲット

ビーム応用 
座長:菅 晃一(阪大) 

G会場
 

その場イオンビームグラフト重合法におけるグラフト率のモノマー圧力依存性 
*井上 凌一1、藤田 尚希1、中島 慎弥1、溝上 慧1、谷池 晃1、古山 雄一1 （1. 神戸大） 

ハロメタン中の放射線化学反応の再検討 
*神戸 正雄1、近藤 孝文1、荒木 一希1、菅 晃一1、楊 金峰1、吉田 陽一1 （1. 阪大） 

ポリスチレンーフェニルシラン誘導体溶液の電子線パルスラジオリシス 
*岡本 一将1,2、堀 成生2、大沼 正人2、古澤 孝弘1 （1. 阪大、2. 北大） 

可搬型950keV/3.95MeV X線源を使用した燃料デブリ内部の U/Pu濃度推定に関する研究 
*小沢 壱生1、三津谷 有貴1、土橋 克広1、上坂 充1、阿部 弘亨1、芝 知宙2 （1. 東大、2. JAEA） 

枯草菌胞子の発芽・増殖過程の劣化を指標とした放射線照射による損傷菌生成機構の解析 
*古田 雅一1、普天間 章1、傳 大樹1、坂元 仁2、土戸 哲明2 （1. 阪府大、2. 阪府大） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 203-3 ビーム利用・ターゲット

中性子分光・イメージング 
座長:羽島 良一(QST) 

G会場
 

J-PARC MLF BL06における集光 TOF-MIEZE分光装置の検討 
*船間 史晃1、日野 正裕2、小田 達郎2、遠藤 仁3、田崎 誠司　1 （1. 京都大学、2. 京大複合研、3. KEK物構研） 
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サイクロトロンからの多重入射ビームを用いた LLFP核変換用中性子源 
*武田 佳次朗1、福田 光宏1、土岐 博1、関 亮一1、神田 浩樹1、依田 哲彦1、中尾 政夫1、篠塚 勉2 （1. 阪大、2. 東北

大） 

京大加速器中性子源(KUANS)における減速材形状に関する研究 
*沖田 将一朗1、田崎 誠司1、安部 豊1 （1. 京大） 

J-PARC核破砕中性子源の中性子実験装置における高速中性子強度及び分布の測定 
*原田 正英1、池田 裕二郎1、勅使河原 誠1、大井 元貴1、及川 健一1 （1. JAEA） 

アンフォールディングにおける多重箔放射化反応間の相関導出 
*青木 勝海1、金 政浩1、 MD Kawchar Ahmed Patwary1、荒木 直人1、吉浪 皓亮1、山口 真矢2、渡辺 幸信1、伊藤 正

俊3 （1. 九大、2. 九大、3. 東北大） 
 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-3 中性子源・中性子工学

JRR-3 
座長:沢 和弘(北大) 

F会場
 

JRR-3の新規制基準適合について 
1 概論 
*和田 茂1、川村 奨1、鈴木 真琴1、木村 和也1、永冨 英紀1 （1. JAEA） 

JRR-3の新規制基準適合について 
(2)外部事象への対応 
*鈴木 真琴1、川村 奨1、小林 哲也1、堀口 洋徳1、和田 茂1 （1. JAEA） 

JRR-3の新規制基準適合について 
(3)耐震設計と津波評価 
*川村 奨1、小林 哲也1、田中 遊雲1、桐田 史生1、瀬下 和芳1、和田 茂1 （1. JAEA） 

JRR-3の新規制基準適合について 
(4) BDBAへの対応 
*木村 和也1、荒木 正明1、永冨 英記1、和田 茂1 （1. JAEA） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-2 放射線物理，放射線計測

原子炉計測 
座長:豊原 尚実(横浜国大) 

F会場
 

過酷事故対応原子炉用電子デバイスへの適用に向けた高温動作電子部品の開発 
*三好 洋紀1、⾦⼦ 純⼀2、花田 尊徳2、山脇 太造4、梅沢 仁3 （1. 北大、2. 北大、3. 産総研、4. 日立） 

原子核乾板を用いた透過型ミューオンラジオグラフィによる浜岡原子力発電所２号機格納容器下部の観測
（その８） 
森島 邦博1、*中村 光廣1、北川 暢子1、西尾 晃1、久野 光慧1、眞部 祐太1、辻 建二2、大山 正孝2 （1. 名大、2. 中部

電力） 

原子炉ニュートリノモニター開発のための環境放射線測定 
*池山 佑太1、清水 慧悟1、赤間 健1、廣田 歩1、中島 恭平1、玉川 洋一1 （1. 福井大） 

光ファイバ型放射線モニタにおける熱輻射補正法の検討 
*田所 孝広1、畠山 修一1、上野 克宜1、上野 雄一郎1、佐々木 敬介2、榊原 吉伸2、渋谷 徹2、伊藤 孝広2 （1. 日立、2.

日立） 

[2F05]

[2F06-09]

[2F06]

[2F07]

[2F08]

[2F09]

[2F_GM]

[2F_PL]

[2F_PL01]

[2F_PL02]

[2F_PL03]

[2F10-12]

[2F10]

[2F11]

[2F12]
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福島第一原子力発電所2号機の格納容器内線量分布と汚染濃度の簡易評価 
*和田 彩希1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-2 放射線物理，放射線計測

非破壊計測・分析 
座長:河原林 順(東京都市大) 

F会場
 

Study on the novel resonance ionization scheme of strontium for the isotope selectivity
enhancement 
*DONGUK CHEON1, YOSHIHIRO IWATA1, MASABUMI MIYABE2, SHUICHI HASEGAWA1 （1. Univ. of Tokyo, 2.

JAEA） 

エネルギー分解 X線コンピュータ断層撮影による金属容器中の物質の実効原子番号測定 
石川 翔太1、濵口 拓1、*神野 郁夫1 （1. 京大） 

直線軌道投影による X線 CTの圧縮センシング再構成 
*三津谷 有貴1、小沢 壱生1、土橋 克広1、草野 譲一2、上坂 充1 （1. 東大、2. アキュセラ） 

燃料デブリ収納缶の核物質計量を目指した非破壊測定技術の課題 
*奥村 啓介1、寺島 顕一1、長谷 竹晃1、米田 政夫1、芝 知宙1、名内 泰志2、高田 映3、小菅 義広3 （1. JAEA、2. 電中

研、3. NESI） 
 
 
 

全体会議

「放射線工学部会」第50回全体会議 
F会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 放射線工学部会

電子顕微鏡の現状と将来展望 
座長:高橋 浩之(東大) 

F会場
 

先進原子分解能電子顕微鏡による材料局所電磁場解析 
*柴田 直哉1 （1. 東大） 

走査透過電子顕微鏡および電子エネルギー損失分光法による材料評価 
*木本 浩司1 （1. 物材機構） 

電子線ホログラフィーによる材料解析 
*谷垣 俊明1 （1. 日立） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-2 放射線物理，放射線計測

コンプトンカメラ 
座長:人見 啓太朗(東北大) 

F会場
 

The application of Double-sided Silicon Strip Detector in Compton camera 
*ZHIHONG ZHONG1 （1. Univ. of Tokyo） 

CdTe半導体検出器を用いたディジタル計測システムにおける高計数率対応 
*高崎 史晟1、河原林 順2、持木 幸一2、羽倉 尚人2 （1. 東京都市大、2. 東京都市大） 

コンプトンカメラの高感度化に向けた検討 
*上ノ町 水紀1、吉原 有里1、島添 健次1、高橋 浩之1 （1. 東大） 

[2F13-17]

[2F13]

[2F14]

[2F15]

[2F16]

[2F17]

[2F18-21]

[2F18]

[2F19]

[2F20]

[2F21]

[3F01-04]

[3F01]

[3F02]
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一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-2 放射線物理，放射線計測

線量計測 
座長:神野 郁夫(京大) 

F会場
 

ホウ素中性子捕捉療法のためのオンライン線量評価用イメージングシステムの研究 
*松浦 翔太1、片渕 竜也1、ジェラルド ロビラ レベロニ1、河地 有木2、鈴井 伸郎2、山口 充孝2 （1. 東工大、2.

QST） 

高線量率用 TOFシンチレーション光ファイバー放射線センサーの特性評価 
*寺阪 祐太1,2、佐藤 優樹1、渡辺 賢一2、瓜谷 章2、鳥居 建男1 （1. JAEA、2. 名大） 

放射線治療中の患部周辺線量をモニターするための光ファイバーを用いた小型線量計の開発 
*平田 悠歩1、山﨑 淳1、渡辺 賢一1、吉橋 幸子1、瓜谷 章1、古場 裕介2、松藤 成弘2 （1. 名大、2. QST） 

GEMシンチレーション発光による炭素ビームの深度線量分布測定 
*辰本 隆太1、藤原 健2、古場 裕介3、三津谷 有貴4、前畑 京介1、中村 吏一朗1、川原 秀斗1 （1. 九大、2. 産総研、3.

放医研、4. 東大） 

炭素線ビームを照射した各種ゲル線量計の吸収線量分布の評価 
*豊原 尚実1、五東 弘昭1、三橋 舞子1、林 和哉1、只野 喬介2、蓑原 伸一3、下野 義章3 （1. 横浜国大、2. 神奈川県立

がんセンター、3. 東芝 ESS） 
 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-2 放射線物理，放射線計測

半導体検出器 
座長:島添 健次(東大) 

F会場
 

臭化タリウム半導体検出器の大型化に関する検討 
*松本 伎朗1、渡辺 賢一1、人見 啓太朗2、長野 宣道2、野上 光博2、吉橋 幸子1、山崎 淳1、瓜谷 章1 （1. 名大、2. 東

北大） 

TlBr単結晶の大型・高品質化に向けた原料精製プロセスの改良 
*山石 直也1、金子 純一1、中村 憲法1、長谷川 達也1、樋口 幹雄1、人見 啓太朗2、長野 宣道2、野上 光博2 （1. 北

大、2. 東北大） 

TlBr半導体を用いた指向性ガンマ線検出器の製作 
*野上 光博1、人見 啓太朗1、石井 慶造1、小野寺 敏幸2、渡辺 賢一3、鳥居 建男4、佐藤 優樹4、谷村 嘉彦4、川端 邦明
4、高橋 浩之5 （1. 東北大、2. 東北工大、3. 名大、4. JAEA、5. 東大） 

TlBr半導体検出器の信号電荷輸送特性の温度依存性測定 
*小峰 良太1、 HOANG Dinh Xuan1、橋本 大歩1、前畑 京介1、伊豫本 直子1、尾鍋 秀明2、人見 啓太朗3、小野寺 敏幸
4 （1. 九大、2. レイテック、3. 東北大、4. 東北工大） 

 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-2 放射線物理，放射線計測

中性子計測1 
座長:前畑 京介(九大) 

F会場
 

ToF中性子回折イメージング用高分解能シンチレータ検出器の開発 
*中村 龍也1、川崎 卓郎1、藤 健太郎1、筒井 紀彰1、海老根 守澄1、美留町 厚1、坂佐井 馨1 （1. JAEA） 

チェレンコフ光検出器を用いたアクティブ中性子法試験 
*米田 政夫1、大図 章1、藤 暢輔1 （1. JAEA） 

[3F03]

[3F04]

[3F05-08]

[3F05]

[3F06]

[3F07]

[3F08]

[1G01-05]

[1G01]

[1G02]

[1G03]

[1G04]

[1G05]

[1G06-07]

[1G06]
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核不拡散・核セキュリティ用アクティブ中性子 NDA 装置の開発 (2) 
PGA測定に適した統合装置構成物質の検討 
*古高 和禎1、藤 暢輔1 （1. JAEA） 

高速中性子直接問いかけ法用高速応答中性子検出器バンクの開発 
*前田 亮1、古高 和禎1、大図 章1、米田 政夫1、藤 暢輔1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 202-2 放射線物理，放射線計測

中性子計測2 
座長:渡辺 賢一(名大) 

F会場
 

Study of sample shape effects on neutron resonance transmission analysis 
*Fei Ma1, Harufumi Tsuchiya1, Fumito Kitatani1 （1. JAEA） 

飛行時間法を用いた Self-indication法による中性子共鳴温度分析 
*瀬川 麻里子1、藤 暢輔1、甲斐 哲也1、前田 亮1、常山 正幸2 （1. JAEA、2. 日本アド） 

粒子輸送シミュレーション計算と実験による中性子源の特性評価 
(1) PHITSによる小型サイクロトロンの熱中性子源に関する研究 
*藤谷 佑樹1、加美山 隆2、佐藤 博隆2、鵜野 浩行3、上本 龍二3、日塔 光一4、上松 幹夫4、園田 幸夫4、鬼柳 善明5

（1. 北大、2. 北大、3. 住重アテックス、4. 東芝 TSI、5. 名大） 

粒子輸送シミュレーション計算と実験による中性子源の特性評価 
(2)金属箔を用いた中性子フラックス計測 
*鵜野 浩行1、上本 龍二1、日塔 光一2、上松 幹夫2、園田 幸夫2、藤谷 佑樹3、加美山 隆4、佐藤 博隆4、鬼柳 善明5

（1. 住重アテックス、2. 東芝 TSI、3. 北大、4. 北大、5. 名大） 
 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 203-3 ビーム利用・ターゲット

ビーム応用 
座長:菅 晃一(阪大) 

G会場
 

その場イオンビームグラフト重合法におけるグラフト率のモノマー圧力依存性 
*井上 凌一1、藤田 尚希1、中島 慎弥1、溝上 慧1、谷池 晃1、古山 雄一1 （1. 神戸大） 

ハロメタン中の放射線化学反応の再検討 
*神戸 正雄1、近藤 孝文1、荒木 一希1、菅 晃一1、楊 金峰1、吉田 陽一1 （1. 阪大） 

ポリスチレンーフェニルシラン誘導体溶液の電子線パルスラジオリシス 
*岡本 一将1,2、堀 成生2、大沼 正人2、古澤 孝弘1 （1. 阪大、2. 北大） 

可搬型950keV/3.95MeV X線源を使用した燃料デブリ内部の U/Pu濃度推定に関する研究 
*小沢 壱生1、三津谷 有貴1、土橋 克広1、上坂 充1、阿部 弘亨1、芝 知宙2 （1. 東大、2. JAEA） 

枯草菌胞子の発芽・増殖過程の劣化を指標とした放射線照射による損傷菌生成機構の解析 
*古田 雅一1、普天間 章1、傳 大樹1、坂元 仁2、土戸 哲明2 （1. 阪府大、2. 阪府大） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 203-3 ビーム利用・ターゲット

中性子分光・イメージング 
座長:羽島 良一(QST) 

G会場
 

J-PARC MLF BL06における集光 TOF-MIEZE分光装置の検討 
*船間 史晃1、日野 正裕2、小田 達郎2、遠藤 仁3、田崎 誠司　1 （1. 京都大学、2. 京大複合研、3. KEK物構研） 

―　24　―

―　25　―
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中性子ブラッグエッジ解析コード RITSの不安定性に関する検討 
大前 良磨1、*渡辺 賢一1、佐藤 博隆2、鬼柳 善明1、山﨑 淳1、吉橋 幸子1、瓜谷 章1 （1. 名古屋大、2. 北海道大） 

 
 
 

企画セッション | 総合講演・報告 | 総合講演・報告1 東京大学弥生研究会 ―原子・分子の分光分析技術とその応用―

レーザーの特長を利用した研究開発 III 
座長:長谷川 秀一(東大) 

G会場
 

レーザー誘起ブレイクダウン分光を用いた電力設備診断技術 
*藤井 隆1 （1. 東大） 

レーザー加工時に発生するエアロゾルに関する理論的解析 
*古河 裕之1 （1. レーザー総研） 

レーザー共鳴イオン化および吸収分光と用いた微量放射性核種分析法の開発 
*富田 英生1 （1. 名大） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 203-1 加速器・ビーム加速技術

加速器技術・測定 
座長:全 炳俊(京大) 

G会場
 

FFAG加速器の垂直方向の集束力補正機構に関する研究 
*和賀 雄飛1、池田 伸夫1、有馬 秀彦1、米村 祐次郎1、上田 光貴1、足立 恭介1、松浦 浩巳1、森 義治2 （1. 九大、2.

京大） 

レーザー誘電体電子加速システムの基本設計のためのシミュレーションの研究 
*高橋 徹1、上坂 充1、小山 和義1、吉田 光宏2、陳 昭福1 （1. 東大、2. KEK） 

超高速電子顕微鏡用1.4セル高周波電子銃の製作 
*楊 金峰1、吉田 陽一1、高富 俊和2、福田 将文2、浦川 順治2 （1. 阪大、2. KEK） 

コヒーレント遷移放射の位置・時間分解計測 
*菅 晃一1、神戸 正雄1、近藤 孝文1、楊 金峰1、吉田 陽一1 （1. 阪大） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 203-4 放射光，レーザー

放射光・レーザー・ガンマ線 
座長:楊 金峰(阪大) 

G会場
 

自由電子レーザーで駆動する高繰り返しアト秒光源の開発 
*羽島 良一1、永井 良治1、川瀬 啓悟1、大垣 英明2、全 炳俊2、早川 恭史3、境 武志3、住友 洋介3、島田 美帆4、宮島

司4 （1. QST、2. 京大、3. 日大、4. KEK） 

次世代放射光施設のレーザーコンプトン散乱ガンマ線ビームラインの提案 
*早川 岳人1、川瀬 啓悟1、静間 俊行1、永井 良治 1、沢村 勝1、藤原 守1、羽島 良一1 （1. QST） 

溶融塩電気化学法を用いた汚染土壌からのセシウム除去と放射光 XAFS分析による電解還元効果の解明 
*本田 充紀1、後藤 琢也2、坂中 佳秀2、矢板 毅1、鈴木 伸一1 （1. JAEA、2. 同志社大） 
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2019年3月21日(木)
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 203-5 医療用原子炉・加速器

加速器 BNCT 
座長:林崎 規託(東工大) 

G会場
 

筑波大学のリニアックベース BNCT装置： iBNCTの中性子ビームの特性測定 
*熊田 博明1、高田 健太2、田中 進1、内藤 富士雄3、栗原 俊一3、松村 明1、櫻井 英幸1、榮 武二1 （1. 筑波大、2. 群

馬県立健康科学大、3. KEK） 

名古屋大学における加速器 BNCT用システム開発 
(1) 全体概要 
*瓜谷 章1、土田 一輝1、鬼柳 善明1、渡辺 賢一1、吉橋 幸子1、山崎 淳1、清水 裕彦2、釣田 幸雄1、広田 克也2、今城

想平2 （1. 名大、2. 名大） 

名古屋大学における加速器 BNCT用システム開発 
(2) Li封入型ターゲットの開発 
*本田 祥梧1、吉橋 幸子1、阿保 圭祐1、土田 一輝1、鬼柳 善明1、釣田 幸雄1、渡辺 賢一1、山﨑 淳1、瓜谷 章1 （1. 名

大） 

名古屋大学における加速器 BNCT用システム開発 
(3) 大電流加速器用ビームプロファイルモニターの開発 
*吉橋 幸子1、阿保 圭祐1、本田 祥梧1、土田 一輝1、瓜谷 章1、渡辺 賢一1、山﨑 淳1、鬼柳 善明1 （1. 名大） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 203-5 医療用原子炉・加速器

医療用加速器技術・ RI製造 
座長:瓜谷 章(名大) 

G会場
 

PHITSで評価した炭素線ビームから発生する二次粒子挙動及び線量分布に対する MRI磁場の影響 
*後藤 辰希1、岩井 岳夫1、佐藤 達彦2 （1. 山形大、2. JAEA） 
99Mo yields of Mo metal and MoO3 with respect to Ta, W, Pt, and Au converters 
*Jaewoong Jang1, Mitsuru Uesaka1 （1. Univ. of Tokyo） 

Feasibility study of 99mTc production at HTTR using sublimation method 
*Hai Quan Ho1, Hiroki Ishida2, Shimpei Hamamoto1, Toshiaki Ishii1, Nozomu Fujimoto3, Naoyuki Takaki2, Etsuo

Ishitsuka1 （1. JAEA, 2. Tokyo City Univ., 3. Kyushu Univ.） 

(n, γ)99Moを用いたアルミナの Mo吸着／99mTc溶離特性 
*藤田 善貴1、関 美沙紀1、佐野 忠史2、鈴木 達也3、北河 友也4、西方 香緒里1、松倉 実4、土谷 邦彦1 （1. JAEA、2.

京大、3. 長岡技科大、4. ユニオン昭和） 
 
 
 

全体会議

「加速器・ビーム科学部会」第41回全体会議 
G会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 加速器・ビーム科学部会

加速器・ビーム科学部会20周年を迎えて「未来」を考える 
座長:林崎 規託(東工大) 

G会場
 

加速器の将来 

[2G18]

[1H01-04]

[1H01]

[1H02]

[1H03]

[1H04]

[1H05-07]
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[1H_PL]
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核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(7-3)　LLFP標的システムにおける核変換の検討 
*古立 直也1、奥野 広樹1、櫻井 博儀1、森 義治2、川島 正俊3 （1. 理研、2. 京大、3. JST） 

 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

放射線計測1 
座長:高橋 史明(JAEA) 

H会場
 

モンテカルロ法によるガントリー型リニアックを用いた治療施設の漏えい線量評価（４） 
*小川 喜弘1,3、小林 一之2 （1. 近大、2. 日本アキュレイ、3. HATC） 

PVA-KIゲル線量計を用いた線量評価技術研究２ 
*柴岡 龍1、青木 祐太郎1、グレン ハーベル2、田口 光正3、長澤 尚胤3、畑下 昌範4、久米 恭4、佐倉 俊治5、砂川 武

義1 （1. 福井工大、2. オンタリオ工科大学、3. QST、4. 若狭湾エネ研、5. NUCLEAR TECHNOLOGY） 

ウラン汚染がれき酸溶出液の全反射蛍光 X線分析 
(1) 可搬型装置によるスクリーニング 
*伊豆本 幸恵1、松山 嗣史1,2、石井 康太1,2、高村 晃大1,2、永井 宏樹3、酒井 康弘2、吉井 裕1 （1. 量研・放医研、2.

東邦大、3. アワーズテック） 

ウラン汚染がれき酸溶出液の全反射蛍光 X線分析 
(2) 試料の前処理と卓上型装置による分析 
*吉井 裕1、伊豆本 幸恵1、松山 嗣史1,2、石井 康太1,2、酒井 康弘2 （1. 量研・放医研、2. 東邦大） 

 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

放射線計測2 
座長:宮武 裕和(三菱総研) 

H会場
 

原発事故時における海上モニタリングデータを用いた放射性核種放出率推定手法の提案 
*梅川 修輔1、足立 遼太1、金崎 真聡1、梶野 瑞王2、小田 啓二1 （1. 神戸大、2. 気象庁） 

海水中トリチウム測定法の迅速化に向けた研究 
*本間 駿太1、菊地 絃太1、鳥養 祐二1 （1. 茨城大） 

冬季の雷放電と同期したガンマ線フラッシュの定量評価 
*和田 有希1,2、榎戸 輝揚3、中澤 知洋4、古田 禄大5、湯浅 孝行、中村 佳敬6、森本 健志7、松元 崇弘1、牧島 一夫1,2

、土屋 晴文5 （1. 東大、2. 理研、3. 京大、4. 名大、5. JAEA、6. 神戸高専、7. 近大） 
 
 
 

全体会議

「保健物理・環境科学部会」第38回全体会議 
H会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 保健物理・環境科学部会

学生・若手研究者たちが考える保健物理・環境科学研究 
座長:斉藤 拓巳(東大) 

H会場
 

1F廃炉のための放射線分布測定研究 
*寺阪 祐太1,2 （1. JAEA、2. 名大） 
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[2G16]
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*山口 誠哉1 （1. KEK） 

加速器・ビーム科学部会のさらなる発展に向けた他学会との連携の可能性 
*羽島 良一1 （1. QST） 

産業界における加速器応用 
JEMAの活動紹介 
*櫻畠 広明1 （1. 電機工業会） 

総合討論 
 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 203-1 加速器・ビーム加速技術

核変換用加速器・システム開発 
座長:増田 開(京大) 

G会場
 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(6-1)大強度低速イオンビーム加速用超伝導線形加速器の開発 
*坂本 成彦1、山田 一成1、須田 健嗣1、大関 和貴1、渡邉 裕1、上垣外 修一1、 Hiroki Okuno1 （1. 理研） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(6-2) ImPACT加速器2017モデルの進展 
*櫻井 博儀1、奥野 広樹1、森 義治1,2、藤田 玲子3、川島 正俊3 （1. 理研、2. 京大、3. JST） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(6-3) ImPACT2017低β部概念設計 
*森 義治1、奥野 広樹2、櫻井 博義2、川島 正俊3、藤田 玲子3 （1. 京大、2. 理研、3. JST） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(6-4) ImPACT2017中高β部と標的の概念設計 
*奥野 広樹1、生駒 直弥1、古立 直也1、櫻井 博儀1、森 義治2、川島 正俊3、藤田 玲子3 （1. 理研、2. 京大、3. JST） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(6-5)核変換用大電流加速器向け大口径四極永久磁石の概念検討 
*千葉 知雄1、堀越 篤1、和久田 毅1、竹内 一浩1、森 義治2、奥野 広樹3、櫻井 博儀3 （1. 日立、2. 京大、3. 理研） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(6-6) 大電流線形加速器のための超電導 QWR空洞 wake場の評価 
*宮下 裕次1、服部 絵理1 （1. 三菱電機） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(6-7) 中小型サイクロトロンを用いた核変換システムの概念検討（その２） 
*福田 光宏1、土岐 博1、関 亮一1、依田 哲彦1、神田 浩樹1、中尾 政夫1、安田 裕介1 （1. 阪大） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 203-3 ビーム利用・ターゲット

核変換技術 
座長:豊川 弘之(産総研) 

G会場
 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(7-1)ミュオン原子核捕反応による核変換 
*新倉 潤1、齋藤 岳志1、松崎 禎市郎2、櫻井 博儀1,2 （1. 東大、2. 理研） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(7-2)ミュオン核変換のための負ミュオン生成法： MERIT基礎研究 
*沖田 英史1、森 義治2、石 禎浩2、谷口 秋洋2、上杉 智教2、栗山 靖弘2、佐藤 朗3、金正 倫計4、吉本 政弘4、岡部 晃

太4 （1. 京大、2. 京大、3. 阪大、4. JAEA） 
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中性子ブラッグエッジ解析コード RITSの不安定性に関する検討 
大前 良磨1、*渡辺 賢一1、佐藤 博隆2、鬼柳 善明1、山﨑 淳1、吉橋 幸子1、瓜谷 章1 （1. 名古屋大、2. 北海道大） 

 
 
 

企画セッション | 総合講演・報告 | 総合講演・報告1 東京大学弥生研究会 ―原子・分子の分光分析技術とその応用―

レーザーの特長を利用した研究開発 III 
座長:長谷川 秀一(東大) 

G会場
 

レーザー誘起ブレイクダウン分光を用いた電力設備診断技術 
*藤井 隆1 （1. 東大） 

レーザー加工時に発生するエアロゾルに関する理論的解析 
*古河 裕之1 （1. レーザー総研） 

レーザー共鳴イオン化および吸収分光と用いた微量放射性核種分析法の開発 
*富田 英生1 （1. 名大） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 203-1 加速器・ビーム加速技術

加速器技術・測定 
座長:全 炳俊(京大) 

G会場
 

FFAG加速器の垂直方向の集束力補正機構に関する研究 
*和賀 雄飛1、池田 伸夫1、有馬 秀彦1、米村 祐次郎1、上田 光貴1、足立 恭介1、松浦 浩巳1、森 義治2 （1. 九大、2.

京大） 

レーザー誘電体電子加速システムの基本設計のためのシミュレーションの研究 
*高橋 徹1、上坂 充1、小山 和義1、吉田 光宏2、陳 昭福1 （1. 東大、2. KEK） 

超高速電子顕微鏡用1.4セル高周波電子銃の製作 
*楊 金峰1、吉田 陽一1、高富 俊和2、福田 将文2、浦川 順治2 （1. 阪大、2. KEK） 

コヒーレント遷移放射の位置・時間分解計測 
*菅 晃一1、神戸 正雄1、近藤 孝文1、楊 金峰1、吉田 陽一1 （1. 阪大） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 203-4 放射光，レーザー

放射光・レーザー・ガンマ線 
座長:楊 金峰(阪大) 

G会場
 

自由電子レーザーで駆動する高繰り返しアト秒光源の開発 
*羽島 良一1、永井 良治1、川瀬 啓悟1、大垣 英明2、全 炳俊2、早川 恭史3、境 武志3、住友 洋介3、島田 美帆4、宮島

司4 （1. QST、2. 京大、3. 日大、4. KEK） 

次世代放射光施設のレーザーコンプトン散乱ガンマ線ビームラインの提案 
*早川 岳人1、川瀬 啓悟1、静間 俊行1、永井 良治 1、沢村 勝1、藤原 守1、羽島 良一1 （1. QST） 

溶融塩電気化学法を用いた汚染土壌からのセシウム除去と放射光 XAFS分析による電解還元効果の解明 
*本田 充紀1、後藤 琢也2、坂中 佳秀2、矢板 毅1、鈴木 伸一1 （1. JAEA、2. 同志社大） 
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2019年3月21日(木)
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 203-5 医療用原子炉・加速器

加速器 BNCT 
座長:林崎 規託(東工大) 

G会場
 

筑波大学のリニアックベース BNCT装置： iBNCTの中性子ビームの特性測定 
*熊田 博明1、高田 健太2、田中 進1、内藤 富士雄3、栗原 俊一3、松村 明1、櫻井 英幸1、榮 武二1 （1. 筑波大、2. 群

馬県立健康科学大、3. KEK） 

名古屋大学における加速器 BNCT用システム開発 
(1) 全体概要 
*瓜谷 章1、土田 一輝1、鬼柳 善明1、渡辺 賢一1、吉橋 幸子1、山崎 淳1、清水 裕彦2、釣田 幸雄1、広田 克也2、今城

想平2 （1. 名大、2. 名大） 

名古屋大学における加速器 BNCT用システム開発 
(2) Li封入型ターゲットの開発 
*本田 祥梧1、吉橋 幸子1、阿保 圭祐1、土田 一輝1、鬼柳 善明1、釣田 幸雄1、渡辺 賢一1、山﨑 淳1、瓜谷 章1 （1. 名

大） 

名古屋大学における加速器 BNCT用システム開発 
(3) 大電流加速器用ビームプロファイルモニターの開発 
*吉橋 幸子1、阿保 圭祐1、本田 祥梧1、土田 一輝1、瓜谷 章1、渡辺 賢一1、山﨑 淳1、鬼柳 善明1 （1. 名大） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 203-5 医療用原子炉・加速器

医療用加速器技術・ RI製造 
座長:瓜谷 章(名大) 

G会場
 

PHITSで評価した炭素線ビームから発生する二次粒子挙動及び線量分布に対する MRI磁場の影響 
*後藤 辰希1、岩井 岳夫1、佐藤 達彦2 （1. 山形大、2. JAEA） 
99Mo yields of Mo metal and MoO3 with respect to Ta, W, Pt, and Au converters 
*Jaewoong Jang1, Mitsuru Uesaka1 （1. Univ. of Tokyo） 

Feasibility study of 99mTc production at HTTR using sublimation method 
*Hai Quan Ho1, Hiroki Ishida2, Shimpei Hamamoto1, Toshiaki Ishii1, Nozomu Fujimoto3, Naoyuki Takaki2, Etsuo

Ishitsuka1 （1. JAEA, 2. Tokyo City Univ., 3. Kyushu Univ.） 

(n, γ)99Moを用いたアルミナの Mo吸着／99mTc溶離特性 
*藤田 善貴1、関 美沙紀1、佐野 忠史2、鈴木 達也3、北河 友也4、西方 香緒里1、松倉 実4、土谷 邦彦1 （1. JAEA、2.

京大、3. 長岡技科大、4. ユニオン昭和） 
 
 
 

全体会議

「加速器・ビーム科学部会」第41回全体会議 
G会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 加速器・ビーム科学部会

加速器・ビーム科学部会20周年を迎えて「未来」を考える 
座長:林崎 規託(東工大) 

G会場
 

加速器の将来 
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[1H_PL01]
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核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(7-3)　LLFP標的システムにおける核変換の検討 
*古立 直也1、奥野 広樹1、櫻井 博儀1、森 義治2、川島 正俊3 （1. 理研、2. 京大、3. JST） 

 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

放射線計測1 
座長:高橋 史明(JAEA) 

H会場
 

モンテカルロ法によるガントリー型リニアックを用いた治療施設の漏えい線量評価（４） 
*小川 喜弘1,3、小林 一之2 （1. 近大、2. 日本アキュレイ、3. HATC） 

PVA-KIゲル線量計を用いた線量評価技術研究２ 
*柴岡 龍1、青木 祐太郎1、グレン ハーベル2、田口 光正3、長澤 尚胤3、畑下 昌範4、久米 恭4、佐倉 俊治5、砂川 武

義1 （1. 福井工大、2. オンタリオ工科大学、3. QST、4. 若狭湾エネ研、5. NUCLEAR TECHNOLOGY） 

ウラン汚染がれき酸溶出液の全反射蛍光 X線分析 
(1) 可搬型装置によるスクリーニング 
*伊豆本 幸恵1、松山 嗣史1,2、石井 康太1,2、高村 晃大1,2、永井 宏樹3、酒井 康弘2、吉井 裕1 （1. 量研・放医研、2.

東邦大、3. アワーズテック） 

ウラン汚染がれき酸溶出液の全反射蛍光 X線分析 
(2) 試料の前処理と卓上型装置による分析 
*吉井 裕1、伊豆本 幸恵1、松山 嗣史1,2、石井 康太1,2、酒井 康弘2 （1. 量研・放医研、2. 東邦大） 

 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

放射線計測2 
座長:宮武 裕和(三菱総研) 

H会場
 

原発事故時における海上モニタリングデータを用いた放射性核種放出率推定手法の提案 
*梅川 修輔1、足立 遼太1、金崎 真聡1、梶野 瑞王2、小田 啓二1 （1. 神戸大、2. 気象庁） 

海水中トリチウム測定法の迅速化に向けた研究 
*本間 駿太1、菊地 絃太1、鳥養 祐二1 （1. 茨城大） 

冬季の雷放電と同期したガンマ線フラッシュの定量評価 
*和田 有希1,2、榎戸 輝揚3、中澤 知洋4、古田 禄大5、湯浅 孝行、中村 佳敬6、森本 健志7、松元 崇弘1、牧島 一夫1,2

、土屋 晴文5 （1. 東大、2. 理研、3. 京大、4. 名大、5. JAEA、6. 神戸高専、7. 近大） 
 
 
 

全体会議

「保健物理・環境科学部会」第38回全体会議 
H会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 保健物理・環境科学部会

学生・若手研究者たちが考える保健物理・環境科学研究 
座長:斉藤 拓巳(東大) 

H会場
 

1F廃炉のための放射線分布測定研究 
*寺阪 祐太1,2 （1. JAEA、2. 名大） 

[2G_PL02]

[2G_PL03]

[2G_PL04]

[2G09-15]

[2G09]

[2G10]

[2G11]

[2G12]

[2G13]

[2G14]

[2G15]

[2G16-18]

[2G16]

[2G17]
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*山口 誠哉1 （1. KEK） 

加速器・ビーム科学部会のさらなる発展に向けた他学会との連携の可能性 
*羽島 良一1 （1. QST） 

産業界における加速器応用 
JEMAの活動紹介 
*櫻畠 広明1 （1. 電機工業会） 

総合討論 
 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 203-1 加速器・ビーム加速技術

核変換用加速器・システム開発 
座長:増田 開(京大) 

G会場
 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(6-1)大強度低速イオンビーム加速用超伝導線形加速器の開発 
*坂本 成彦1、山田 一成1、須田 健嗣1、大関 和貴1、渡邉 裕1、上垣外 修一1、 Hiroki Okuno1 （1. 理研） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(6-2) ImPACT加速器2017モデルの進展 
*櫻井 博儀1、奥野 広樹1、森 義治1,2、藤田 玲子3、川島 正俊3 （1. 理研、2. 京大、3. JST） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(6-3) ImPACT2017低β部概念設計 
*森 義治1、奥野 広樹2、櫻井 博義2、川島 正俊3、藤田 玲子3 （1. 京大、2. 理研、3. JST） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(6-4) ImPACT2017中高β部と標的の概念設計 
*奥野 広樹1、生駒 直弥1、古立 直也1、櫻井 博儀1、森 義治2、川島 正俊3、藤田 玲子3 （1. 理研、2. 京大、3. JST） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(6-5)核変換用大電流加速器向け大口径四極永久磁石の概念検討 
*千葉 知雄1、堀越 篤1、和久田 毅1、竹内 一浩1、森 義治2、奥野 広樹3、櫻井 博儀3 （1. 日立、2. 京大、3. 理研） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(6-6) 大電流線形加速器のための超電導 QWR空洞 wake場の評価 
*宮下 裕次1、服部 絵理1 （1. 三菱電機） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(6-7) 中小型サイクロトロンを用いた核変換システムの概念検討（その２） 
*福田 光宏1、土岐 博1、関 亮一1、依田 哲彦1、神田 浩樹1、中尾 政夫1、安田 裕介1 （1. 阪大） 

 
 
 

一般セッション | II. 放射線工学と加速器・ビーム科学および医学利用 | 203-3 ビーム利用・ターゲット

核変換技術 
座長:豊川 弘之(産総研) 

G会場
 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(7-1)ミュオン原子核捕反応による核変換 
*新倉 潤1、齋藤 岳志1、松崎 禎市郎2、櫻井 博儀1,2 （1. 東大、2. 理研） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(7-2)ミュオン核変換のための負ミュオン生成法： MERIT基礎研究 
*沖田 英史1、森 義治2、石 禎浩2、谷口 秋洋2、上杉 智教2、栗山 靖弘2、佐藤 朗3、金正 倫計4、吉本 政弘4、岡部 晃

太4 （1. 京大、2. 京大、3. 阪大、4. JAEA） 

―　26　―

―　27　―
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水底の底質中放射性セシウム分布のモニタリング技術について 
*越智 康太郎1 （1. JAEA） 

有人ヘリコプターを用いたモニタリングについて 
*普天間 章1 （1. JAEA） 

上空からの放射線測定の高度化 
*佐々木 美雪1,2 （1. JAEA、2. 名大） 

事故初期における住民への影響を評価する上での課題 
*廣内 淳1 （1. JAEA） 

現存被ばく状況における放射線防護の課題 
*三輪 一爾1,2 （1. JAEA、2. 東大） 

 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

環境安全評価1 
座長:古橋 幸子(東電 HD) 

H会場
 

原子力事故環境データを用いた大気拡散モデルの性能評価 
(1)首都圏でのプルーム2の再現性 
*足立 振一郎1 （1. 名大） 

原子力事故環境データを用いた大気拡散モデルの性能評価 
(2)茨城県中央部でのプルーム4の再現性 
*山澤 弘実1、佐藤 陽祐1、森泉 純1 （1. 名大） 

原子力事故環境データを用いた大気拡散モデルの性能評価 
(3)感度解析による沈着過程再現性の検討 
*森 智之1、佐藤 陽祐1、森泉 純1、山澤 弘実1 （1. 名大） 

大気中放射性セシウムの経時変化と変動要因について 
NRAモニタリングデータの解析 
*阿部 智久1、吉村 和也1、眞田 幸尚1 （1. JAEA） 

福島県内空間線量率の経時変化傾向の分析（４） 
経時変化マップの作成と評価 
*松本 和也1 （1. 福島県環境創造センター） 

 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

環境安全評価2 
座長:山澤 弘実(名大) 

H会場
 

福島周辺県における空間線量率の時系列データと分布を考慮した外部被ばく線量の推計方法の検討 
*宮武 裕和1、義澤 宣明1、河合 理城1、鈴木 元2 （1. 三菱総研、2. 国際医療福祉大学クリニック） 

福島県におけるモニタリングポストの測定結果の時間的統合 
*関 暁之1、村上 治子2、斎藤 公明1、武宮 博1 （1. JAEA、2. ローレンス・バークレー国立研究所） 

原子炉格納容器内の無機ヨウ素沈着挙動の基礎研究 
*古橋 幸子1、川口 智史1、水野 聡史1、佐藤 允俊1、上村 孝史1、大森 修一1 （1. 東電 HD） 

放射性無担体テルルの土壌分配係数 
*窪田 卓見1、福谷 哲1、岩田 佳代子2、高橋 知之1,2、高橋 千太郎1 （1. 京大、2. 京大） 
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2019年3月21日(木)
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

環境放射能1 
座長:吉田 浩子(東北大) 

H会場
 

衛星画像を用いた河床地形推定 
*宮村 浩子1、岩田 亜矢子1、山田 進1、町田 昌彦1 （1. JAEA） 

福島県の河川を流れる放射性 Csの観測結果について 
(1)形態別放射性 Cs濃度の経時変化 
*吉田 博文1、新井 宏受1、谷口 圭輔1、倉元 隆之2,1、藤田 一輝1、竹内 幸生1 （1. 福島県環境創造センター、2. 東海

大） 

福島県の河川を流れる放射性 Csの観測結果について 
(2)懸濁物質の特性との関係 
*新井 宏受1、吉田 博文1、谷口 圭輔1、倉元 隆之1,2、藤田 一輝1、竹内 幸生1 （1. 福島県環境創造センター、2. 東海

大） 

タンクモデルを用いた福島事故初期の河川流域からの137Cs流出量の推定 
*佐久間 一幸1、 Mark Zheleznyak2、難波 謙二2 （1. JAEA、2. 福島大） 

 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

環境放射能2 
座長:谷村 嘉彦(JAEA) 

H会場
 

1F内及び周辺海域におけるセシウム動態評価 
*町田 昌彦1、山田 進1、岩田 亜矢子1 （1. JAEA） 

キノコ菌糸体中の Cs挙動 
*西小野 華乃子1、坂本 文徳2、香西 直文2、山西 弘城1 （1. 近大、2. JAEA） 

福島第一原発に近い旧避難指示地域での住家内残留セシウム 
*吉田 浩子1、篠原 直秀2 （1. 東北大、2. 産総研） 

 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 広報情報委員会

日本原子力学会としての社会への情報発信のあり方 
座長:布目 礼子(原環セ) 

H会場
 

ポジションステートメントの再編と方向性 
*山本 隆一1 （1. JAEA） 

プレスリリースの役割と実施方針 
*佐賀井 美都1 （1. 電中研） 

チーム110の活動について 
*布目 礼子1 （1. 原環セ） 
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2019年3月20日(水)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 304-1 伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む）

シビアアクシデント 
座長:木野 千晶(エネ総研) 

I会場
 

シビアアクシデント時の燃料破損・溶融過程解析手法の高度化（２） 
（その１）全体概要 
*永江 勇二1、倉田 正輝1 （1. JAEA） 

シビアアクシデント時の燃料破損・溶融過程解析手法の高度化（２） 
（その２）溶融移行挙動詳細解析コード整備 
*山下 晋1、永江 勇二1、倉田 正輝1、吉田 啓之1 （1. JAEA） 

Advanced Multi-Scale Modeling and Experimental Tests on Fuel Degradation in Severe Accident
Conditions (2) 
(No.3) Validation and Verification for the multi-physics models in JUPITER code 
*Penghui Chai1, Susumu Yamashita1, Yuji Nagae1, Masaki Kurata1 （1. JAEA） 

シビアアクシデント時の燃料破損・溶融過程解析手法の高度化（２） 
（その４） UO2-Zr 高温反応試験 
*白数 訓子1、鈴木 晶大2、永江 勇二1、倉田 正輝1 （1. JAEA、2. NFD） 

シビアアクシデント時の燃料破損・溶融過程解析手法の高度化（２） 
（その５）要素過程モデル整備－凝固モデル妥当性評価－ 
*佐藤 拓未1、及川 勝成2、永江 勇二1、倉田 正輝1 （1. JAEA、2. 東北大） 

シビアアクシデント時の炉心燃料損傷に関する研究 
（1） SFD1-4試験と解析条件 
*西田 浩二1、鳥毛 俊秀1、佐野 直樹1、楠木 貴世志1、村瀬 道雄1 （1. INSS） 

シビアアクシデント時の炉心燃料損傷に関する研究 
（2） SFD1-4試験の解析評価 
*佐野 直樹1、西田 浩二1、鳥毛 俊英1、楠木 貴世志1、村瀬 道雄1 （1. INSS） 

 
 
 

全体会議

「熱流動部会」第52回全体会議 
I会場

 
 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 標準委員会

原子力施設の廃止措置の安全の考え方と標準への展開 
座長:岡本 孝司(東大) 

I会場
 

廃止措置の安全の考え方 
*岡本 孝司1 （1. 東大） 

廃止措置の安全原則 
*田中 健一1 （1. エネ総研） 

パネルディスカッション 
*岡本 孝司1、*田中 健一2 （1. 東大、2. エネ総研） 
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一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

水晶体被ばく 
座長:真辺 健太郎(JAEA) 

H会場
 

PHITSを用いた Sr-90/Y-90作業場における水晶体の等価線量評価に関する基礎的研究：全面マスクの影
響 
*山頭 匡治1、辻村 憲雄2、星 勝也2、古田 琢哉2、岩元 洋介2、佐藤 達彦2、横山 須美1 （1. 藤田医科大、2. JAEA） 

原子力発電所定期検査時の放射線業務従事者の水晶体被ばく 
*横山 須美1、江崎 巌2、立崎 英夫3、谷村 嘉彦4、立木 秀一1、平尾 茂一5、青木 克憲3 （1. 藤田医科大、2. 千代田テ

クノル、3. QST、4. JAEA、5. 福島大） 

東電福島第一原子力発電所作業者の水晶体等価線量評価法の検討 
(1)人体形状ファントムを用いたフィールド実験 
*星 勝也1、辻村 憲雄1、青木 克憲1、吉富 寛1、谷村 嘉彦1、横山 須美2 （1. JAEA、2. 藤田医科大） 

東電福島第一原子力発電所作業者の水晶体等価線量評価法の検討 
(2)ファントム実験と作業者着用実験の関係 
*青木 克憲1、横山 須美2、星 勝也1、吉富 寛1、谷村 嘉彦1、辻村 憲雄1 （1. JAEA、2. 藤田医科大） 

線量評価に用いるサイズおよび形状の変更が可能な数値眼球モデルの開発 
*古田 琢哉1、 Daniel El Basha2、 Siva S. R. Iyer2、 Camilo M. Correa Alfonso2、 Wesley E. Bolch2 （1. JAEA、2.

フロリダ大学） 

水晶体被ばく線量測定における1MeV以上のβ線校正場の開発 
*加藤 昌弘1、黒澤 忠弘1 （1. 産総研） 

 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

内部被ばくと放射線医学 
座長:横山 須美(藤田医科大) 

H会場
 

ICRP2007年勧告に基づく内部被ばく線量評価コードの開発 
(1) 線量計算機能の開発 -平成30年度の進捗状況- 
*高橋 史明1、佐藤 薫1、嶋 洋祐2、真辺 健太郎1 （1. JAEA、2. V.I.C.） 

ICRP2007年勧告に基づく内部被ばく線量評価コードの開発 
(2) 核種摂取量推定機能の開発 -平成30年度の進捗状況- 
*真辺 健太郎1、嶋 洋佑2、佐藤 薫1、高橋 史明1 （1. JAEA、2. V.I.C.） 

エネルギー分析型甲状腺放射性ヨウ素モニタの開発 
（4）試作機の製作と特性試験 
*谷村 嘉彦1、西野 翔1、吉富 寛1、高橋 聖1 （1. JAEA） 

Two-dimensional CT Image Prediction from tracking with optical flow and linear regression for X
ray lung radiotherapy 
*Michel Pohl1, Mitsuru Uesaka1, Kazuyuki Demachi1, Ritu Bhusal Chhatkuli2, Akihiro Haga3 （1. Univ. of

Tokyo, 2. National Institute of Radiological Sciences, 3. Tokushima Univ.） 

α線治療のための Heイオンマイクロビーム DNA照射分析の基礎研究 
*酒井 雅哉1、池田 時浩2、安井 明3、千葉 奈津子3、竹本 健人1、上坂 充1 （1. 東大、2. 理研、3. 東北大） 

トリチウムのヒト細胞への影響 
PHITSを用いた細胞核線量率の計算 
*土田 大貴1、鳥養 祐二1、趙 慶利2、庄司 美樹2、近藤 隆2 （1. 茨城大、2. 富山大） 
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水底の底質中放射性セシウム分布のモニタリング技術について 
*越智 康太郎1 （1. JAEA） 

有人ヘリコプターを用いたモニタリングについて 
*普天間 章1 （1. JAEA） 

上空からの放射線測定の高度化 
*佐々木 美雪1,2 （1. JAEA、2. 名大） 

事故初期における住民への影響を評価する上での課題 
*廣内 淳1 （1. JAEA） 

現存被ばく状況における放射線防護の課題 
*三輪 一爾1,2 （1. JAEA、2. 東大） 

 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

環境安全評価1 
座長:古橋 幸子(東電 HD) 

H会場
 

原子力事故環境データを用いた大気拡散モデルの性能評価 
(1)首都圏でのプルーム2の再現性 
*足立 振一郎1 （1. 名大） 

原子力事故環境データを用いた大気拡散モデルの性能評価 
(2)茨城県中央部でのプルーム4の再現性 
*山澤 弘実1、佐藤 陽祐1、森泉 純1 （1. 名大） 

原子力事故環境データを用いた大気拡散モデルの性能評価 
(3)感度解析による沈着過程再現性の検討 
*森 智之1、佐藤 陽祐1、森泉 純1、山澤 弘実1 （1. 名大） 

大気中放射性セシウムの経時変化と変動要因について 
NRAモニタリングデータの解析 
*阿部 智久1、吉村 和也1、眞田 幸尚1 （1. JAEA） 

福島県内空間線量率の経時変化傾向の分析（４） 
経時変化マップの作成と評価 
*松本 和也1 （1. 福島県環境創造センター） 

 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

環境安全評価2 
座長:山澤 弘実(名大) 

H会場
 

福島周辺県における空間線量率の時系列データと分布を考慮した外部被ばく線量の推計方法の検討 
*宮武 裕和1、義澤 宣明1、河合 理城1、鈴木 元2 （1. 三菱総研、2. 国際医療福祉大学クリニック） 

福島県におけるモニタリングポストの測定結果の時間的統合 
*関 暁之1、村上 治子2、斎藤 公明1、武宮 博1 （1. JAEA、2. ローレンス・バークレー国立研究所） 

原子炉格納容器内の無機ヨウ素沈着挙動の基礎研究 
*古橋 幸子1、川口 智史1、水野 聡史1、佐藤 允俊1、上村 孝史1、大森 修一1 （1. 東電 HD） 

放射性無担体テルルの土壌分配係数 
*窪田 卓見1、福谷 哲1、岩田 佳代子2、高橋 知之1,2、高橋 千太郎1 （1. 京大、2. 京大） 
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2019年3月21日(木)
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

環境放射能1 
座長:吉田 浩子(東北大) 

H会場
 

衛星画像を用いた河床地形推定 
*宮村 浩子1、岩田 亜矢子1、山田 進1、町田 昌彦1 （1. JAEA） 

福島県の河川を流れる放射性 Csの観測結果について 
(1)形態別放射性 Cs濃度の経時変化 
*吉田 博文1、新井 宏受1、谷口 圭輔1、倉元 隆之2,1、藤田 一輝1、竹内 幸生1 （1. 福島県環境創造センター、2. 東海

大） 

福島県の河川を流れる放射性 Csの観測結果について 
(2)懸濁物質の特性との関係 
*新井 宏受1、吉田 博文1、谷口 圭輔1、倉元 隆之1,2、藤田 一輝1、竹内 幸生1 （1. 福島県環境創造センター、2. 東海

大） 

タンクモデルを用いた福島事故初期の河川流域からの137Cs流出量の推定 
*佐久間 一幸1、 Mark Zheleznyak2、難波 謙二2 （1. JAEA、2. 福島大） 

 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

環境放射能2 
座長:谷村 嘉彦(JAEA) 

H会場
 

1F内及び周辺海域におけるセシウム動態評価 
*町田 昌彦1、山田 進1、岩田 亜矢子1 （1. JAEA） 

キノコ菌糸体中の Cs挙動 
*西小野 華乃子1、坂本 文徳2、香西 直文2、山西 弘城1 （1. 近大、2. JAEA） 

福島第一原発に近い旧避難指示地域での住家内残留セシウム 
*吉田 浩子1、篠原 直秀2 （1. 東北大、2. 産総研） 

 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 広報情報委員会

日本原子力学会としての社会への情報発信のあり方 
座長:布目 礼子(原環セ) 

H会場
 

ポジションステートメントの再編と方向性 
*山本 隆一1 （1. JAEA） 

プレスリリースの役割と実施方針 
*佐賀井 美都1 （1. 電中研） 

チーム110の活動について 
*布目 礼子1 （1. 原環セ） 
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2019年3月20日(水)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 304-1 伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む）

シビアアクシデント 
座長:木野 千晶(エネ総研) 

I会場
 

シビアアクシデント時の燃料破損・溶融過程解析手法の高度化（２） 
（その１）全体概要 
*永江 勇二1、倉田 正輝1 （1. JAEA） 

シビアアクシデント時の燃料破損・溶融過程解析手法の高度化（２） 
（その２）溶融移行挙動詳細解析コード整備 
*山下 晋1、永江 勇二1、倉田 正輝1、吉田 啓之1 （1. JAEA） 

Advanced Multi-Scale Modeling and Experimental Tests on Fuel Degradation in Severe Accident
Conditions (2) 
(No.3) Validation and Verification for the multi-physics models in JUPITER code 
*Penghui Chai1, Susumu Yamashita1, Yuji Nagae1, Masaki Kurata1 （1. JAEA） 

シビアアクシデント時の燃料破損・溶融過程解析手法の高度化（２） 
（その４） UO2-Zr 高温反応試験 
*白数 訓子1、鈴木 晶大2、永江 勇二1、倉田 正輝1 （1. JAEA、2. NFD） 

シビアアクシデント時の燃料破損・溶融過程解析手法の高度化（２） 
（その５）要素過程モデル整備－凝固モデル妥当性評価－ 
*佐藤 拓未1、及川 勝成2、永江 勇二1、倉田 正輝1 （1. JAEA、2. 東北大） 

シビアアクシデント時の炉心燃料損傷に関する研究 
（1） SFD1-4試験と解析条件 
*西田 浩二1、鳥毛 俊秀1、佐野 直樹1、楠木 貴世志1、村瀬 道雄1 （1. INSS） 

シビアアクシデント時の炉心燃料損傷に関する研究 
（2） SFD1-4試験の解析評価 
*佐野 直樹1、西田 浩二1、鳥毛 俊英1、楠木 貴世志1、村瀬 道雄1 （1. INSS） 

 
 
 

全体会議

「熱流動部会」第52回全体会議 
I会場

 
 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 標準委員会

原子力施設の廃止措置の安全の考え方と標準への展開 
座長:岡本 孝司(東大) 

I会場
 

廃止措置の安全の考え方 
*岡本 孝司1 （1. 東大） 

廃止措置の安全原則 
*田中 健一1 （1. エネ総研） 

パネルディスカッション 
*岡本 孝司1、*田中 健一2 （1. 東大、2. エネ総研） 
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一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

水晶体被ばく 
座長:真辺 健太郎(JAEA) 

H会場
 

PHITSを用いた Sr-90/Y-90作業場における水晶体の等価線量評価に関する基礎的研究：全面マスクの影
響 
*山頭 匡治1、辻村 憲雄2、星 勝也2、古田 琢哉2、岩元 洋介2、佐藤 達彦2、横山 須美1 （1. 藤田医科大、2. JAEA） 

原子力発電所定期検査時の放射線業務従事者の水晶体被ばく 
*横山 須美1、江崎 巌2、立崎 英夫3、谷村 嘉彦4、立木 秀一1、平尾 茂一5、青木 克憲3 （1. 藤田医科大、2. 千代田テ

クノル、3. QST、4. JAEA、5. 福島大） 

東電福島第一原子力発電所作業者の水晶体等価線量評価法の検討 
(1)人体形状ファントムを用いたフィールド実験 
*星 勝也1、辻村 憲雄1、青木 克憲1、吉富 寛1、谷村 嘉彦1、横山 須美2 （1. JAEA、2. 藤田医科大） 

東電福島第一原子力発電所作業者の水晶体等価線量評価法の検討 
(2)ファントム実験と作業者着用実験の関係 
*青木 克憲1、横山 須美2、星 勝也1、吉富 寛1、谷村 嘉彦1、辻村 憲雄1 （1. JAEA、2. 藤田医科大） 

線量評価に用いるサイズおよび形状の変更が可能な数値眼球モデルの開発 
*古田 琢哉1、 Daniel El Basha2、 Siva S. R. Iyer2、 Camilo M. Correa Alfonso2、 Wesley E. Bolch2 （1. JAEA、2.

フロリダ大学） 

水晶体被ばく線量測定における1MeV以上のβ線校正場の開発 
*加藤 昌弘1、黒澤 忠弘1 （1. 産総研） 

 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

内部被ばくと放射線医学 
座長:横山 須美(藤田医科大) 

H会場
 

ICRP2007年勧告に基づく内部被ばく線量評価コードの開発 
(1) 線量計算機能の開発 -平成30年度の進捗状況- 
*高橋 史明1、佐藤 薫1、嶋 洋祐2、真辺 健太郎1 （1. JAEA、2. V.I.C.） 

ICRP2007年勧告に基づく内部被ばく線量評価コードの開発 
(2) 核種摂取量推定機能の開発 -平成30年度の進捗状況- 
*真辺 健太郎1、嶋 洋佑2、佐藤 薫1、高橋 史明1 （1. JAEA、2. V.I.C.） 

エネルギー分析型甲状腺放射性ヨウ素モニタの開発 
（4）試作機の製作と特性試験 
*谷村 嘉彦1、西野 翔1、吉富 寛1、高橋 聖1 （1. JAEA） 

Two-dimensional CT Image Prediction from tracking with optical flow and linear regression for X
ray lung radiotherapy 
*Michel Pohl1, Mitsuru Uesaka1, Kazuyuki Demachi1, Ritu Bhusal Chhatkuli2, Akihiro Haga3 （1. Univ. of

Tokyo, 2. National Institute of Radiological Sciences, 3. Tokushima Univ.） 

α線治療のための Heイオンマイクロビーム DNA照射分析の基礎研究 
*酒井 雅哉1、池田 時浩2、安井 明3、千葉 奈津子3、竹本 健人1、上坂 充1 （1. 東大、2. 理研、3. 東北大） 

トリチウムのヒト細胞への影響 
PHITSを用いた細胞核線量率の計算 
*土田 大貴1、鳥養 祐二1、趙 慶利2、庄司 美樹2、近藤 隆2 （1. 茨城大、2. 富山大） 
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東京電力福島第一原子力発電所事故後の長期間 FP移行挙動解析手法の検討 
*木野 千晶1、唐澤 英年1,2、内田 俊介1,2、西岡 俊一郎2、逢坂 正彦2 （1. エネ総工研、2. JAEA） 

福島第一原子力発電所のプラント状態の推測 
(1) 雰囲気への放出放射性核種の測定値の分析 
*氷見 正司1、冨永 直利1、山根 陽子1、村田 景悟1、中村 康一2 （1. アドバンスソフト、2. 電中研） 

東京電力福島第一原子力発電所4号機における水素爆発の感度解析 
*西村 健1、堀田 亮年1 （1. 規制庁） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 304-1 伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む）

相変化 
座長:吉田 啓之(JAEA) 

I会場
 

マイクロチャンネルにおける伝熱流動に関する実験的研究 
*後藤 和也1、田中 賢太郎1、藤野 成篤1、 Tino Sawadi1、松元 達也1、劉 維1、守田 幸路1 （1. 九大） 

A study of copper oxidation for critical heat flux in downward-faced flow boiling 
*Kai Wang1, Koji Okamoto 2, Nejdet Erkan1 （1. Univ. of Tokyo, 2. Univ. of Tokyo） 

Experimental analysis of clad rewetting in downward water/air flow 
*Marco Pellegrini1, Tomio Okawa2, Masanori Naitoh1 （1. IEA, 2. UEC） 

マイクロ波加熱における高誘電率溶液の加熱特性 
*小林 昌平1、藤田 峻也1、金子 暁子1、阿部 豊1、湯淺 朋久1、瀬川 智臣2、加藤 良幸2、川口 浩一2、石井 克典2 （1.

筑波大、2. JAEA） 

超音速蒸気インジェクタ―の性能評価と気液二相流モデルの開発 
*三輪 修一郎1、穐山 望1 （1. 北大） 

プール沸騰の垂直面伝熱面上における沸騰挙動に及ぼす圧力の影響 
*小野 綾子1、上澤 伸一郎1、柴田 光彦1、吉田 啓之1、小泉 安郎1 （1. JAEA） 

 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 理事会[社会・環境部会共催]

原子力防災の現状と課題 
座長:土田 昭司(関西大) 

I会場
 

開会挨拶 
*駒野 康男1 （1. 会長） 

原子力防災の現状（仕組み）について 
*荒木 真一1 （1. 内閣府） 

広域避難計画策定における課題について 
*土信田 法男1 （1. 茨城県） 

被災者支援から見えてきた原子力防災の課題 
*原口 弥生1 （1. 茨城大） 

総合討論 
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デブリ冷却挙動 
座長:守田 幸路(九大) 

I会場
 

デブリベッド形成と冷却性に関する評価手法開発と実験的研究の状況 

[1I08-12]

[1I08]

[1I09]

[1I10]

[1I11]

[1I12]

[1I13-17]

[1I13]

[1I14]

[1I15]

[1I16]

[1I17]

[2I01-05]

[2I01]
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熱流動実験1 
座長:大川 富雄(電通大) 

I会場
 

4×4バンドルにおける気液二相流ボイド率分布の計測 
(3) 蒸気-水実験におけるボイド率及び速度分布計測 
*永武 拓1、上澤 伸一郎1、小野 綾子1、柴田 光彦1、吉田 啓之1 （1. JAEA） 

ワイヤスペーサ型燃料集合体内の速度場計測　(3本ピンバンドルでの Re数依存性の評価) 
*檜山 智之1、相澤 康介1、西村 正弘1、栗原 成計1 （1. JAEA） 

BWR燃料サブチャンネルにおけるスペーサを通過する液滴流動の可視観察 
*大川 理一郎1、古谷 正裕1、新井 崇洋1、滝口 広樹1、飯山 継正1 （1. 電中研） 

液相内高速気相噴流界面における液滴エントレインメント現象 
*杉本 太郎1、齋藤 慎平1、金子 暁子1、阿部 豊1、内堀 昭寛2、栗原 成計2、高田 孝2、大島 宏之2 （1. 筑波大、2.

JAEA） 

Evaluation of liquid film front bahavior during rewetting process based on visualization
experiment 
*DAN TRI LE1, Yasuteru Sibamoto1, Yuki Wada1, Taisuke Yonomoto1 （1. JAEA） 
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熱流動実験2 
座長:古谷 正裕(電中研) 

I会場
 

上端での気液対向流条件における鉛直管内ボイド率の評価 
*村瀬 道雄1、西田 浩二1、高木 俊弥1、合田 頼人2、島村 長幸2、冨山 明男2 （1. INSS、2. 神戸大） 

流れに平行な円柱の L/D比が抗力係数に及ぼす影響 
*飯山 継正1、古谷 正裕1、白川 健悦1、前田 義明2、川 芳昭2、小池 訓弘2、島田 太郎3 （1. 電中研、2. セレス、3. 原

電） 

超音速インジェエクターの二相流挙動と昇圧現象 
*鎌田 裕貴1、金子 暁子1、阿部 豊1 （1. 筑波大） 

格納容器ベント時の密度成層挙動に関する CIGMA実験 
*石垣 将宏1、安部 諭1、柴本 泰照1、与能本 泰介1 （1. JAEA） 

溶融塩炉のフリーズバルブ高性能化のための実験 
*徳島 達也1、インダルタ クンコロ アジ1、榎木 光治1、木下 基康1,2、大川 富雄1 （1. 電通大、2. 熔融塩技研） 

 
 

2019年3月21日(木)
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福島原発事故 
座長:西田 浩二(INSS) 

I会場
 

原子炉過酷事故における放射性核分裂生成物放出挙動の評価 
(25) SAMPSONコードによる1~3号機格納容器内の FP挙動解析 
*唐澤 英年1、内田 俊介1、木野 千晶1、マルコ ペルグリニ1、内藤 正則1 （1. エネ総研） 

原子炉過酷事故における放射性核分裂生成物放出挙動の評価 
(26) CAMSデータによる1-3号機 FP挙動解析結果の妥当性検証 
*内田 俊介1、唐澤 英年1、木野 千晶1、マルコ ペルグリニ1、内藤 正則1 （1. エネ総研） 

[3I03]

[3I04]

[3I05]

[3I06]

[3I_PL]

[3I_PL01]

[3I_PL02]

[3I_PL03]

[3I_PL04]

[3I07-11]

[3I07]

[3I08]

[3I09]

[3I10]

[3I11]
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硝酸銀水溶液の有機ヨウ素除去特性に関する基礎検討 
*金井 大造1、古谷 正裕1、西村 聡1 （1. 電中研） 

ガス種の気液二相流動への影響 
(1) ヘリウムガスと窒素ガスにおけるボイド挙動の比較 
*斎藤 海希1、金井 大造1、西村 聡1、西 義久1 （1. 電中研） 

格納容器及び原子炉建屋内におけるエアロゾル粒子沈着量評価手法の開発 
(6)粒子挙動直接観察によるエアロゾル粒子沈着挙動の検証 
*上澤 伸一郎1、宮原 直哉1、堀口 直樹1、吉田 啓之1、逢坂 正彦1 （1. JAEA） 

二相流中エアロゾル粒子移行挙動解析手法の開発 
(1) 解析手法の概要と試解析結果 
*吉田 啓之1、上澤 伸一郎1 （1. JAEA） 

 
 
 

企画セッション | 総合講演・報告 | 総合講演・報告2 「水素安全対策高度化」特別専門委員会

「水素安全対策高度化」特別専門委員会報告 
原子力における水素安全対策の向上に向けて 
座長:村松 健(東京都市大) 

I会場
 

「水素安全対策高度化」特別専門委員会の活動報告 
*村松 健1 （1. 東京都市大） 

水素挙動統合解析システム整備 ― CFD解析システムの役割と活用・整備の進め方 
*福田 龍1 （1. MHI） 

水素挙動統合解析システム整備　進捗状況 
水素燃焼挙動の照合解析 
*松本 昌昭1 （1. 三菱総研） 

水素挙動統合解析システム整備　進捗状況 
水素拡散混合挙動の照合解析、統合システムの構築 
*寺田 敦彦1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 304-1 伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む）

高速炉熱流動 
座長:鈴木 徹(東京都市大) 

I会場
 

液体ナトリウム混相流の動力学解明と制御：気液界面の可視化計測 
*秋元 雄太1、福田 武司1 （1. 阪大） 

ナトリウム冷却高速炉の自然循環崩壊熱除去時における炉容器内熱流動解析評価手法整備 
(1) ポーラスボディモデルを用いたサブチャンネル CFD解析の適用性確認 
*浜瀬 枝里菜1、今井 康友2、菊地 紀宏1、堂田 哲広1、田中 正暁1 （1. JAEA、2. NDD） 

縮尺水流動試験による高速炉の炉容器内自然対流崩壊熱除熱特性の把握 
(2) 浸漬型 DHX起動を模擬した炉内流動場の PIV計測 
*辻 光世1、小野 綾子1、相澤 康介1、小林 順1、栗原 成計1、三宅 康洋2 （1. JAEA、2. NDD） 

液体金属の管内流熱伝達率についての考察 
*望月 弘保1 （1. 東工大） 

上向き噴流の天井面衝突時における液滴生成に関す研究 
*Yi Zhan1、 丸山 清嵩1、桑田 裕介1、榎木 光治1、大川 富雄1、青柳 光裕2、高田 孝2 （1. 電通大、2. JAEA） 
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*堀田 亮年1、秋葉 美幸1、小城 烈1、西村 健1 （1. 規制庁） 

高温溶融物とデブリベッドの相互作用に関する実験 
*秋葉 美幸1、堀田 亮年1 （1. 規制庁） 

デブリベッドの沸騰熱伝達特性に関する研究 
第三報：限界熱流束に対する粒子層発熱量および粒子層高さの影響 
*川上 大良1、桜田 渓史1、坂下 弘人1、小野 綾子2、吉田 啓之2 （1. 北大、2. JAEA） 
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事故時熱流動 
座長:柴本 泰照(JAEA) 

I会場
 

RPV保全最適化のための3D-CFD＆ FEMによる PTS時の構造健全性評価 
*阮 小勇1、中筋 俊樹1、森下 和功1 （1. 京大） 

超高温ガス炉減圧事故時の空気浸入挙動の研究 
(4)水平二重配管が破断した場合の空気浸入挙動 
*武田 哲明1、齋藤 直樹1 （1. 山梨大） 

使用済燃料プールにおける冷却機能喪失事故及び冷却材喪失事故に関する解析 
空気-蒸気混合気環境下における酸化モデルを用いた事故進展解析 
*小城 烈1、堀田 亮年1 （1. 規制庁） 
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熱流動数値解析 
座長:伊藤 啓(京大) 

I会場
 

Multi-physicsモデリングによる Ex-Vessel溶融物挙動理解の深化 
(6) 全体概要と MPS法による spreading解析の⾼度化(3) 
*山路 哲史1、古⾕ 正裕2、⼤石 佑治3、ジュバイダ1、段 ⼴涛1 （1. 早稲田大、2. 電中研、3. 阪大） 

LSTF実験及びＰＷＲプラントの冷却材喪失事故解析 
*渡辺 正1、石垣 将宏1、勝山 仁哉2 （1. 福井大、2. JAEA） 

高圧・低流量域におけるバンドル内沸騰二相流のサブチャンネル解析 
*新井 崇洋1、古谷 正裕1、宇井 淳1、大川 理一郎1 （1. 電中研） 

燃焼速度モデルを用いた水素火炎伝播の CFD解析 
*茂木 孝介1、 Trianti Nuri1、松本 俊慶1、杉山 智之1、丸山 結1 （1. JAEA） 

垂直管内のガイゼリング現象に関する実験及び数値解析による予測 
*箱崎 裕太朗1、松村 邦仁1 （1. 茨城大） 

 
 

2019年3月22日(金)
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スクラビング・エアロゾル挙動 
座長:齊藤 泰司(京大) 

I会場
 

プールスクラビングにおける蒸気凝縮による除染効果への影響 
*中村 優樹1、藤原 広太1、菊池 航1、齋藤 慎平1、湯淺 朋久1、金子 暁子1、阿部 豊1 （1. 筑波大） 

プールスクラビング時におけるエアロゾル除去挙動の計測 
*藤原 広太1、中村 優樹1、菊池 航1、齋藤 慎平1、湯淺 朋久1、金子 暁子1、阿部 豊1 （1. 筑波大） 

―　30　―
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東京電力福島第一原子力発電所事故後の長期間 FP移行挙動解析手法の検討 
*木野 千晶1、唐澤 英年1,2、内田 俊介1,2、西岡 俊一郎2、逢坂 正彦2 （1. エネ総工研、2. JAEA） 

福島第一原子力発電所のプラント状態の推測 
(1) 雰囲気への放出放射性核種の測定値の分析 
*氷見 正司1、冨永 直利1、山根 陽子1、村田 景悟1、中村 康一2 （1. アドバンスソフト、2. 電中研） 

東京電力福島第一原子力発電所4号機における水素爆発の感度解析 
*西村 健1、堀田 亮年1 （1. 規制庁） 
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相変化 
座長:吉田 啓之(JAEA) 

I会場
 

マイクロチャンネルにおける伝熱流動に関する実験的研究 
*後藤 和也1、田中 賢太郎1、藤野 成篤1、 Tino Sawadi1、松元 達也1、劉 維1、守田 幸路1 （1. 九大） 

A study of copper oxidation for critical heat flux in downward-faced flow boiling 
*Kai Wang1, Koji Okamoto 2, Nejdet Erkan1 （1. Univ. of Tokyo, 2. Univ. of Tokyo） 

Experimental analysis of clad rewetting in downward water/air flow 
*Marco Pellegrini1, Tomio Okawa2, Masanori Naitoh1 （1. IEA, 2. UEC） 

マイクロ波加熱における高誘電率溶液の加熱特性 
*小林 昌平1、藤田 峻也1、金子 暁子1、阿部 豊1、湯淺 朋久1、瀬川 智臣2、加藤 良幸2、川口 浩一2、石井 克典2 （1.

筑波大、2. JAEA） 

超音速蒸気インジェクタ―の性能評価と気液二相流モデルの開発 
*三輪 修一郎1、穐山 望1 （1. 北大） 

プール沸騰の垂直面伝熱面上における沸騰挙動に及ぼす圧力の影響 
*小野 綾子1、上澤 伸一郎1、柴田 光彦1、吉田 啓之1、小泉 安郎1 （1. JAEA） 

 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 理事会[社会・環境部会共催]

原子力防災の現状と課題 
座長:土田 昭司(関西大) 

I会場
 

開会挨拶 
*駒野 康男1 （1. 会長） 

原子力防災の現状（仕組み）について 
*荒木 真一1 （1. 内閣府） 

広域避難計画策定における課題について 
*土信田 法男1 （1. 茨城県） 

被災者支援から見えてきた原子力防災の課題 
*原口 弥生1 （1. 茨城大） 

総合討論 
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デブリ冷却挙動 
座長:守田 幸路(九大) 

I会場
 

デブリベッド形成と冷却性に関する評価手法開発と実験的研究の状況 
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熱流動実験1 
座長:大川 富雄(電通大) 

I会場
 

4×4バンドルにおける気液二相流ボイド率分布の計測 
(3) 蒸気-水実験におけるボイド率及び速度分布計測 
*永武 拓1、上澤 伸一郎1、小野 綾子1、柴田 光彦1、吉田 啓之1 （1. JAEA） 

ワイヤスペーサ型燃料集合体内の速度場計測　(3本ピンバンドルでの Re数依存性の評価) 
*檜山 智之1、相澤 康介1、西村 正弘1、栗原 成計1 （1. JAEA） 

BWR燃料サブチャンネルにおけるスペーサを通過する液滴流動の可視観察 
*大川 理一郎1、古谷 正裕1、新井 崇洋1、滝口 広樹1、飯山 継正1 （1. 電中研） 

液相内高速気相噴流界面における液滴エントレインメント現象 
*杉本 太郎1、齋藤 慎平1、金子 暁子1、阿部 豊1、内堀 昭寛2、栗原 成計2、高田 孝2、大島 宏之2 （1. 筑波大、2.

JAEA） 

Evaluation of liquid film front bahavior during rewetting process based on visualization
experiment 
*DAN TRI LE1, Yasuteru Sibamoto1, Yuki Wada1, Taisuke Yonomoto1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 304-1 伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む）

熱流動実験2 
座長:古谷 正裕(電中研) 

I会場
 

上端での気液対向流条件における鉛直管内ボイド率の評価 
*村瀬 道雄1、西田 浩二1、高木 俊弥1、合田 頼人2、島村 長幸2、冨山 明男2 （1. INSS、2. 神戸大） 

流れに平行な円柱の L/D比が抗力係数に及ぼす影響 
*飯山 継正1、古谷 正裕1、白川 健悦1、前田 義明2、川 芳昭2、小池 訓弘2、島田 太郎3 （1. 電中研、2. セレス、3. 原

電） 

超音速インジェエクターの二相流挙動と昇圧現象 
*鎌田 裕貴1、金子 暁子1、阿部 豊1 （1. 筑波大） 

格納容器ベント時の密度成層挙動に関する CIGMA実験 
*石垣 将宏1、安部 諭1、柴本 泰照1、与能本 泰介1 （1. JAEA） 

溶融塩炉のフリーズバルブ高性能化のための実験 
*徳島 達也1、インダルタ クンコロ アジ1、榎木 光治1、木下 基康1,2、大川 富雄1 （1. 電通大、2. 熔融塩技研） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 304-1 伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む）

福島原発事故 
座長:西田 浩二(INSS) 

I会場
 

原子炉過酷事故における放射性核分裂生成物放出挙動の評価 
(25) SAMPSONコードによる1~3号機格納容器内の FP挙動解析 
*唐澤 英年1、内田 俊介1、木野 千晶1、マルコ ペルグリニ1、内藤 正則1 （1. エネ総研） 

原子炉過酷事故における放射性核分裂生成物放出挙動の評価 
(26) CAMSデータによる1-3号機 FP挙動解析結果の妥当性検証 
*内田 俊介1、唐澤 英年1、木野 千晶1、マルコ ペルグリニ1、内藤 正則1 （1. エネ総研） 

[3I03]

[3I04]

[3I05]

[3I06]

[3I_PL]

[3I_PL01]

[3I_PL02]

[3I_PL03]

[3I_PL04]

[3I07-11]

[3I07]

[3I08]

[3I09]

[3I10]

[3I11]
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硝酸銀水溶液の有機ヨウ素除去特性に関する基礎検討 
*金井 大造1、古谷 正裕1、西村 聡1 （1. 電中研） 

ガス種の気液二相流動への影響 
(1) ヘリウムガスと窒素ガスにおけるボイド挙動の比較 
*斎藤 海希1、金井 大造1、西村 聡1、西 義久1 （1. 電中研） 

格納容器及び原子炉建屋内におけるエアロゾル粒子沈着量評価手法の開発 
(6)粒子挙動直接観察によるエアロゾル粒子沈着挙動の検証 
*上澤 伸一郎1、宮原 直哉1、堀口 直樹1、吉田 啓之1、逢坂 正彦1 （1. JAEA） 

二相流中エアロゾル粒子移行挙動解析手法の開発 
(1) 解析手法の概要と試解析結果 
*吉田 啓之1、上澤 伸一郎1 （1. JAEA） 

 
 
 

企画セッション | 総合講演・報告 | 総合講演・報告2 「水素安全対策高度化」特別専門委員会

「水素安全対策高度化」特別専門委員会報告 
原子力における水素安全対策の向上に向けて 
座長:村松 健(東京都市大) 

I会場
 

「水素安全対策高度化」特別専門委員会の活動報告 
*村松 健1 （1. 東京都市大） 

水素挙動統合解析システム整備 ― CFD解析システムの役割と活用・整備の進め方 
*福田 龍1 （1. MHI） 

水素挙動統合解析システム整備　進捗状況 
水素燃焼挙動の照合解析 
*松本 昌昭1 （1. 三菱総研） 

水素挙動統合解析システム整備　進捗状況 
水素拡散混合挙動の照合解析、統合システムの構築 
*寺田 敦彦1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 304-1 伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む）

高速炉熱流動 
座長:鈴木 徹(東京都市大) 

I会場
 

液体ナトリウム混相流の動力学解明と制御：気液界面の可視化計測 
*秋元 雄太1、福田 武司1 （1. 阪大） 

ナトリウム冷却高速炉の自然循環崩壊熱除去時における炉容器内熱流動解析評価手法整備 
(1) ポーラスボディモデルを用いたサブチャンネル CFD解析の適用性確認 
*浜瀬 枝里菜1、今井 康友2、菊地 紀宏1、堂田 哲広1、田中 正暁1 （1. JAEA、2. NDD） 

縮尺水流動試験による高速炉の炉容器内自然対流崩壊熱除熱特性の把握 
(2) 浸漬型 DHX起動を模擬した炉内流動場の PIV計測 
*辻 光世1、小野 綾子1、相澤 康介1、小林 順1、栗原 成計1、三宅 康洋2 （1. JAEA、2. NDD） 

液体金属の管内流熱伝達率についての考察 
*望月 弘保1 （1. 東工大） 

上向き噴流の天井面衝突時における液滴生成に関す研究 
*Yi Zhan1、 丸山 清嵩1、桑田 裕介1、榎木 光治1、大川 富雄1、青柳 光裕2、高田 孝2 （1. 電通大、2. JAEA） 

 
 

[2I13]

[2I14]

[2I15-17]

[2I15]

[2I16]

[2I17]

[2I18-22]

[2I18]

[2I19]

[2I20]

[2I21]

[2I22]

[3I01-06]

[3I01]

[3I02]
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*堀田 亮年1、秋葉 美幸1、小城 烈1、西村 健1 （1. 規制庁） 

高温溶融物とデブリベッドの相互作用に関する実験 
*秋葉 美幸1、堀田 亮年1 （1. 規制庁） 

デブリベッドの沸騰熱伝達特性に関する研究 
第三報：限界熱流束に対する粒子層発熱量および粒子層高さの影響 
*川上 大良1、桜田 渓史1、坂下 弘人1、小野 綾子2、吉田 啓之2 （1. 北大、2. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 304-1 伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む）

事故時熱流動 
座長:柴本 泰照(JAEA) 

I会場
 

RPV保全最適化のための3D-CFD＆ FEMによる PTS時の構造健全性評価 
*阮 小勇1、中筋 俊樹1、森下 和功1 （1. 京大） 

超高温ガス炉減圧事故時の空気浸入挙動の研究 
(4)水平二重配管が破断した場合の空気浸入挙動 
*武田 哲明1、齋藤 直樹1 （1. 山梨大） 

使用済燃料プールにおける冷却機能喪失事故及び冷却材喪失事故に関する解析 
空気-蒸気混合気環境下における酸化モデルを用いた事故進展解析 
*小城 烈1、堀田 亮年1 （1. 規制庁） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 304-1 伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む）

熱流動数値解析 
座長:伊藤 啓(京大) 

I会場
 

Multi-physicsモデリングによる Ex-Vessel溶融物挙動理解の深化 
(6) 全体概要と MPS法による spreading解析の⾼度化(3) 
*山路 哲史1、古⾕ 正裕2、⼤石 佑治3、ジュバイダ1、段 ⼴涛1 （1. 早稲田大、2. 電中研、3. 阪大） 

LSTF実験及びＰＷＲプラントの冷却材喪失事故解析 
*渡辺 正1、石垣 将宏1、勝山 仁哉2 （1. 福井大、2. JAEA） 

高圧・低流量域におけるバンドル内沸騰二相流のサブチャンネル解析 
*新井 崇洋1、古谷 正裕1、宇井 淳1、大川 理一郎1 （1. 電中研） 

燃焼速度モデルを用いた水素火炎伝播の CFD解析 
*茂木 孝介1、 Trianti Nuri1、松本 俊慶1、杉山 智之1、丸山 結1 （1. JAEA） 

垂直管内のガイゼリング現象に関する実験及び数値解析による予測 
*箱崎 裕太朗1、松村 邦仁1 （1. 茨城大） 

 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 304-1 伝熱・流動（エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む）

スクラビング・エアロゾル挙動 
座長:齊藤 泰司(京大) 

I会場
 

プールスクラビングにおける蒸気凝縮による除染効果への影響 
*中村 優樹1、藤原 広太1、菊池 航1、齋藤 慎平1、湯淺 朋久1、金子 暁子1、阿部 豊1 （1. 筑波大） 

プールスクラビング時におけるエアロゾル除去挙動の計測 
*藤原 広太1、中村 優樹1、菊池 航1、齋藤 慎平1、湯淺 朋久1、金子 暁子1、阿部 豊1 （1. 筑波大） 

―　30　―

―　31　―



[1J01-05]

[1J01]

[1J02]

[1J03]

[1J04]

[1J05]

[1J_GM]

[1J_PL]

[1J_PL01]

[1J_PL02]

[1J_PL03]

[1J_PL04]

[1J_PL05]

[1J06-08]

[1J06]
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2019年3月20日(水)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 302-1 新型炉システム

新型炉設計 
座長:相澤 康介(JAEA) 

J会場
 

ナトリウム機器の取扱い経験 
(1)知見集約の視点と計画 
*下山 一仁1、早川 雅人1、宮越 博幸1、荒 邦章1 （1. JAEA） 

ナトリウム機器の取扱い経験 
(2)容器内カバーガス空間のナトリウム挙動 
*早川 雅人1、下山 一仁1、宮越 博幸1、荒 邦章1 （1. JAEA） 

高温ガス炉における燃料・核分裂生成物挙動評価手法の現状と課題 
*沢 和弘1 （1. 北大） 

水素化物減速ヒートパイプ冷却超小型炉 MoveluXの開発 
(1) 原子炉システム及び炉心コンセプト概要 
*木村 礼1、浅野 和仁1、鈴木 哲1 （1. 東芝 ESS） 

Molten Salt Reactor Design Code Development 
(1) Loop Performance Analysis Code 
*木下 幹康1,2、 Mori Sho1,3、 Chiba Fumihiro1、 Morita Kazuki1,4、 Indarta Aji2,1、 Tokushima Tatsuya2、

Okawa Tomio2 （1. MSLab、2. UEC、3. TUAT、4. Keio Univ.） 
 
 
 

全体会議

「新型炉部会」第18回全体会議 
J会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 新型炉部会

新型炉の国際協力の現状と今後の研究開発課題（イノベーションの創出） 
座長:山口 彰(東大) 

J会場
 

高速炉の国際協力の現状 
*大島 宏之1 （1. JAEA） 

高速炉の今後の研究開発課題 
*守田 幸路1 （1. 九大） 

高温ガス炉の国際協力の現状 
*浅野 和仁1 （1. 東芝 ESS） 

高温ガス炉の今後の研究開発課題 
*大橋 弘史1 （1. JAEA） 

総合討論 
 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 302-1 新型炉システム

超臨界圧軽水冷却炉 
座長:木村 礼(東芝 ESS) 

J会場
 

放射線誘起表面活性効果を用いた超臨界圧軽水冷却炉の基盤技術研究 

[1J07]

[1J08]

[1J09-09]

[1J09]

[1J10-14]

[1J10]

[1J11]

[1J12]

[1J13]

[1J14]

[2J01-05]

[2J01]
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第11報　金属材料の電気化学特性に及ぼす中性子線照射の影響 
*田口 涼太1、井原 智則1、波津久 達也1、賞雅 寛而1、叶野 翔2、阿部 弘亨2 （1. 東京海洋大、2. 東大） 

Research on fundamental technology for SCWR based on RISA 
12th report, Wettability observation in capillary tubes at subcritical condition using neutron
radiography 
*Wilson Susanto1, Tomonori Ihara1, Tatsuya Hazuku1, Shinichi Morooka2, Daisuke Ito3, Sho Kano4 （1. Tokyo

Univ. of Marine Sci. &Tech., 2. Waseda Univ., 3. Kyoto Univ., 4. Univ. of Tokyo） 

放射線誘起表面活性効果を用いた超臨界圧軽水冷却炉の基盤技術研究 
第13報　UVならびにγ線照射による RISA材料の表面組織評価 
*叶野 翔1、楊 会龍1、ジョン マックグレディー1、井原 智則2、波津久 達也2、阿部 弘亨1 （1. 東大、2. 東京海洋大） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-3 研究炉，中性子応用

研究炉特性 
座長:山中 正朗(京大) 

J会場
 

原子炉内中性子による放射化量導出における試料位置の影響評価 
*高山 直毅1、原田 秀郎1、米田 政夫1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

臨界実験および解析 
座長:山中 正朗(京大) 

J会場
 

高温ガス炉核的予測精度高度化のための研究開発 
(1) KUCAを用いた黒鉛体系による第一次模擬炉心実験 
*深谷 裕司1、後藤 実1、中川 繁昭1、中嶋 國弘2、高橋 和暉2、左近 敦士2、橋本 憲吾2、佐野 忠史3 （1. JAEA、2. 近

大、3. 京大） 

KUCAにおけるトリウム装荷炉心の臨界実験 
(1) 硬い中性子スペクトル炉心での臨界実験 
*佐野 忠史1、宇根崎 博信1、堀 順一1、高橋 佳之1、李 在洪1、髙橋 和暉2 （1. 京大、2. 近大） 

KUCAにおけるトリウム装荷炉心の臨界実験 
(2) 今回と過去の実験に対する臨界性解析の比較 
*宇根埼 博信1、佐野 忠史1、堀 順一1、高橋 佳之1、李 在洪1 （1. 京大） 

KUCA固体減速架台における MVP3を用いた動特性解析 
*岡本 力1 （1. ナイス） 

Feynman-α/バンチング法における疑似トレンド現象に関する研究 
*芳原 新也1、左近 敦士1、遠藤 知弘2、中嶋 國弘3、髙橋 和暉3、橋本 憲吾1 （1. 近大、2. 名大、3. 近大） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

未臨界実験および解析 
座長:遠藤 知弘(名大) 

J会場
 

KUCA未臨界炉心の反応度評価 
(1)パルス中性子法を用いた動特性パラメータβeff/lの評価 
*荒木 祥平1、山根 祐一1、外池 幸太郎1、北村 康則2、三澤 毅2 （1. JAEA、2. 京大） 

[2J10-12]

[2J10]

[2J11]

[2J12]

[2J13-17]

[2J13]

[2J14]

[2J15]

[2J16]

[2J17]

[2J18-21]

[2J18]

[2J19]

[2J20]
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一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

解析精度検証 
座長:左藤 大介(MHI) 

J会場
 

公開コードによる BWR炉心計算コードシステムの開発 
(16)FUBILA実験解析に対する中性子スペクトルの影響 
*髙杉 両平1、相澤 直人1、渡邉 洋平2、名久井 敬2、久保 史2 （1. 東北大、2. 東北インフォ） 

冷却材ボイド率履歴を考慮した BWR9×9燃料集合体の核種組成の解析 
*坂本 雅洋1、亀山 高範1 （1. 東海大） 

CASMO5/SIMULATE5を用いた BEAVRSベンチマークの解析 
(2)サイクル2の解析 
*藤田 達也1、酒井 友宏1 （1. 規制庁） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

解析コード開発1 
座長:藤村 幸治(日立 GE) 

J会場
 

教育や現場で使い勝手の良い放射線量評価モンテカルロ法コード 
*松村 哲夫1、亀山 高範1 （1. 東海大） 

3次元詳細メッシュ多群輸送計算に基づく PWR炉心計算コード SCOPE2の開発 
(13) 燃料集合体曲がりを考慮した出力分布評価モデルの開発 
*山本 健土1、大岡 靖典1、長野 浩明1、山本 章夫2、遠藤 知弘2 （1. 原燃工、2. 名大） 

三菱3次元詳細輸送計算コード GALAXY-Zの開発 
(3) 角度中性子束を用いた横方向漏れ近似 
*山路 和也1、家山 晃一1、小池 啓基1、左藤 大介1 （1. MHI） 

Verification of FRBurner module of CBZ code system: MET-1000 core calculation based on
OECD/NEA benchmark report 
*Junshuang FAN1,2,3, Chiba Go1,2,3 （1. Hokkaido Univ., 2. Faculty of Engineering, 3. Nuclear Reactor

Engineering Laboratory） 

ナトリウム冷却高速炉におけるボイド反応度の解析手法に関する研究 
*牛原 将太1、北田 孝典1、竹田 敏1 （1. TCU, 2. Tokyo Tech., 3. NAIS） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

解析コード開発2 
座長:山路 和也(MHI) 

J会場
 

MA含有ブランケット燃料を活用した固有安全高速炉の開発 
(4) 固有安全高速炉の過渡核解析手法の開発 
*竹田 敏一1、竹田 敏2、北田 孝典2、藤村 幸治3 （1. 福井大、2. 阪大、3. 日立 GE） 

MA含有ブランケット燃料を活用した固有安全高速炉の開発 
(5) Sn法に基づく過渡解析コードの開発 
*竹田 敏1、北田 孝典1、藤村 幸治2、藤又 和博2、竹田 敏一3 （1. 阪大、2. 日立 GE、3. 福井大） 

MA含有ブランケット燃料を活用した固有安全高速炉の開発 
(6)ボイド反応度と燃焼反応度低減のための感度解析 
*渕田 翔1、藤村 幸治1、藤又 和博1、仁田脇 武志1、竹田 敏一2、竹田 敏3 （1. 日立 GE、2. 福井大、3. 阪大） 

[2J02]

[2J03]

[2J04]

[2J05]

[2J06-09]

[2J06]

[2J07]

[2J08]

[2J09]

[2J_GM]

[2J_PL]

[2J_PL01]

[2J_PL02]

[2J_PL03]
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KUCA未臨界炉心の反応度評価 
(2)準静的状態の出力挙動に基づく評価 
*山根 祐一1、荒木 祥平1、北村 康則2、三澤 毅2 （1. JAEA、2. 京大） 

KUCAにおける核破砕中性子源駆動下の未臨界炉体系に対する炉雑音解析 
(1)遅発中性子寄与を考慮した Rossi-α及び Feynman-α解析 
*中嶋 國弘1、高橋 和暉1、左近 敦士2、芳原 新也2、橋本 憲吾2、山中 正朗3、佐野 忠史3、卞 哲浩3 （1. 近大、2. 近

大、3. 京大） 

KUCAにおける核破砕中性子源駆動下の未臨界炉体系に対する炉雑音解析 
(2)パワースペクトル法による解析 
*左近 敦士1、中嶋 國弘2、高橋 和暉2、芳原 新也1、橋本 憲吾1、山中 正朗3、佐野 忠史3、卞 哲浩3 （1. 近大、2. 近

大、3. 京大） 

粒子フィルタ法を用いた未臨界度、中性子生成時間、外部中性子源強度の同時推定 
*池田 卓弥1、遠藤 知弘1、山本 章夫1、山中 正朗2、佐野 忠史2、卞 哲浩2 （1. 名大、2. 京大） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

不確かさ評価 
座長:千葉 豪(北大) 

J会場
 

拡張炉定数調整法の定式の一般化 
*横山 賢治1、北田 孝典2 （1. JAEA、2. 阪大） 

即発中性子減衰定数を用いたバイアス因子法および炉定数調整法 
*遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

FRENDYを用いた ACE形式断面積のランダムサンプリング実装 
*近藤 諒一1、遠藤 知弘1、山本 章夫1、多田 健一2 （1. 名大、2. JAEA） 

サロゲートモデルを用いた過酷事故条件における解析手法起因誤差の予測モデルの開発 
*花井 智海1、山本 章夫1、遠藤 知弘1、山本 健土2、大岡 靖典2、長野 浩明2 （1. 名大、2. 原燃工） 

 
 
 

全体会議

「炉物理部会」第50回全体会議 
J会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 炉物理部会

核変換炉研究の動向 
座長:高木 直行(東京都市大) 

J会場
 

高速炉 
*大木 繁夫1 （1. JAEA） 

加速器駆動システム 
*卞 哲浩1 （1. 京大） 

軽水炉 
*日野 哲士1 （1. 日立） 
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2019年3月20日(水)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 302-1 新型炉システム

新型炉設計 
座長:相澤 康介(JAEA) 

J会場
 

ナトリウム機器の取扱い経験 
(1)知見集約の視点と計画 
*下山 一仁1、早川 雅人1、宮越 博幸1、荒 邦章1 （1. JAEA） 

ナトリウム機器の取扱い経験 
(2)容器内カバーガス空間のナトリウム挙動 
*早川 雅人1、下山 一仁1、宮越 博幸1、荒 邦章1 （1. JAEA） 

高温ガス炉における燃料・核分裂生成物挙動評価手法の現状と課題 
*沢 和弘1 （1. 北大） 

水素化物減速ヒートパイプ冷却超小型炉 MoveluXの開発 
(1) 原子炉システム及び炉心コンセプト概要 
*木村 礼1、浅野 和仁1、鈴木 哲1 （1. 東芝 ESS） 

Molten Salt Reactor Design Code Development 
(1) Loop Performance Analysis Code 
*木下 幹康1,2、 Mori Sho1,3、 Chiba Fumihiro1、 Morita Kazuki1,4、 Indarta Aji2,1、 Tokushima Tatsuya2、

Okawa Tomio2 （1. MSLab、2. UEC、3. TUAT、4. Keio Univ.） 
 
 
 

全体会議

「新型炉部会」第18回全体会議 
J会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 新型炉部会

新型炉の国際協力の現状と今後の研究開発課題（イノベーションの創出） 
座長:山口 彰(東大) 

J会場
 

高速炉の国際協力の現状 
*大島 宏之1 （1. JAEA） 

高速炉の今後の研究開発課題 
*守田 幸路1 （1. 九大） 

高温ガス炉の国際協力の現状 
*浅野 和仁1 （1. 東芝 ESS） 

高温ガス炉の今後の研究開発課題 
*大橋 弘史1 （1. JAEA） 

総合討論 
 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 302-1 新型炉システム

超臨界圧軽水冷却炉 
座長:木村 礼(東芝 ESS) 

J会場
 

放射線誘起表面活性効果を用いた超臨界圧軽水冷却炉の基盤技術研究 

[1J07]

[1J08]

[1J09-09]

[1J09]

[1J10-14]

[1J10]

[1J11]

[1J12]

[1J13]

[1J14]

[2J01-05]

[2J01]
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第11報　金属材料の電気化学特性に及ぼす中性子線照射の影響 
*田口 涼太1、井原 智則1、波津久 達也1、賞雅 寛而1、叶野 翔2、阿部 弘亨2 （1. 東京海洋大、2. 東大） 

Research on fundamental technology for SCWR based on RISA 
12th report, Wettability observation in capillary tubes at subcritical condition using neutron
radiography 
*Wilson Susanto1, Tomonori Ihara1, Tatsuya Hazuku1, Shinichi Morooka2, Daisuke Ito3, Sho Kano4 （1. Tokyo

Univ. of Marine Sci. &Tech., 2. Waseda Univ., 3. Kyoto Univ., 4. Univ. of Tokyo） 

放射線誘起表面活性効果を用いた超臨界圧軽水冷却炉の基盤技術研究 
第13報　UVならびにγ線照射による RISA材料の表面組織評価 
*叶野 翔1、楊 会龍1、ジョン マックグレディー1、井原 智則2、波津久 達也2、阿部 弘亨1 （1. 東大、2. 東京海洋大） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-3 研究炉，中性子応用

研究炉特性 
座長:山中 正朗(京大) 

J会場
 

原子炉内中性子による放射化量導出における試料位置の影響評価 
*高山 直毅1、原田 秀郎1、米田 政夫1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

臨界実験および解析 
座長:山中 正朗(京大) 

J会場
 

高温ガス炉核的予測精度高度化のための研究開発 
(1) KUCAを用いた黒鉛体系による第一次模擬炉心実験 
*深谷 裕司1、後藤 実1、中川 繁昭1、中嶋 國弘2、高橋 和暉2、左近 敦士2、橋本 憲吾2、佐野 忠史3 （1. JAEA、2. 近

大、3. 京大） 

KUCAにおけるトリウム装荷炉心の臨界実験 
(1) 硬い中性子スペクトル炉心での臨界実験 
*佐野 忠史1、宇根崎 博信1、堀 順一1、高橋 佳之1、李 在洪1、髙橋 和暉2 （1. 京大、2. 近大） 

KUCAにおけるトリウム装荷炉心の臨界実験 
(2) 今回と過去の実験に対する臨界性解析の比較 
*宇根埼 博信1、佐野 忠史1、堀 順一1、高橋 佳之1、李 在洪1 （1. 京大） 

KUCA固体減速架台における MVP3を用いた動特性解析 
*岡本 力1 （1. ナイス） 

Feynman-α/バンチング法における疑似トレンド現象に関する研究 
*芳原 新也1、左近 敦士1、遠藤 知弘2、中嶋 國弘3、髙橋 和暉3、橋本 憲吾1 （1. 近大、2. 名大、3. 近大） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

未臨界実験および解析 
座長:遠藤 知弘(名大) 

J会場
 

KUCA未臨界炉心の反応度評価 
(1)パルス中性子法を用いた動特性パラメータβeff/lの評価 
*荒木 祥平1、山根 祐一1、外池 幸太郎1、北村 康則2、三澤 毅2 （1. JAEA、2. 京大） 

[2J10-12]

[2J10]

[2J11]

[2J12]

[2J13-17]

[2J13]

[2J14]

[2J15]

[2J16]

[2J17]

[2J18-21]

[2J18]

[2J19]

[2J20]
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一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

解析精度検証 
座長:左藤 大介(MHI) 

J会場
 

公開コードによる BWR炉心計算コードシステムの開発 
(16)FUBILA実験解析に対する中性子スペクトルの影響 
*髙杉 両平1、相澤 直人1、渡邉 洋平2、名久井 敬2、久保 史2 （1. 東北大、2. 東北インフォ） 

冷却材ボイド率履歴を考慮した BWR9×9燃料集合体の核種組成の解析 
*坂本 雅洋1、亀山 高範1 （1. 東海大） 

CASMO5/SIMULATE5を用いた BEAVRSベンチマークの解析 
(2)サイクル2の解析 
*藤田 達也1、酒井 友宏1 （1. 規制庁） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

解析コード開発1 
座長:藤村 幸治(日立 GE) 

J会場
 

教育や現場で使い勝手の良い放射線量評価モンテカルロ法コード 
*松村 哲夫1、亀山 高範1 （1. 東海大） 

3次元詳細メッシュ多群輸送計算に基づく PWR炉心計算コード SCOPE2の開発 
(13) 燃料集合体曲がりを考慮した出力分布評価モデルの開発 
*山本 健土1、大岡 靖典1、長野 浩明1、山本 章夫2、遠藤 知弘2 （1. 原燃工、2. 名大） 

三菱3次元詳細輸送計算コード GALAXY-Zの開発 
(3) 角度中性子束を用いた横方向漏れ近似 
*山路 和也1、家山 晃一1、小池 啓基1、左藤 大介1 （1. MHI） 

Verification of FRBurner module of CBZ code system: MET-1000 core calculation based on
OECD/NEA benchmark report 
*Junshuang FAN1,2,3, Chiba Go1,2,3 （1. Hokkaido Univ., 2. Faculty of Engineering, 3. Nuclear Reactor

Engineering Laboratory） 

ナトリウム冷却高速炉におけるボイド反応度の解析手法に関する研究 
*牛原 将太1、北田 孝典1、竹田 敏1 （1. TCU, 2. Tokyo Tech., 3. NAIS） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

解析コード開発2 
座長:山路 和也(MHI) 

J会場
 

MA含有ブランケット燃料を活用した固有安全高速炉の開発 
(4) 固有安全高速炉の過渡核解析手法の開発 
*竹田 敏一1、竹田 敏2、北田 孝典2、藤村 幸治3 （1. 福井大、2. 阪大、3. 日立 GE） 

MA含有ブランケット燃料を活用した固有安全高速炉の開発 
(5) Sn法に基づく過渡解析コードの開発 
*竹田 敏1、北田 孝典1、藤村 幸治2、藤又 和博2、竹田 敏一3 （1. 阪大、2. 日立 GE、3. 福井大） 

MA含有ブランケット燃料を活用した固有安全高速炉の開発 
(6)ボイド反応度と燃焼反応度低減のための感度解析 
*渕田 翔1、藤村 幸治1、藤又 和博1、仁田脇 武志1、竹田 敏一2、竹田 敏3 （1. 日立 GE、2. 福井大、3. 阪大） 

[2J02]

[2J03]

[2J04]

[2J05]

[2J06-09]

[2J06]

[2J07]

[2J08]

[2J09]

[2J_GM]

[2J_PL]

[2J_PL01]

[2J_PL02]

[2J_PL03]
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KUCA未臨界炉心の反応度評価 
(2)準静的状態の出力挙動に基づく評価 
*山根 祐一1、荒木 祥平1、北村 康則2、三澤 毅2 （1. JAEA、2. 京大） 

KUCAにおける核破砕中性子源駆動下の未臨界炉体系に対する炉雑音解析 
(1)遅発中性子寄与を考慮した Rossi-α及び Feynman-α解析 
*中嶋 國弘1、高橋 和暉1、左近 敦士2、芳原 新也2、橋本 憲吾2、山中 正朗3、佐野 忠史3、卞 哲浩3 （1. 近大、2. 近

大、3. 京大） 

KUCAにおける核破砕中性子源駆動下の未臨界炉体系に対する炉雑音解析 
(2)パワースペクトル法による解析 
*左近 敦士1、中嶋 國弘2、高橋 和暉2、芳原 新也1、橋本 憲吾1、山中 正朗3、佐野 忠史3、卞 哲浩3 （1. 近大、2. 近

大、3. 京大） 

粒子フィルタ法を用いた未臨界度、中性子生成時間、外部中性子源強度の同時推定 
*池田 卓弥1、遠藤 知弘1、山本 章夫1、山中 正朗2、佐野 忠史2、卞 哲浩2 （1. 名大、2. 京大） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

不確かさ評価 
座長:千葉 豪(北大) 

J会場
 

拡張炉定数調整法の定式の一般化 
*横山 賢治1、北田 孝典2 （1. JAEA、2. 阪大） 

即発中性子減衰定数を用いたバイアス因子法および炉定数調整法 
*遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

FRENDYを用いた ACE形式断面積のランダムサンプリング実装 
*近藤 諒一1、遠藤 知弘1、山本 章夫1、多田 健一2 （1. 名大、2. JAEA） 

サロゲートモデルを用いた過酷事故条件における解析手法起因誤差の予測モデルの開発 
*花井 智海1、山本 章夫1、遠藤 知弘1、山本 健土2、大岡 靖典2、長野 浩明2 （1. 名大、2. 原燃工） 

 
 
 

全体会議

「炉物理部会」第50回全体会議 
J会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 炉物理部会

核変換炉研究の動向 
座長:高木 直行(東京都市大) 

J会場
 

高速炉 
*大木 繁夫1 （1. JAEA） 

加速器駆動システム 
*卞 哲浩1 （1. 京大） 

軽水炉 
*日野 哲士1 （1. 日立） 
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一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

臨界安全 
座長:小池 啓基(MHI) 

J会場
 

使用済燃料直接処分における劣化ウランを用いた臨界安全対策の検討 
町屋 秀幸1、*相澤 直人1、岩崎 智彦1 （1. 東北大） 

Effect of Gd2O3 to a fission number in the first pulse of a postulated nuclear excursion 
*Irwan Liapto Simanullang1, Yuichi Yamane1, Kotaro Tonoike1 （1. JAEA） 

Bootstrap法を用いた推定臨界下限増倍率の算出方法 
*林 卓人1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-2 炉設計と炉型戦略，核変換技術

熱中性子炉 
座長:多田 健一(JAEA) 

K会場
 

水銀を可燃性毒物として用いた BWRの核特性 
*木下 昂亮1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

溶融塩燃料を用いた重水減速熱中性子増殖炉の成立性検討 
*石田 大樹1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

Conceptual Design Study of TRIGA Kartini Reactor using Plate Type Fuel Element 
*Argo Satrio Wicaksono1, Takanori Kitada1, Satoshi Takeda1 （1. Osaka Univ.） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-2 炉設計と炉型戦略，核変換技術

高速炉1 
座長:相澤 直人(東北大) 

K会場
 

径ブランケット削除型 Na冷却高速増殖炉の炉心検討 
*川本 航大1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

再臨界防止固有安全高速炉の炉心形状に関する研究（その２） 
下部軸ブランケット領域での中性子吸収材の効果 
*千歳 敬子1、持丸 貴則1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

金属燃料高速炉と MOX燃料高速炉の炉心特性の比較 
(1) 柔軟性を有する金属燃料高速炉の開発 
*藤村 幸治1、三輪 順一1、中原 宏尊2 （1. 日立、2. 日立 GE） 

国家安全保障をめぐる高速炉開発に関する政策過程 
(1)高速増殖原型炉もんじゅの外交的側面 
*小伊藤 優子1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-2 炉設計と炉型戦略，核変換技術

高速炉2 
座長:横山 賢治(JAEA) 

K会場
 

核燃料自給型高速炉の開発 

[2J21]

[3J01-04]

[3J01]

[3J02]

[3J03]

[3J04]

[3J05-08]

[3J05]

[3J06]

[3J07]

[3J08]

[3J09-11]

[3J09]

[3J10]

[3J11]
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高次化 Pu・ MA管理のための高速炉炉心の検討 
(5) SiC構造材による反応度係数改善の物理的メカニズム 
*毛利 哲也1、杉野 和輝1、大木 繁夫1 （1. JAEA） 

 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

解析モデル検討 
座長:竹田 敏(阪大) 

J会場
 

MVPを用いた HTTR燃焼計算時の炉心内中性子スペクトルに対する検討 
*松中 一朗1、藤本 望1、石井 俊晃2、石塚 悦男2、長住 達2 （1. 九大、2. JAEA） 

Feynman-α解析による遅発対即発比指標を用いた遅発中性子モデルの検証 
*高橋 和暉1、中嶋 國弘1、左近 敦士2、芳原 新也2、橋本 憲吾2 （1. 近大、2. 近大） 

捕食者を加えた多集団 MFOを用いた PWR燃料配置の最適化 
*石黒 諭美1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

微積分型輸送方程式における SPH法の適用性に関する検討 
*澤田 憲人1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

解析手法開発（共鳴) 
座長:藤田 達也(規制庁) 

J会場
 

ラダー数の違いが確率テーブル作成に与える影響評価 
*多田 健一1 （1. JAEA） 

核データ積分テスト計算への実効部分空間法の適用② 
*今里 大智1、千葉 豪1 （1. 北大） 

Reduced Order Modelに基づくエネルギー展開基底を用いた共鳴計算 
(1)理論 
*山本 章夫1、遠藤 知弘1、竹田 敏2、小池 啓基3、山路 和也3、左藤 大介3 （1. 名大、2. 阪大、3. MHI） 

Reduced Order Modelに基づくエネルギー展開基底を用いた共鳴計算 
(2)検証計算 
山本 章夫1、遠藤 知弘1、竹田 敏2、*小池 啓基3、山路 和也3、左藤 大介3 （1. 名大、2. 阪大、3. MHI） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

解析手法開発（モンテカルロ） 
座長:遠藤 知弘(名大) 

J会場
 

確率的乱雑化モデルの拡張とモンテカルロ計算ソルバー Solomonへの実装 
*植木 太郎1 （1. JAEA） 

モンテカルロ法によるα及びγ固有値の感度解析手法 
*山本 俊弘1、坂本 浩紀2 （1. 京大、2. RADONet） 

零出力遅発超臨界体系での点源からの中性子束時間変化の計算 
*名内 泰志1 （1. 電中研） 

 
 

[2K02]

[2K03]

[2K04]

[2K05]

[2K_GM]

[2K_PL]

[2K_PL01]

[2K_PL02]

[2K_PL03]

[2K06-10]

[2K06]

[2K07]

[2K08]

[2K09]

[2K10]
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Zr中における空孔型転位ループ形成過程の解明 
*安達 悠希也1、強 光友2、早川 頌2、沖田 泰良3、板倉 充洋4 （1. 東大、2. 東大、3. 東大、4. JAEA） 

Active volumeを用いた温度並列 Simulated annealingによるメゾ時間スケール原子シミュレーション 
*早川 頌1、沖田 泰良2、板倉 充洋3 （1. 東大、2. 東大、3. JAEA） 

二酸化トリウムの機械学習分子動力学法シミュレーション 
*奥村 雅彦1、小林 恵太2、中村 博樹1、板倉 充洋1、町田 昌彦1 （1. JAEA、2. RIST） 

TDDFT+Langevin 模型の構築 
*西川 崇1、岩田 順敬2、千葉 敏2 （1. 原子力エンジ、2. 東工大） 

 
 
 

全体会議

「計算科学技術部会」第25回全体会議 
K会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 計算科学技術部会

自然現象に立ち向かう計算科学技術の最前線 
座長:伊藤 啓(京大) 

K会場
 

自然ハザードによるリスク評価への HPCの活用 
*西田 明美1 （1. JAEA） 

竜巻飛来物の衝突による原子力施設防護対策評価手法 
*白井 孝治1 （1. 電中研） 

放射性物質の大気拡散予測 
*永井 晴康1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 305-1 計算科学技術

炉心・安全解析 
座長:和田 怜志(東芝 ESS) 

K会場
 

IGA法を用いた中性子拡散理論 
*Willem van Rooijen1、堀田 理穂2 （1. 福井大、2. 福井大） 

深層学習による燃料シャッフリング時の炉心特性変化量の予測 
*高野 渉1、木間 暁1 （1. GNF-J） 

統計的安全評価における代替統計モデルの適用 
(3) 適応的サンプリングの有効性に関する検討 
*木下 郁男1 （1. INSS） 

国産 SAコード SAMPSONの高度化 
(3) 制御インターフェースモジュールの改良 
*冨永 直利1,2、 Finger Richard1,3、茶木 雅夫1 （1. エネ総研、2. 現所属　アドバンスソフト、3. 現所属　ゴールド

マン・サックス証券） 

Simulation of the Behavior of Spherically Expanding H2-Air Premixed Flame 
*Thwe Thwe Aung1, Ryutaro Hino1, Atsuhiko Terada1, Satoshi Kadowaki2 （1. JAEA, 2. Nagaoka Univ. of

Tech.） 
 
 

[1K09]

[1K10]

[1K11]

[1K12-14]

[1K12]

[1K13]

[1K14]

[1K15-17]

[1K15]

[1K16]

[1K17]

[2K01-05]

[2K01]
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（１）核燃料自給の方法 
*内藤 俶孝1、畦倉 和雄1 （1. ナイス） 

核燃料自給型高速炉の開発 
(2)シンプル炉心の予備的検討 
*畦倉 和雄1、内藤　俶孝1 （1. ナイス） 

ブリードバーン型高速炉における燃料および冷却材組成が燃焼特性に与える効果 
*斉藤 雪子1、西山 潤1、小原 徹1 （1. 東工大） 

メルトリファイニング法の CANDLE燃焼高速炉の移行過程への適用 
*大里 洋輝1、西山 潤2、小原 徹2 （1. 東工大、2. 東工大） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-2 炉設計と炉型戦略，核変換技術

核変換 
座長:和田 怜志(東芝 ESS) 

K会場
 

高エネルギ中性子による低比放射能レニウム創成に関する研究 
レニウム比放射能低減に関する検討 
*横山 次男1、小澤 正基2 （1. 東芝 TSI、2. 東工大） 

LLFP核交換用高速炉心・集合体の設計研究 
(1) 高速炉における核変換特性 
*田原 義壽1、リン ペン ホン1,3、高木 直行1、千葉 敏2 （1. TCU, 2. Tokyo Tech., 3. NAIS） 

LLFP核変換用高速炉心・集合体の設計研究 
(2)隣接燃料棒出力ピーク抑制のための LLFP集合体設計 
*板谷 樹1、田原 義壽1、 Peng Hong Liem1,3、高木 直之1、千葉 敏2 （1. 東京都市大、2. 東工大、3. ナイス） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-2 炉設計と炉型戦略，核変換技術

解析手法 
座長:山本 俊弘(京大) 

K会場
 

核エネルギーから電気への直接変換に関わる基礎研究 
(2)PHITS を用いた核分裂電池の 変換効率評価手法の開発 
*笠井 宏哲1、竹澤 宏樹1 （1. 東京都市大） 

Solution of the neutronic fast reactor benchmark with Serpent-CriMR code system 
*Smirnov Anton1, Vladislav Romanenko1, Pavel Pugachev1, Georgy Tikhomirov1, Toru Obara2 （1. National

Research Nuclear University MEPhI, 2. Tokyo Tech） 

「もんじゅ」反応率分布測定試験による高速炉核設計手法の妥当性確認 
*大釜 和也1、竹越 淳1、片桐 寛樹2、羽様 平1 （1. JAEA、2. NESI） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 305-1 計算科学技術

微視的解析 
座長:岩田 順敬(東工大) 

K会場
 

面心立方金属における原子空孔集合体形成過程の照射劣化に及ぼす影響 
*二宮 孝太1、早川 頌1、沖田 泰良2、板倉 充洋3 （1. 東大、2. 東大、3. JAEA） 

―　34　―
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一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

臨界安全 
座長:小池 啓基(MHI) 

J会場
 

使用済燃料直接処分における劣化ウランを用いた臨界安全対策の検討 
町屋 秀幸1、*相澤 直人1、岩崎 智彦1 （1. 東北大） 

Effect of Gd2O3 to a fission number in the first pulse of a postulated nuclear excursion 
*Irwan Liapto Simanullang1, Yuichi Yamane1, Kotaro Tonoike1 （1. JAEA） 

Bootstrap法を用いた推定臨界下限増倍率の算出方法 
*林 卓人1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-2 炉設計と炉型戦略，核変換技術

熱中性子炉 
座長:多田 健一(JAEA) 

K会場
 

水銀を可燃性毒物として用いた BWRの核特性 
*木下 昂亮1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

溶融塩燃料を用いた重水減速熱中性子増殖炉の成立性検討 
*石田 大樹1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

Conceptual Design Study of TRIGA Kartini Reactor using Plate Type Fuel Element 
*Argo Satrio Wicaksono1, Takanori Kitada1, Satoshi Takeda1 （1. Osaka Univ.） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-2 炉設計と炉型戦略，核変換技術

高速炉1 
座長:相澤 直人(東北大) 

K会場
 

径ブランケット削除型 Na冷却高速増殖炉の炉心検討 
*川本 航大1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

再臨界防止固有安全高速炉の炉心形状に関する研究（その２） 
下部軸ブランケット領域での中性子吸収材の効果 
*千歳 敬子1、持丸 貴則1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

金属燃料高速炉と MOX燃料高速炉の炉心特性の比較 
(1) 柔軟性を有する金属燃料高速炉の開発 
*藤村 幸治1、三輪 順一1、中原 宏尊2 （1. 日立、2. 日立 GE） 

国家安全保障をめぐる高速炉開発に関する政策過程 
(1)高速増殖原型炉もんじゅの外交的側面 
*小伊藤 優子1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-2 炉設計と炉型戦略，核変換技術

高速炉2 
座長:横山 賢治(JAEA) 

K会場
 

核燃料自給型高速炉の開発 

[2J21]

[3J01-04]

[3J01]
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[3J03]

[3J04]
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[3J05]
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[3J09]
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[3J11]
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高次化 Pu・ MA管理のための高速炉炉心の検討 
(5) SiC構造材による反応度係数改善の物理的メカニズム 
*毛利 哲也1、杉野 和輝1、大木 繁夫1 （1. JAEA） 

 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

解析モデル検討 
座長:竹田 敏(阪大) 

J会場
 

MVPを用いた HTTR燃焼計算時の炉心内中性子スペクトルに対する検討 
*松中 一朗1、藤本 望1、石井 俊晃2、石塚 悦男2、長住 達2 （1. 九大、2. JAEA） 

Feynman-α解析による遅発対即発比指標を用いた遅発中性子モデルの検証 
*高橋 和暉1、中嶋 國弘1、左近 敦士2、芳原 新也2、橋本 憲吾2 （1. 近大、2. 近大） 

捕食者を加えた多集団 MFOを用いた PWR燃料配置の最適化 
*石黒 諭美1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

微積分型輸送方程式における SPH法の適用性に関する検討 
*澤田 憲人1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

解析手法開発（共鳴) 
座長:藤田 達也(規制庁) 

J会場
 

ラダー数の違いが確率テーブル作成に与える影響評価 
*多田 健一1 （1. JAEA） 

核データ積分テスト計算への実効部分空間法の適用② 
*今里 大智1、千葉 豪1 （1. 北大） 

Reduced Order Modelに基づくエネルギー展開基底を用いた共鳴計算 
(1)理論 
*山本 章夫1、遠藤 知弘1、竹田 敏2、小池 啓基3、山路 和也3、左藤 大介3 （1. 名大、2. 阪大、3. MHI） 

Reduced Order Modelに基づくエネルギー展開基底を用いた共鳴計算 
(2)検証計算 
山本 章夫1、遠藤 知弘1、竹田 敏2、*小池 啓基3、山路 和也3、左藤 大介3 （1. 名大、2. 阪大、3. MHI） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

解析手法開発（モンテカルロ） 
座長:遠藤 知弘(名大) 

J会場
 

確率的乱雑化モデルの拡張とモンテカルロ計算ソルバー Solomonへの実装 
*植木 太郎1 （1. JAEA） 

モンテカルロ法によるα及びγ固有値の感度解析手法 
*山本 俊弘1、坂本 浩紀2 （1. 京大、2. RADONet） 

零出力遅発超臨界体系での点源からの中性子束時間変化の計算 
*名内 泰志1 （1. 電中研） 
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Zr中における空孔型転位ループ形成過程の解明 
*安達 悠希也1、強 光友2、早川 頌2、沖田 泰良3、板倉 充洋4 （1. 東大、2. 東大、3. 東大、4. JAEA） 

Active volumeを用いた温度並列 Simulated annealingによるメゾ時間スケール原子シミュレーション 
*早川 頌1、沖田 泰良2、板倉 充洋3 （1. 東大、2. 東大、3. JAEA） 

二酸化トリウムの機械学習分子動力学法シミュレーション 
*奥村 雅彦1、小林 恵太2、中村 博樹1、板倉 充洋1、町田 昌彦1 （1. JAEA、2. RIST） 

TDDFT+Langevin 模型の構築 
*西川 崇1、岩田 順敬2、千葉 敏2 （1. 原子力エンジ、2. 東工大） 

 
 
 

全体会議

「計算科学技術部会」第25回全体会議 
K会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 計算科学技術部会

自然現象に立ち向かう計算科学技術の最前線 
座長:伊藤 啓(京大) 

K会場
 

自然ハザードによるリスク評価への HPCの活用 
*西田 明美1 （1. JAEA） 

竜巻飛来物の衝突による原子力施設防護対策評価手法 
*白井 孝治1 （1. 電中研） 

放射性物質の大気拡散予測 
*永井 晴康1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 305-1 計算科学技術

炉心・安全解析 
座長:和田 怜志(東芝 ESS) 

K会場
 

IGA法を用いた中性子拡散理論 
*Willem van Rooijen1、堀田 理穂2 （1. 福井大、2. 福井大） 

深層学習による燃料シャッフリング時の炉心特性変化量の予測 
*高野 渉1、木間 暁1 （1. GNF-J） 

統計的安全評価における代替統計モデルの適用 
(3) 適応的サンプリングの有効性に関する検討 
*木下 郁男1 （1. INSS） 

国産 SAコード SAMPSONの高度化 
(3) 制御インターフェースモジュールの改良 
*冨永 直利1,2、 Finger Richard1,3、茶木 雅夫1 （1. エネ総研、2. 現所属　アドバンスソフト、3. 現所属　ゴールド

マン・サックス証券） 

Simulation of the Behavior of Spherically Expanding H2-Air Premixed Flame 
*Thwe Thwe Aung1, Ryutaro Hino1, Atsuhiko Terada1, Satoshi Kadowaki2 （1. JAEA, 2. Nagaoka Univ. of

Tech.） 
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（１）核燃料自給の方法 
*内藤 俶孝1、畦倉 和雄1 （1. ナイス） 

核燃料自給型高速炉の開発 
(2)シンプル炉心の予備的検討 
*畦倉 和雄1、内藤　俶孝1 （1. ナイス） 

ブリードバーン型高速炉における燃料および冷却材組成が燃焼特性に与える効果 
*斉藤 雪子1、西山 潤1、小原 徹1 （1. 東工大） 

メルトリファイニング法の CANDLE燃焼高速炉の移行過程への適用 
*大里 洋輝1、西山 潤2、小原 徹2 （1. 東工大、2. 東工大） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-2 炉設計と炉型戦略，核変換技術

核変換 
座長:和田 怜志(東芝 ESS) 

K会場
 

高エネルギ中性子による低比放射能レニウム創成に関する研究 
レニウム比放射能低減に関する検討 
*横山 次男1、小澤 正基2 （1. 東芝 TSI、2. 東工大） 

LLFP核交換用高速炉心・集合体の設計研究 
(1) 高速炉における核変換特性 
*田原 義壽1、リン ペン ホン1,3、高木 直行1、千葉 敏2 （1. TCU, 2. Tokyo Tech., 3. NAIS） 

LLFP核変換用高速炉心・集合体の設計研究 
(2)隣接燃料棒出力ピーク抑制のための LLFP集合体設計 
*板谷 樹1、田原 義壽1、 Peng Hong Liem1,3、高木 直之1、千葉 敏2 （1. 東京都市大、2. 東工大、3. ナイス） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-2 炉設計と炉型戦略，核変換技術

解析手法 
座長:山本 俊弘(京大) 

K会場
 

核エネルギーから電気への直接変換に関わる基礎研究 
(2)PHITS を用いた核分裂電池の 変換効率評価手法の開発 
*笠井 宏哲1、竹澤 宏樹1 （1. 東京都市大） 

Solution of the neutronic fast reactor benchmark with Serpent-CriMR code system 
*Smirnov Anton1, Vladislav Romanenko1, Pavel Pugachev1, Georgy Tikhomirov1, Toru Obara2 （1. National

Research Nuclear University MEPhI, 2. Tokyo Tech） 

「もんじゅ」反応率分布測定試験による高速炉核設計手法の妥当性確認 
*大釜 和也1、竹越 淳1、片桐 寛樹2、羽様 平1 （1. JAEA、2. NESI） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 305-1 計算科学技術

微視的解析 
座長:岩田 順敬(東工大) 

K会場
 

面心立方金属における原子空孔集合体形成過程の照射劣化に及ぼす影響 
*二宮 孝太1、早川 頌1、沖田 泰良2、板倉 充洋3 （1. 東大、2. 東大、3. JAEA） 

―　34　―

―　35　―
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現場組織の緊急時対応力向上を目指した福島第一原子力発電所事故分析 
(4)レジリエントな安全を実現した行動を生み出した背後要因の関係性に関する検討 
*大場 恭子1、吉澤 厚文2、北村 正晴3 （1. JAEA、2. 長岡技科大、3. テムス研究所） 

 
 
 

全体会議

「ヒューマン・マシン・システム研究部会」第59回全体会議 
K会場

 
 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 403-1 リスク評価技術とリスク活用

断層変位 PRA 
座長:牟田 仁(東京都市大) 

L会場
 

断層変位 PRAに係るプラントウォークダウンの手順及び実施例 
*神谷 昌伸1、蛯澤 勝三2、青柳 恭平2、美原 義徳3、原口 龍将4、田中 太4、松村 和雄5 （1. 日本原電、2. 電中研、3.

鹿島建設、4. MHI、5. 北陸電力） 

断層変位 PRAの事故シーケンスに及ぼすプラントタイプの分析・検討 
*田中 太1、原口 龍将1、佐藤 邦彦2、吉田 伸一3、織田 伸吾4、堤 英明5、酒井 俊朗5、蛯澤 勝三5 （1. MHI、2. MHI

NSエンジ、3. 大林組、4. 日立 GE、5. 電中研） 

断層変位フラジリティ評価手法妥当性検証に基づく不確実さ要因及び上下限幅 
(1)概要 
*堤 英明1、二階堂 雄司2、美原　義徳2、原口　龍将3、酒井　俊朗1、蛯沢　勝三1 （1. 電中研、2. 鹿島建設、3.

MHI） 

断層変位フラジリティ認識論的不確実さ評価手法整備の考え方 
(1)概要 
*蛯沢 勝三1、原口 龍将2、美原 義徳3、湯山 安由美1、酒井 俊朗1 （1. 電中研、2. MHI、3. 鹿島建設） 

断層変位フラジリティ認識論的不確実さ評価手法整備の考え方 
(2)地盤・建屋に係る不確実さ要因の分析・検討 
*美原 義徳1、原口 龍将3、湯山 安由美2、酒井 俊朗2、蛯沢 勝三2 （1. 鹿島建設、2. 電中研、3. MHI） 

断層変位フラジリティ認識論的不確実さ評価手法整備の考え方 
(3)機器・配管に係る不確実さ要因の分析・検討 
*原口 龍将1、美原 義徳2、湯山 安由美3、酒井 俊朗3、蛯沢 勝三3 （1. MHI、2. 鹿島建設、3. 電中研） 

断層変位フラジリティ認識論的不確実さ評価手法整備の考え方 
(4)断層変位ハザードに係る不確実さ要因の分析・検討 
*湯山 安由美1、原口 龍将2、美原 義徳3、酒井 俊朗1、蛯沢 勝三1 （1. 電中研、2. MHI、3. 鹿島） 

 
 
 

全体会議

「リスク部会」第4回全体会議 
L会場
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一般セッション | III. 核分裂工学 | 305-1 計算科学技術

流体・構造解析 
座長:張 承賢(東大) 

K会場
 

ナトリウム冷却高速炉の熱流動解析評価手法整備における V&V実施手順の具体化 
(2)基本妥当性確認解析におけるモデル不確かさの定量評価 
*田中 正暁1 （1. JAEA） 

複雑計算領域内の湿潤粒子の数値シミュレーション 
*田村 耕太郎1、酒井 幹夫2 （1. 東大、2. 東大） 

原子炉容器を模擬したノズル付き円板試験体の局部破損に関する研究 
*恒本 芳樹1、坂口 貴史1、片岡 俊二2、佐藤 拓哉1、笠原 直人1 （1. 東大、2. 日揮） 

飛翔体衝突を受ける RC構造物の衝撃応答評価 
*西田 明美1、永井 穣1、康 作夷1、坪田 張二1 （1. JAEA） 

 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 303-1 原子炉計測，計装システム，原子力制御システム/303-2 遠隔操作，ロボット，画像工学

無線システムと水中ロボット 
座長:五福 明夫(岡山大) 

K会場
 

原子力発電所内の無線適用に向けた電波分布制御手法の開発 
(VI)無線システムの模擬環境試験 
*黒田 英彦1、代田 孝広1、池田 芳朗1、長谷川 健1、小田 直敬1、浅野 直樹1 （1. 東芝 ESS） 

原子力発電所内の無線適用に向けた電波分布制御手法の開発 
(VII)情報端末持ち出しによる情報漏洩も防護可能な点検支援システムの提案 
*代田 孝広1、黒田 英彦1、小田 直敬1、長谷川 健1、池田 芳朗1、荒川 健1、大場 功1 （1. 東芝 ESS） 

水中ロボット「ラドほたる」開発 
(1) 全体計画 
*鈴木 茂和1、川妻 伸二1、青木 英二1、高橋 正則1、渡邉 光貴2、中野 修三3、坂本 秀樹4 （1. 福島高専、2. タカワ精

密、3. 東日本計算センター、4. アルパイン） 

水中ロボット「ラドほたる」開発 
(2)放射線性試験 
*川妻 伸二1、鈴木 茂和1、青木 英二1、高橋 正則1、渡邉 光貴2、中野 修三3、坂本 秀樹4 （1. 福島高専、2. タカワ精

密、3. 東日本計算センター、4. アルパイン） 
 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 303-3 ヒューマンマシンシステム，高度情報処理

ヒューマンマシンシステム，高度情報処理 
座長:佐相 邦英(電中研) 

K会場
 

ディープラーニングを用いた３ D－ LiDARデータに基づいたプラント構造物識別手法の開発 
*谷藤 祐太1、川端 邦明1 （1. JAEA） 

インシデントコマンドシステムの習熟に対するノンテクニカルスキル訓練の有効性 
*彦野 賢1、松井 裕子1、長嶋 一史2 （1. INSS、2. 関西電力） 

計器監視作業における人間信頼性の実験的評価 
*大竹 和希1、高橋 信1 （1. 東北大） 
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AEセンサを用いたダクト診断手法の開発 
*藤吉 宏彰1、小川 良太1、礒部 仁博1 （1. 原燃工） 

 
 
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 401-2 原子炉の運転管理と点検保守

原子力プラントの運転管理技術の向上 
座長:三木 将裕(日立) 

L会場
 

配管減肉のモニタリングと予測に基づく配管システムのリスク管理 
*高木 敏行1、渡邉 豊1、内一 哲哉1、 GUY Philippe 2、 REBOUD Christophe3 （1. 東北大、2. INSA-Lyon、3.

CEA） 

原子力発電の安全な長期運転に向けて　－経年劣化管理と安全性向上の取組－ 
*長谷川 順久1、渥美 法雄1、守田 聡1 （1. 電事連） 

BWR燃料プール内の高崩壊熱燃料の分散配置運用の適用性検討 
原田 健一1、内山 大輔1、石井 覚2、*山内 英人2 （1. 中部電力、2. 中電 CTI） 

 
 
 

全体会議

「原子力発電部会」第35回全体会議 
L会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 原子力発電部会

東海第二発電所の新規制基準適合性（設置変更許可、工事計画認可）及び運転期間延長認可に
係る審査対応について 
座長:堺 公明(東海大) 

L会場
 

東海第二発電所の新規制基準適合性（設置変更許可、工事計画認可）に係る審査対応について 
*近江 正1 （1. 原電） 

東海第二発電所の運転期間延長認可に係る評価について 
*伊藤 信郎1 （1. 原電） 

BWRメーカーによる許認可対応への取組について 
*今野 隆博1 （1. 日立 GE） 

 
 
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 401-3 原子炉設計，原子力発電所の建設と検査，耐震性，原子力船

原子力プラントの検査・安全評価技術 
座長:松永 嵩(原燃工) 

L会場
 

マルチコイルプローブを用いた渦電流探傷による表面欠陥の識別技術 
*三木 将裕1、成重 将史1、吉田 功2 （1. 日立、2. 日立 GE） 

ケーブル絶縁材の健全性診断技術開発（２） 
*石井 元武1、藤吉 宏彰1、礒部 仁博1、川島 崇利2、浦島 千裕3、鈎 忠志3 （1. 原燃工、2. 関西電子ビーム、3. 関西

電力） 

タービン翼材料の液滴衝突エロージョンの機構論的モデルの開発 
*川野 昌平1、吉井 敏浩1、久保 貴博1、鹿目 浩正1 （1. 東芝 ESS ） 

固定屋根付き円筒タンクのスロッシング波頭衝撃圧評価 
（その２）水位応答の非線形性を考慮した波高速度算定式の適用性検証 
*豊田 幸宏1,2、大鳥 靖樹2 （1. 電中研、2. 東京都市大） 
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企画セッション | 部会・連絡会セッション | リスク部会[ヒューマン・マシン・システム部会共催]

確率論的リスク評価における人間信頼性解析 
座長:高橋 信(東北大) 

L会場
 

確率論的リスク評価(PRA)における人間信頼性解析の位置づけと課題 
*高田 孝1 （1. 東大） 

人間信頼性評価手法に関する課題と取り組み 
*桐本 順広1 （1. 電中研） 

ヒューマンファクターエンジニアリングを通じた HRAの原子力発電所設計への展開と課題 
*真塩 健二1 （1. MHI） 

パネルディスカッション 
*高田 孝1、*桐本 順広2、*真塩 健二3、*氏田 博士4 （1. 東大、2. 電中研、3. MHI、4. アドバンスソフト） 

 
 
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 403-1 リスク評価技術とリスク活用

各種 PRA手法 
座長:張 承賢(東大) 

L会場
 

人間信頼性評価手法の比較・検討と課題の摘出 
*氏田 博士1,2、井手 善広1 （1. アドバンスソフト、2. 原安進） 

水蒸気を考慮した内部溢水 PRAに関する検討 
*西嶋 悠介1、北田 孝典1、竹田 敏1 （1. 阪大） 

地震・津波の重畳を考慮した確率論的安全性評価⼿法の開発 
その4： 定量化手法と解析コードの開発 
*牟田 仁1、大鳥 靖樹1、山川 裕久1 （1. 東京都市大） 

地震 PRAにおける耐震多様性の評価 
*大鳥 靖樹1、牟田 仁1、中島 正人3、田村 伊知郎2、蔵増 真志2、酒井 俊朗3 （1. 東京都市大、2. 中国電力、3. 電中

研） 

日本における試験研究炉でのグレーデッドアプローチの実施について 
(その1）これまでの取組の概要と展望 
*青山 伸1 （1. 千代田テクノル） 

不確実さ解析に向けたレベル2-3 PRA 間インタフェースの開発 
レベル3 PRAに向けたよう素化学形の取扱い方法の検討 
*鈴木 裕貴1、田原 美香1、柳下 智1 （1. 東芝 ESS） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 401-2 原子炉の運転管理と点検保守

原子力プラントの検査技術の向上 
座長:松原 慎一郎(MHI) 

L会場
 

渦電流探傷信号の深層学習による欠陥深さ同定 
*堀 智之1、出町 和之1 （1. 東大） 

デジタル打音検査技術の高度情報化 
*松永 嵩1、桑島 翔1、石井 元武1、藤吉 宏彰1、小川 良太1、匂坂 充行1、礒部 仁博1、吉村 忍2 （1. 原燃工、2. 東

大） 
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現場組織の緊急時対応力向上を目指した福島第一原子力発電所事故分析 
(4)レジリエントな安全を実現した行動を生み出した背後要因の関係性に関する検討 
*大場 恭子1、吉澤 厚文2、北村 正晴3 （1. JAEA、2. 長岡技科大、3. テムス研究所） 

 
 
 

全体会議

「ヒューマン・マシン・システム研究部会」第59回全体会議 
K会場

 
 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 403-1 リスク評価技術とリスク活用

断層変位 PRA 
座長:牟田 仁(東京都市大) 

L会場
 

断層変位 PRAに係るプラントウォークダウンの手順及び実施例 
*神谷 昌伸1、蛯澤 勝三2、青柳 恭平2、美原 義徳3、原口 龍将4、田中 太4、松村 和雄5 （1. 日本原電、2. 電中研、3.

鹿島建設、4. MHI、5. 北陸電力） 

断層変位 PRAの事故シーケンスに及ぼすプラントタイプの分析・検討 
*田中 太1、原口 龍将1、佐藤 邦彦2、吉田 伸一3、織田 伸吾4、堤 英明5、酒井 俊朗5、蛯澤 勝三5 （1. MHI、2. MHI

NSエンジ、3. 大林組、4. 日立 GE、5. 電中研） 

断層変位フラジリティ評価手法妥当性検証に基づく不確実さ要因及び上下限幅 
(1)概要 
*堤 英明1、二階堂 雄司2、美原　義徳2、原口　龍将3、酒井　俊朗1、蛯沢　勝三1 （1. 電中研、2. 鹿島建設、3.

MHI） 

断層変位フラジリティ認識論的不確実さ評価手法整備の考え方 
(1)概要 
*蛯沢 勝三1、原口 龍将2、美原 義徳3、湯山 安由美1、酒井 俊朗1 （1. 電中研、2. MHI、3. 鹿島建設） 

断層変位フラジリティ認識論的不確実さ評価手法整備の考え方 
(2)地盤・建屋に係る不確実さ要因の分析・検討 
*美原 義徳1、原口 龍将3、湯山 安由美2、酒井 俊朗2、蛯沢 勝三2 （1. 鹿島建設、2. 電中研、3. MHI） 

断層変位フラジリティ認識論的不確実さ評価手法整備の考え方 
(3)機器・配管に係る不確実さ要因の分析・検討 
*原口 龍将1、美原 義徳2、湯山 安由美3、酒井 俊朗3、蛯沢 勝三3 （1. MHI、2. 鹿島建設、3. 電中研） 

断層変位フラジリティ認識論的不確実さ評価手法整備の考え方 
(4)断層変位ハザードに係る不確実さ要因の分析・検討 
*湯山 安由美1、原口 龍将2、美原 義徳3、酒井 俊朗1、蛯沢 勝三1 （1. 電中研、2. MHI、3. 鹿島） 

 
 
 

全体会議

「リスク部会」第4回全体会議 
L会場
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一般セッション | III. 核分裂工学 | 305-1 計算科学技術

流体・構造解析 
座長:張 承賢(東大) 

K会場
 

ナトリウム冷却高速炉の熱流動解析評価手法整備における V&V実施手順の具体化 
(2)基本妥当性確認解析におけるモデル不確かさの定量評価 
*田中 正暁1 （1. JAEA） 

複雑計算領域内の湿潤粒子の数値シミュレーション 
*田村 耕太郎1、酒井 幹夫2 （1. 東大、2. 東大） 

原子炉容器を模擬したノズル付き円板試験体の局部破損に関する研究 
*恒本 芳樹1、坂口 貴史1、片岡 俊二2、佐藤 拓哉1、笠原 直人1 （1. 東大、2. 日揮） 

飛翔体衝突を受ける RC構造物の衝撃応答評価 
*西田 明美1、永井 穣1、康 作夷1、坪田 張二1 （1. JAEA） 

 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 303-1 原子炉計測，計装システム，原子力制御システム/303-2 遠隔操作，ロボット，画像工学

無線システムと水中ロボット 
座長:五福 明夫(岡山大) 

K会場
 

原子力発電所内の無線適用に向けた電波分布制御手法の開発 
(VI)無線システムの模擬環境試験 
*黒田 英彦1、代田 孝広1、池田 芳朗1、長谷川 健1、小田 直敬1、浅野 直樹1 （1. 東芝 ESS） 

原子力発電所内の無線適用に向けた電波分布制御手法の開発 
(VII)情報端末持ち出しによる情報漏洩も防護可能な点検支援システムの提案 
*代田 孝広1、黒田 英彦1、小田 直敬1、長谷川 健1、池田 芳朗1、荒川 健1、大場 功1 （1. 東芝 ESS） 

水中ロボット「ラドほたる」開発 
(1) 全体計画 
*鈴木 茂和1、川妻 伸二1、青木 英二1、高橋 正則1、渡邉 光貴2、中野 修三3、坂本 秀樹4 （1. 福島高専、2. タカワ精

密、3. 東日本計算センター、4. アルパイン） 

水中ロボット「ラドほたる」開発 
(2)放射線性試験 
*川妻 伸二1、鈴木 茂和1、青木 英二1、高橋 正則1、渡邉 光貴2、中野 修三3、坂本 秀樹4 （1. 福島高専、2. タカワ精

密、3. 東日本計算センター、4. アルパイン） 
 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 303-3 ヒューマンマシンシステム，高度情報処理

ヒューマンマシンシステム，高度情報処理 
座長:佐相 邦英(電中研) 

K会場
 

ディープラーニングを用いた３ D－ LiDARデータに基づいたプラント構造物識別手法の開発 
*谷藤 祐太1、川端 邦明1 （1. JAEA） 

インシデントコマンドシステムの習熟に対するノンテクニカルスキル訓練の有効性 
*彦野 賢1、松井 裕子1、長嶋 一史2 （1. INSS、2. 関西電力） 

計器監視作業における人間信頼性の実験的評価 
*大竹 和希1、高橋 信1 （1. 東北大） 
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AEセンサを用いたダクト診断手法の開発 
*藤吉 宏彰1、小川 良太1、礒部 仁博1 （1. 原燃工） 

 
 
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 401-2 原子炉の運転管理と点検保守

原子力プラントの運転管理技術の向上 
座長:三木 将裕(日立) 

L会場
 

配管減肉のモニタリングと予測に基づく配管システムのリスク管理 
*高木 敏行1、渡邉 豊1、内一 哲哉1、 GUY Philippe 2、 REBOUD Christophe3 （1. 東北大、2. INSA-Lyon、3.

CEA） 

原子力発電の安全な長期運転に向けて　－経年劣化管理と安全性向上の取組－ 
*長谷川 順久1、渥美 法雄1、守田 聡1 （1. 電事連） 

BWR燃料プール内の高崩壊熱燃料の分散配置運用の適用性検討 
原田 健一1、内山 大輔1、石井 覚2、*山内 英人2 （1. 中部電力、2. 中電 CTI） 

 
 
 

全体会議

「原子力発電部会」第35回全体会議 
L会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 原子力発電部会

東海第二発電所の新規制基準適合性（設置変更許可、工事計画認可）及び運転期間延長認可に
係る審査対応について 
座長:堺 公明(東海大) 

L会場
 

東海第二発電所の新規制基準適合性（設置変更許可、工事計画認可）に係る審査対応について 
*近江 正1 （1. 原電） 

東海第二発電所の運転期間延長認可に係る評価について 
*伊藤 信郎1 （1. 原電） 

BWRメーカーによる許認可対応への取組について 
*今野 隆博1 （1. 日立 GE） 

 
 
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 401-3 原子炉設計，原子力発電所の建設と検査，耐震性，原子力船

原子力プラントの検査・安全評価技術 
座長:松永 嵩(原燃工) 

L会場
 

マルチコイルプローブを用いた渦電流探傷による表面欠陥の識別技術 
*三木 将裕1、成重 将史1、吉田 功2 （1. 日立、2. 日立 GE） 

ケーブル絶縁材の健全性診断技術開発（２） 
*石井 元武1、藤吉 宏彰1、礒部 仁博1、川島 崇利2、浦島 千裕3、鈎 忠志3 （1. 原燃工、2. 関西電子ビーム、3. 関西

電力） 

タービン翼材料の液滴衝突エロージョンの機構論的モデルの開発 
*川野 昌平1、吉井 敏浩1、久保 貴博1、鹿目 浩正1 （1. 東芝 ESS ） 

固定屋根付き円筒タンクのスロッシング波頭衝撃圧評価 
（その２）水位応答の非線形性を考慮した波高速度算定式の適用性検証 
*豊田 幸宏1,2、大鳥 靖樹2 （1. 電中研、2. 東京都市大） 
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企画セッション | 部会・連絡会セッション | リスク部会[ヒューマン・マシン・システム部会共催]

確率論的リスク評価における人間信頼性解析 
座長:高橋 信(東北大) 

L会場
 

確率論的リスク評価(PRA)における人間信頼性解析の位置づけと課題 
*高田 孝1 （1. 東大） 

人間信頼性評価手法に関する課題と取り組み 
*桐本 順広1 （1. 電中研） 

ヒューマンファクターエンジニアリングを通じた HRAの原子力発電所設計への展開と課題 
*真塩 健二1 （1. MHI） 

パネルディスカッション 
*高田 孝1、*桐本 順広2、*真塩 健二3、*氏田 博士4 （1. 東大、2. 電中研、3. MHI、4. アドバンスソフト） 

 
 
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 403-1 リスク評価技術とリスク活用

各種 PRA手法 
座長:張 承賢(東大) 

L会場
 

人間信頼性評価手法の比較・検討と課題の摘出 
*氏田 博士1,2、井手 善広1 （1. アドバンスソフト、2. 原安進） 

水蒸気を考慮した内部溢水 PRAに関する検討 
*西嶋 悠介1、北田 孝典1、竹田 敏1 （1. 阪大） 

地震・津波の重畳を考慮した確率論的安全性評価⼿法の開発 
その4： 定量化手法と解析コードの開発 
*牟田 仁1、大鳥 靖樹1、山川 裕久1 （1. 東京都市大） 

地震 PRAにおける耐震多様性の評価 
*大鳥 靖樹1、牟田 仁1、中島 正人3、田村 伊知郎2、蔵増 真志2、酒井 俊朗3 （1. 東京都市大、2. 中国電力、3. 電中

研） 

日本における試験研究炉でのグレーデッドアプローチの実施について 
(その1）これまでの取組の概要と展望 
*青山 伸1 （1. 千代田テクノル） 

不確実さ解析に向けたレベル2-3 PRA 間インタフェースの開発 
レベル3 PRAに向けたよう素化学形の取扱い方法の検討 
*鈴木 裕貴1、田原 美香1、柳下 智1 （1. 東芝 ESS） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 401-2 原子炉の運転管理と点検保守

原子力プラントの検査技術の向上 
座長:松原 慎一郎(MHI) 

L会場
 

渦電流探傷信号の深層学習による欠陥深さ同定 
*堀 智之1、出町 和之1 （1. 東大） 

デジタル打音検査技術の高度情報化 
*松永 嵩1、桑島 翔1、石井 元武1、藤吉 宏彰1、小川 良太1、匂坂 充行1、礒部 仁博1、吉村 忍2 （1. 原燃工、2. 東

大） 
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一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 402-1 原子力安全工学（安全設計，安全評価，マネジメント）

ATWS 
座長:竹田 敏(阪大) 

L会場
 

RELAP/SCDAPSIMを搭載した原子炉シミュレータによる原子炉停止機能喪失後のプラント挙動の解析 
MVP-BURNコードによる詳細な核特性の適用 
*菊池 遼1、亀山 高範1 （1. 東海大） 

RELAP5-3Dを用いた ATWS事象解析 
*柳 千裕1 （1. INSS） 

 
 
 

全体会議

「原子力安全部会」第21回全体会議 
L会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 原子力安全部会

新検査制度と原子力発電所の安全性 
座長:関村 直人(東大) 

L会場
 

新たな検査制度の実運用への取り組み 
*金子 修一1 （1. 規制庁） 

検査制度改革の成功に必要なこと 
*近藤 寛子1 （1. LLC マトリクス K，東大） 

新検査制度導入と原子力発電所の安全性を高めるための事業者の取り組み 
*渥美 法雄1、*横尾 智之2 （1. 電事連） 

総合討論 
 
 
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 402-1 原子力安全工学（安全設計，安全評価，マネジメント）

安全解析 
座長:山路 哲史(早稲田大) 

L会場
 

確率的安全余裕評価に向けた SBO事象における過酷事故解析コードの低次元モデルの開発 
ROM構築に向けた効率的なデータサンプリングの開発 
*松下 柾輝1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

次世代プラント過渡解析システムの開発 
コード間連携手法の開発 
*吉崎 翔1、林 光伸1、上都 礼智1、滝脇 賢也1 （1. 東芝 ESS） 

機械学習による BWR LOCA破断状況の推定手段の開発 
*藤原 大資1、白井　浩嗣1、山口 龍之介1 （1. テプシス） 

統合汎用多次元熱水力解析コード GOTHICによる BWR事故時格納容器解析 
(4)格納容器スプレイ解析 
*河合 宏1、早崎 辰哉1、藤原 大資1 （1. テプシス） 

福一１号機ＩＣは地震から津波まで運転停止 
東電の１号機シミュレーション結果の考察 
*米山 潔1、渡邊 一男2 （1. H.O.米山、2. WNR-Cx 渡邊研究処） 
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高速炉炉心の耐震性評価技術開発 
(4) 湾曲試験体を使用した37体群体系加振試験と解析 
*松原 慎一郎1、岩崎 晃久1、川村 一輝1、山本 智彦3、原田 英典2 （1. MHI、2. MFBR、3. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 402-1 原子力安全工学（安全設計，安全評価，マネジメント）

評価手法の開発 
座長:村上 健太(長岡技科大) 

L会場
 

火災伝播及び影響評価手法の高度化 
(5) FDSを用いたケーブルトレイ火災解析モデルの検討 
*加藤 敬輝1、笠原 文雄1、椛島 一1 （1. 規制庁） 

レーザー誘起ブレークダウン分光法（ LIBS）による材料硬度評価手法への応用検討 
*岡崎 航大1、川上 智彦1、阿部 雄太2、大高 雅彦2 （1. 化研、2. JAEA） 

微小試験片による破壊靭性評価手法の検討 
*川原田 義幸1、宮代 聡2、橘内 裕寿1、越石 正人1、田中 重彰2、小畠 亨司3、豊田 哲也3 （1. NFD、2. 東芝 ESS、3.

日立 GE） 
 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 402-1 原子力安全工学（安全設計，安全評価，マネジメント）

高速炉 
座長:松場 賢一(JAEA) 

L会場
 

ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故時の起因過程評価コードの妥当性確認に関する研究 
*石田 真也1、川田 賢一1、深野 義隆1 （1. JAEA） 

冷却材中の落下溶融液滴の固化挙動 
*川崎 皓太1、斎藤 慎平1、金子 暁子1、阿部 豊1、小山 和也2 （1. 筑波大、2. MFBR） 

溶融混合プールから構造壁への熱伝達挙動に関する３次元粒子法シミュレーション 
*船越 寛司1、加藤 正嗣1、劉 暁星1、劉 維1、守田 幸路1、神山 健司2 （1. 九大、2. JAEA） 

高速炉格納容器内事象解析コード CONTAIN-LMRの開発 
ナトリウム-コンクリート反応解析モデルの検証 
*河口 宗道1、山本 郁夫1、清野 裕1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 402-1 原子力安全工学（安全設計，安全評価，マネジメント）

過酷事故 
座長:西岡 俊一郎(IRID/JAEA) 

L会場
 

模擬溶融コリウム中のガドリニウムおよび鉄の凝固時偏析に係る基礎検討 
*須藤 彩子1、イゴール ポズニャック2、佐藤 拓未1、永江 勇二1、倉田 正輝1 （1. JAEA、2. レジュ研究センター） 

ホウ素含有水蒸気条件での非凝縮性ヨウ素の生成促進現象に対する化学平衡論解析 
*塩津 弘之1、三輪 周平1、逢坂 正彦1、杉山 智之1、丸山 結1 （1. JAEA） 

原子力施設の重大事故時における Ru化学挙動のデータベース構築 
*宮原 直哉1、三輪 周平1、ファウラ ミラジ1、劉 家占1、堀口 直樹1、逢坂 正彦1 （1. JAEA） 
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企画セッション | 部会・連絡会セッション | 材料部会

材料照射研究に係る試験技術の継承と発展に向けて 
座長:若井 栄一(JAEA) 

M会場
 

技術と智慧の継承をどのような視点で整理したら良いと思いますか？ 
*阿部 弘亨1 （1. 東大） 

JAEAにおける照射試験及び照射後試験技術の継承に係る取組み 
*土谷 邦彦1 （1. JAEA） 

民間ホットラボ施設における照射後試験技術の継承に係る取組み 
*橘内 裕寿1 （1. NFD） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・分析技術

照射効果 
座長:藤井 克彦(INSS) 

M会場
 

圧力容器モデル合金の中性子照射効果 
*渡辺 英雄1、入江 拓也2、合屋 佑介2 （1. 九大、2. 九大） 

オーステナイトステンレス鋼とフェライト鋼の照射損傷組織と強度特性に及ぼす DPAと He生成量の効果 
*若井 栄一1、高屋 茂1、永江 勇二1、野上 修平2、長谷川 晃2、鈴土 知明1、平出 哲也1、松井 義典1、阿部 弘亨3、青

砥 紀身1 （1. JAEA、2. 東北大、3. 東大） 

フェライト相中の溶質原子クラスタ定量評価に対する EDSトモグラフィの適用性の検討 
*瀬戸 仁史1、橘内 裕寿1、田中 重彰2、小畠 亨司3 （1. NFD、2. 東芝 ESS、3. 日立 GE） 

Study on micromechanics in duplex stainless steels for long term operation of nuclear power
plants 
*VIET QUOC HA1, KENTA MURAKAMI1, MASAHIDE SUZUKI1 （1. Nagaoka Univ. of Tech.） 

フィルタベント金属フィルターにおける放射性セシウム吸着とその放射線影響 
*仲田 萌子1、戸苅 陽大1、波多野 雄治2、大矢 恭久1 （1. 静岡大、2. 富山大） 

Characterization of Dense Metakaolin Based Geopolymer 
*DUYEN THI CHAU LE1, Thi-Mai-Dung Do1, Isamu Kudo2,3, Tadachika Nakayama1, Koichi Niihara1, Hisayuki

Suematsu1 （1. Extreme Energy - Density Research Institute, Nagaoka Univ. of Tech. 1603-1 Kamitomioka,

Nagaoka, 940-2188, Japan, 2. ADVAN ENG. co.,ltd, 3399-34, Shimami-cho, Kita-ku, Niigata-shi, 950-3102,

Japan , 3. Technology Development Center, Nagaoka Univ. of Tech., 1603-1, Kamitomioka, Nagaoka, Niigata,

940-2188, Japan） 
 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・分析技術

シミュレーション 
座長:外山 健(東北大) 

M会場
 

Mendeleevポテンシャルによる鉄の分子動力学シミュレーション 
照射カスケード損傷による欠陷生成について 
*Chen Yuting1、阮 小勇1、中筋 俊樹1、森下 和功1、渡辺 淑之2 （1. 京大、2. QST） 

圧力容器鋼中の欠陥集合体形成過程のモンテカルロシミュレーション 
*建部 尚道1、森下 和功1、中筋 俊樹1、陳 昱婷1 （1. 京大） 

分子動力学法による転位ループ周辺の内部応力評価 
*大野 健太郎1、陳 昱婷1、中筋 俊樹1、阮 小勇1、森下 和功1 （1. 京大） 
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2019年3月20日(水)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・分析技術

分析技術 
座長:若井 栄一(JAEA) 

M会場
 

粉体圧縮法による照射済み燃料ペレットのセル内高温高圧試験技術の開発 
*中司 雅文1、樋口 徹2 （1. ジルコテクノロジー、2. NFD） 

原子炉材料の放射影響解析を目的とした異常 X線小角散乱法の開発 
*冨永 亜希1、大場 洋次郎1、菖蒲 敬久1、谷田 肇1、大和田 謙二2、金野 杏彩1、諸岡 聡1、元川 竜平1、熊田 高之1

（1. JAEA、2. QST） 

非線形超音波法による照射ミクロ組織変化の評価 
*藤井 克彦1、小島 敦子1、石田 仁志1、川嶋 紘一郎2 （1. INSS、2. 超音波材料診断研究所） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・分析技術

SCC 
座長:加治 芳行(JAEA) 

M会場
 

６９０合金の PWSCC機構研究 
ー破面上における粒界キャビティの形態評価ー 
*寺地 巧1、山田 卓陽1、岡本 マキエ1、有岡 孝司1 （1. INSS） 

SUS630の高温水中の SCC進展挙動に及ぼす長時間熱時効の影響 
硬さと微細組織変化からの検討 
*山田 卓陽1、寺地 巧1、岡本 マキエ1、有岡 孝司1 （1. INSS） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・分析技術

オーバーパック材料 
座長:渡辺 英雄(九大) 

M会場
 

炭素鋼製オーバーパックの脆化予測に関する研究 
(1) 炭素鋼の低温照射下での脆化挙動の実験的評価 
*三浦 照光1、藤井 克彦1、福谷 耕司1、川久保 政洋2 （1. INSS、2. 原環セ） 

炭素鋼製オーバーパックの脆化予測に関する研究 
(2) 照射脆化予測モデルの構築 
*中筋 俊樹1、森下 和功1、川久保 政洋2 （1. 京大、2. 原環セ） 

 
 
 

全体会議

「材料部会」第38回全体会議 
M会場

 
 
 

―　38　―
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一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 402-1 原子力安全工学（安全設計，安全評価，マネジメント）

ATWS 
座長:竹田 敏(阪大) 

L会場
 

RELAP/SCDAPSIMを搭載した原子炉シミュレータによる原子炉停止機能喪失後のプラント挙動の解析 
MVP-BURNコードによる詳細な核特性の適用 
*菊池 遼1、亀山 高範1 （1. 東海大） 

RELAP5-3Dを用いた ATWS事象解析 
*柳 千裕1 （1. INSS） 

 
 
 

全体会議

「原子力安全部会」第21回全体会議 
L会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 原子力安全部会

新検査制度と原子力発電所の安全性 
座長:関村 直人(東大) 

L会場
 

新たな検査制度の実運用への取り組み 
*金子 修一1 （1. 規制庁） 

検査制度改革の成功に必要なこと 
*近藤 寛子1 （1. LLC マトリクス K，東大） 

新検査制度導入と原子力発電所の安全性を高めるための事業者の取り組み 
*渥美 法雄1、*横尾 智之2 （1. 電事連） 

総合討論 
 
 
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 402-1 原子力安全工学（安全設計，安全評価，マネジメント）

安全解析 
座長:山路 哲史(早稲田大) 

L会場
 

確率的安全余裕評価に向けた SBO事象における過酷事故解析コードの低次元モデルの開発 
ROM構築に向けた効率的なデータサンプリングの開発 
*松下 柾輝1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

次世代プラント過渡解析システムの開発 
コード間連携手法の開発 
*吉崎 翔1、林 光伸1、上都 礼智1、滝脇 賢也1 （1. 東芝 ESS） 

機械学習による BWR LOCA破断状況の推定手段の開発 
*藤原 大資1、白井　浩嗣1、山口 龍之介1 （1. テプシス） 

統合汎用多次元熱水力解析コード GOTHICによる BWR事故時格納容器解析 
(4)格納容器スプレイ解析 
*河合 宏1、早崎 辰哉1、藤原 大資1 （1. テプシス） 

福一１号機ＩＣは地震から津波まで運転停止 
東電の１号機シミュレーション結果の考察 
*米山 潔1、渡邊 一男2 （1. H.O.米山、2. WNR-Cx 渡邊研究処） 
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高速炉炉心の耐震性評価技術開発 
(4) 湾曲試験体を使用した37体群体系加振試験と解析 
*松原 慎一郎1、岩崎 晃久1、川村 一輝1、山本 智彦3、原田 英典2 （1. MHI、2. MFBR、3. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 402-1 原子力安全工学（安全設計，安全評価，マネジメント）

評価手法の開発 
座長:村上 健太(長岡技科大) 

L会場
 

火災伝播及び影響評価手法の高度化 
(5) FDSを用いたケーブルトレイ火災解析モデルの検討 
*加藤 敬輝1、笠原 文雄1、椛島 一1 （1. 規制庁） 

レーザー誘起ブレークダウン分光法（ LIBS）による材料硬度評価手法への応用検討 
*岡崎 航大1、川上 智彦1、阿部 雄太2、大高 雅彦2 （1. 化研、2. JAEA） 

微小試験片による破壊靭性評価手法の検討 
*川原田 義幸1、宮代 聡2、橘内 裕寿1、越石 正人1、田中 重彰2、小畠 亨司3、豊田 哲也3 （1. NFD、2. 東芝 ESS、3.

日立 GE） 
 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 402-1 原子力安全工学（安全設計，安全評価，マネジメント）

高速炉 
座長:松場 賢一(JAEA) 

L会場
 

ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故時の起因過程評価コードの妥当性確認に関する研究 
*石田 真也1、川田 賢一1、深野 義隆1 （1. JAEA） 

冷却材中の落下溶融液滴の固化挙動 
*川崎 皓太1、斎藤 慎平1、金子 暁子1、阿部 豊1、小山 和也2 （1. 筑波大、2. MFBR） 

溶融混合プールから構造壁への熱伝達挙動に関する３次元粒子法シミュレーション 
*船越 寛司1、加藤 正嗣1、劉 暁星1、劉 維1、守田 幸路1、神山 健司2 （1. 九大、2. JAEA） 

高速炉格納容器内事象解析コード CONTAIN-LMRの開発 
ナトリウム-コンクリート反応解析モデルの検証 
*河口 宗道1、山本 郁夫1、清野 裕1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 402-1 原子力安全工学（安全設計，安全評価，マネジメント）

過酷事故 
座長:西岡 俊一郎(IRID/JAEA) 

L会場
 

模擬溶融コリウム中のガドリニウムおよび鉄の凝固時偏析に係る基礎検討 
*須藤 彩子1、イゴール ポズニャック2、佐藤 拓未1、永江 勇二1、倉田 正輝1 （1. JAEA、2. レジュ研究センター） 

ホウ素含有水蒸気条件での非凝縮性ヨウ素の生成促進現象に対する化学平衡論解析 
*塩津 弘之1、三輪 周平1、逢坂 正彦1、杉山 智之1、丸山 結1 （1. JAEA） 

原子力施設の重大事故時における Ru化学挙動のデータベース構築 
*宮原 直哉1、三輪 周平1、ファウラ ミラジ1、劉 家占1、堀口 直樹1、逢坂 正彦1 （1. JAEA） 
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企画セッション | 部会・連絡会セッション | 材料部会

材料照射研究に係る試験技術の継承と発展に向けて 
座長:若井 栄一(JAEA) 

M会場
 

技術と智慧の継承をどのような視点で整理したら良いと思いますか？ 
*阿部 弘亨1 （1. 東大） 

JAEAにおける照射試験及び照射後試験技術の継承に係る取組み 
*土谷 邦彦1 （1. JAEA） 

民間ホットラボ施設における照射後試験技術の継承に係る取組み 
*橘内 裕寿1 （1. NFD） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・分析技術

照射効果 
座長:藤井 克彦(INSS) 

M会場
 

圧力容器モデル合金の中性子照射効果 
*渡辺 英雄1、入江 拓也2、合屋 佑介2 （1. 九大、2. 九大） 

オーステナイトステンレス鋼とフェライト鋼の照射損傷組織と強度特性に及ぼす DPAと He生成量の効果 
*若井 栄一1、高屋 茂1、永江 勇二1、野上 修平2、長谷川 晃2、鈴土 知明1、平出 哲也1、松井 義典1、阿部 弘亨3、青

砥 紀身1 （1. JAEA、2. 東北大、3. 東大） 

フェライト相中の溶質原子クラスタ定量評価に対する EDSトモグラフィの適用性の検討 
*瀬戸 仁史1、橘内 裕寿1、田中 重彰2、小畠 亨司3 （1. NFD、2. 東芝 ESS、3. 日立 GE） 

Study on micromechanics in duplex stainless steels for long term operation of nuclear power
plants 
*VIET QUOC HA1, KENTA MURAKAMI1, MASAHIDE SUZUKI1 （1. Nagaoka Univ. of Tech.） 

フィルタベント金属フィルターにおける放射性セシウム吸着とその放射線影響 
*仲田 萌子1、戸苅 陽大1、波多野 雄治2、大矢 恭久1 （1. 静岡大、2. 富山大） 

Characterization of Dense Metakaolin Based Geopolymer 
*DUYEN THI CHAU LE1, Thi-Mai-Dung Do1, Isamu Kudo2,3, Tadachika Nakayama1, Koichi Niihara1, Hisayuki

Suematsu1 （1. Extreme Energy - Density Research Institute, Nagaoka Univ. of Tech. 1603-1 Kamitomioka,

Nagaoka, 940-2188, Japan, 2. ADVAN ENG. co.,ltd, 3399-34, Shimami-cho, Kita-ku, Niigata-shi, 950-3102,

Japan , 3. Technology Development Center, Nagaoka Univ. of Tech., 1603-1, Kamitomioka, Nagaoka, Niigata,

940-2188, Japan） 
 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・分析技術

シミュレーション 
座長:外山 健(東北大) 

M会場
 

Mendeleevポテンシャルによる鉄の分子動力学シミュレーション 
照射カスケード損傷による欠陷生成について 
*Chen Yuting1、阮 小勇1、中筋 俊樹1、森下 和功1、渡辺 淑之2 （1. 京大、2. QST） 

圧力容器鋼中の欠陥集合体形成過程のモンテカルロシミュレーション 
*建部 尚道1、森下 和功1、中筋 俊樹1、陳 昱婷1 （1. 京大） 

分子動力学法による転位ループ周辺の内部応力評価 
*大野 健太郎1、陳 昱婷1、中筋 俊樹1、阮 小勇1、森下 和功1 （1. 京大） 

[1M01-03]

[1M01]

[1M02]

[1M03]

[1M04-05]

[1M04]

[1M05]

[1M06-07]

[1M06]

[1M07]

[1M_GM]
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2019年3月20日(水)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・分析技術

分析技術 
座長:若井 栄一(JAEA) 

M会場
 

粉体圧縮法による照射済み燃料ペレットのセル内高温高圧試験技術の開発 
*中司 雅文1、樋口 徹2 （1. ジルコテクノロジー、2. NFD） 

原子炉材料の放射影響解析を目的とした異常 X線小角散乱法の開発 
*冨永 亜希1、大場 洋次郎1、菖蒲 敬久1、谷田 肇1、大和田 謙二2、金野 杏彩1、諸岡 聡1、元川 竜平1、熊田 高之1

（1. JAEA、2. QST） 

非線形超音波法による照射ミクロ組織変化の評価 
*藤井 克彦1、小島 敦子1、石田 仁志1、川嶋 紘一郎2 （1. INSS、2. 超音波材料診断研究所） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・分析技術

SCC 
座長:加治 芳行(JAEA) 

M会場
 

６９０合金の PWSCC機構研究 
ー破面上における粒界キャビティの形態評価ー 
*寺地 巧1、山田 卓陽1、岡本 マキエ1、有岡 孝司1 （1. INSS） 

SUS630の高温水中の SCC進展挙動に及ぼす長時間熱時効の影響 
硬さと微細組織変化からの検討 
*山田 卓陽1、寺地 巧1、岡本 マキエ1、有岡 孝司1 （1. INSS） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・分析技術

オーバーパック材料 
座長:渡辺 英雄(九大) 

M会場
 

炭素鋼製オーバーパックの脆化予測に関する研究 
(1) 炭素鋼の低温照射下での脆化挙動の実験的評価 
*三浦 照光1、藤井 克彦1、福谷 耕司1、川久保 政洋2 （1. INSS、2. 原環セ） 

炭素鋼製オーバーパックの脆化予測に関する研究 
(2) 照射脆化予測モデルの構築 
*中筋 俊樹1、森下 和功1、川久保 政洋2 （1. 京大、2. 原環セ） 

 
 
 

全体会議

「材料部会」第38回全体会議 
M会場

 
 
 

―　38　―

―　39　―



[2M_PL]

[2M_PL01]

[2M09-11]

[2M09]

[2M10]

[2M11]

[2M12-17]

[2M12]

[2M13]

[2M14]

[2M15]

[2M16]

[2M17]
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企画セッション | 委員会セッション | フェロー企画運営小委員会

第11回 フェローの集い 
座長:横溝 英明(フェロー企画小委員委員長) 

M会場
 

原子力研究開発における目標設定と実践 
2,3の例 
*齋藤 伸三1 （1. 元 JAEA） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・分析技術

核燃料材料2 
座長:叶野 翔(東大) 

M会場
 

二次水素化が冷却材喪失事故（ LOCA）後の被覆管曲げ強度に及ぼす影響 
*岡田 裕史1、天谷 政樹1 （1. JAEA） 

Zr合金酸化膜の水素脱離挙動におよぼす照射損傷の影響 
*高橋 克仁1、樋口 徹1、坂本 寛1、牟田口 嵩史2、渡辺 英雄2 （1. NFD、2. 九大） 

Surface orientation dependence of irradiation-induced hardening in Zr-Nb alloys subjected to 3-
MeV Zr2+ irradiation 
*Huilong Yang1, Sho Kano1, John McGrady1, Takayoshi Matsukawa2, Dongyue Chen1, Kenta Murakami3,

Hiroaki Abe1 （1. Univ. of Tokyo, 2. Tohoku Univ., 3. Nagaoka Univ. of Tech.） 
 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 501-2 核燃料とその照射挙動

事故時燃料挙動 
座長:佐藤 勇(東京都市大) 

M会場
 

高燃焼度改良型燃料の反応度事故（ RIA）及び冷却材喪失事故（ LOCA）条件下における挙動 
(1) 全体概要 
*天谷 政樹1、伊藤 匡聡1、小椋 数馬1 （1. JAEA） 

高燃焼度改良型燃料の反応度事故（ RIA）及び冷却材喪失事故（ LOCA）条件下における挙動 
(2) 高燃焼度改良型燃料の RIA時挙動 
*宇田川 豊1、村尾 裕之1、鈴木 美穂1、天谷 政樹1 （1. JAEA） 

高燃焼度改良型燃料の反応度事故（ RIA）及び冷却材喪失事故（ LOCA）条件下における挙動 
(3) 高燃焼度添加物入り UO2燃料の RIA時挙動 
*三原 武1、宇田川 豊1、鈴木 寿之1、吉田 拓矢1、天谷 政樹1 （1. JAEA） 

高燃焼度改良型燃料の反応度事故（ RIA）及び冷却材喪失事故（ LOCA）条件下における挙動 
(4) 高燃焼度 MOX燃料の RIA時挙動 
*谷口 良徳1、宇田川 豊1、村松 靖之1、蛭田 健太1、天谷 政樹1 （1. JAEA） 

高燃焼度改良型燃料の反応度事故（ RIA）及び冷却材喪失事故（ LOCA）条件下における挙動 
(5) 高燃焼度改良型燃料の LOCA時挙動 
*成川 隆文1、上原 寛之1、天谷 政樹1 （1. JAEA） 

高燃焼度改良型燃料の反応度事故（ RIA）及び冷却材喪失事故（ LOCA）条件下における挙動 
(6) 高燃焼度改良被覆管の高温酸化挙動 
*垣内 一雄1、成川 隆文1、小畑 裕希1、天谷 政樹1 （1. JAEA） 

 
 

[1M17]

[2M01-06]

[2M01]

[2M02]

[2M03]

[2M04]

[2M05]

[2M06]

[2M07-08]

[2M07]

[2M08]

[2M_GM]
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圧力容器の管理高度化に関する検討 
*臼田 景大1、大野 健太郎1、建部 尚道1、中筋 俊樹1、森下 和功1 （1. 京大） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・分析技術

高次構造制御セラミック 
座長:檜木 達也(京大) 

M会場
 

高速炉の安全性向上のための高次構造制御セラミック制御材の開発 
(1) 研究概要 
*吉田 克己1、鈴木 達2、前田 宏治3 （1. 東工大、2. 物材機構、3. JAEA） 

高速炉の安全性向上のための高次構造制御セラミック制御材の開発 
(2) カーボンナノチューブ添加 B4C基セラミック制御材の創製及びヘリウム照射試験 
*牧 涼介1、 Fajar Muhammad1、 Jelena Maletaskic1、 Anna Gubarevich1、片渕 竜也1、矢野 豊彦1、吉田 克己1

、鈴木 達2、打越 哲郎2 （1. 東工大、2. 物材機構） 

高速炉の安全性向上のための高次構造制御セラミック制御材の開発 
(3) 強磁場を用いた原子炉用セラミックスの配向制御 
*鈴木 達1、東 翔太1、打越 哲郎1、吉田 克己2 （1. 物材機構、2. 東工大） 

高速炉の安全性向上のための高次構造制御セラミック制御材の開発 
(4) 細孔方位および結晶方位を同時制御した B4C制御材の創製 
*東 翔太1、打越 哲郎1、吉田 克己2、鈴木 達1 （1. 物材機構、2. 東工大） 

高速炉の安全性向上のための高次構造制御セラミック制御材の開発 
(5) 制御棒反応度価値への影響評価 
*前田 茂貴1、板垣 亘1、前田 宏治1、牧 涼介2、吉田 克己2 （1. JAEA、2. 東工大） 

高速炉の安全性向上のための高次構造制御セラミック制御材の開発 
(6)高速炉用 B4C制御材の照射後組織評価 
*静川 裕太1、前田 宏治1、井上 利彦1、関尾 佳弘1、吉田 克己2 （1. JAEA、2. 東工大） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・分析技術

核燃料材料1 
座長:近藤 創介(東北大) 

M会場
 

核燃料用炭化珪素材料に適用する耐食被覆技術の開発(3) 
*石橋 良1、石田 一成1、柴田 昌利2、近藤 貴夫2 （1. 日立、2. 日立 GE） 

耐酸化粒子分散 SiC複合材料の開発 
*檜木 達也1、川崎 寛治郎1、篠田 富士雄1 （1. 京大） 

 
 
 

全体会議

「若手連絡会」第26回全体会議 
M会場

 
 
 

[3M_PL02]

[3M10-11]

[3M10]

[3M11]

[3M12-14]

[3M12]

[3M13]

[3M14]

[1N01-06]

[1N01]

[1N02]

[1N03]

[1N04]
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原子力学会倫理規程次回改定に向けた論点など 
*神谷 昌伸1 （1. 原電） 

組織の文化とあるべき対応 
1F事故を経て原子力界は進歩したのか 
*奥山 俊宏1 （1. 朝日新聞） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 501-1 基礎物性

SA時燃料挙動 
座長:宇埜 正美(福井大) 

M会場
 

ガス浮遊法を用いた溶融 ZrO2の密度・粘性評価 
*近藤 俊樹1、牟田 浩明1、黒崎 健1、大石 佑治1 （1. 阪大） 

ナトリウム冷却高速炉におけるシビアアクシデント時のセシウムエアロゾル挙動に関する実験研究 
(2) セシウム及びナトリウムエアロゾルの凝集試験 
*松井 将都1、星野 太輔1、服部 亮平1、前島 颯人1、佐藤 勇1 （1. 東京都市大） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 501-1 基礎物性

高速炉燃料製造 
座長:森本 恭一(JAEA) 

M会場
 

円偏波制御マイクロ波加熱による脱硝特性の評価 
*瀬川 智臣1、谷川 聖史1、加藤 良幸1、川口 浩一1、石井 克典1、鈴木 政浩1、北澤 敏秀2、田口 健治3、柏 達也3 （1.

JAEA、2. 立命館大、3. 北見工大） 

湿式造粒法による MOX原料粉末の流動性改良技術開発 
造粒粉の粒度分布調整試験 
*石井 克典1、瀬川 智臣1、川口 浩一1、鈴木 政浩1 （1. JAEA） 

早期実用化を目指した MA-Zr水素化物を用いた核変換処理に関する研究開発 
水素化に適した(Ln,Zr)合金の作製 
*大内 敦1、平井 睦1、水迫 文樹1、小無 健司2、牟田 浩明3、黒崎 健3 （1. NFD、2. 東北大、3. 阪大） 

 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | I. 総論

次世代に引き継ぐ原子力システム 
座長:澤田 哲生(東工大) 

N会場
 

金属結晶閉じ込め型核融合炉 
*大山 和男1 （1. 大山パワー） 

SMRと再生可能エネルギーとのハイブリッド電力システム 
*田中 隆則1 （1. 原環セ） 

内生的生産習熟効果を考慮した原子力小型モジュール炉の最適運用に関する検討 
*内藤 駿介1、小宮山 涼一1、藤井 康正1 （1. 東大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(1-1) 全体概要と新たな選択肢の提案 
*藤田 玲子1、金子 昌章2、下浦 亨3、仁井田 浩二 4、櫻井 博儀5、西原 健司6 （1. JST、2. 東芝 ESS、3. 東大、4.

RIST、5. 理研、6. JAEA） 

[3M01-04]

[3M01]

[3M02]

[3M03]

[3M04]

[3M05-09]

[3M05]

[3M06]

[3M07]

[3M08]

[3M09]

[3M_GM]

[3M_PL]

[3M_PL01]
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2019年3月22日(金)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 501-2 核燃料とその照射挙動

SA時燃料挙動と長期保管 
座長:垣内 一雄(JAEA) 

M会場
 

Steam Oxidation of Silicon Carbide at High Temperature up to 1800oC 
*Hai Vu Pham1, Yuji Nagae1, Masaki Kurata1, Kenichiro Furumoto2, Hisaki Sato3, Ryo Ishibashi4, Shinichiro

Yamashita1 （1. JAEA, 2. MNF, 3. TOSHIBA ESS, 4. HGNE） 

燃料デブリの計量管理のためのクリギング手法の適用研究 
*芝 知宙1、富川 裕文1、石神 努2、杉山 安弘2 （1. JAEA、2. ナイス） 

福島第⼀原発の燃料デブリにおける残留核分裂⽣成物と放出核分裂⽣成物の量と種類 
*佐藤 勇1、森川 徹1 （1. 東京都市大） 

格子欠陥が蓄積した MA含有 MOXペレットに対する熱処理の影響評価 
*廣岡 瞬1、加藤 正人1、米野 憲1、砂押 剛雄2 （1. JAEA、2. 検査開発） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 501-1 基礎物性

酸化物燃料熱物性 
座長:黒崎 健(阪大) 

M会場
 

Thermal Conductivity Estimation of Fully Ceramic Microencapsulated Pellets with ZrO2 as
Simulated Particles 
Outline 
*Ariyani Kusuma Dewi1,2, Souichirou Yamaguchi1, Takashi Onitsuka1, Masayoshi UNO1 （1. Univ. of Fukui, 2.

National Nuclear Energy Agency (BATAN) Indonesia） 

CaF2の熱膨張率及び比熱の測定 
*土持 亮太1、加藤 正人1、廣岡 瞬1、松本 卓1、宇野 弘樹2、小笠原 誠洋2、菅田 博正2 （1. JAEA、2. 検査開発） 

パルス通電加熱による溶融酸化物の比熱測定 
*小無 健司1、森本 恭一2、渡部 雅2、加藤 正人2、渡辺 博通3、有田 裕二4、新関 智丈5 （1. 東北大、2. JAEA、3. 産

総研、4. 福井大、5. アート科学） 

二酸化アクチニドにおけるポーラロンの第一原理計算 
*中村 博樹1、町田 昌彦1 （1. JAEA） 

燃料模擬物質 CeO2-xにおける空気雰囲気中の O/M比変化挙動に関する研究 
*服部 亮平1、佐藤 勇1、墨田 岳大2、小林 能直2 （1. 東京都市大、2. 東工大） 

 
 
 

全体会議

「核燃料部会」第46回全体会議 
M会場

 
 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 倫理委員会

起き続ける品質不正問題と倫理 
原子力界として学ぶべき課題 
座長:大場 恭子(JAEA) 

M会場
 

最近の品質不正問題に関わる考察と倫理 
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[2M_PL]

[2M_PL01]

[2M09-11]

[2M09]

[2M10]

[2M11]

[2M12-17]

[2M12]

[2M13]

[2M14]

[2M15]

[2M16]

[2M17]
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企画セッション | 委員会セッション | フェロー企画運営小委員会

第11回 フェローの集い 
座長:横溝 英明(フェロー企画小委員委員長) 

M会場
 

原子力研究開発における目標設定と実践 
2,3の例 
*齋藤 伸三1 （1. 元 JAEA） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・分析技術

核燃料材料2 
座長:叶野 翔(東大) 

M会場
 

二次水素化が冷却材喪失事故（ LOCA）後の被覆管曲げ強度に及ぼす影響 
*岡田 裕史1、天谷 政樹1 （1. JAEA） 

Zr合金酸化膜の水素脱離挙動におよぼす照射損傷の影響 
*高橋 克仁1、樋口 徹1、坂本 寛1、牟田口 嵩史2、渡辺 英雄2 （1. NFD、2. 九大） 

Surface orientation dependence of irradiation-induced hardening in Zr-Nb alloys subjected to 3-
MeV Zr2+ irradiation 
*Huilong Yang1, Sho Kano1, John McGrady1, Takayoshi Matsukawa2, Dongyue Chen1, Kenta Murakami3,

Hiroaki Abe1 （1. Univ. of Tokyo, 2. Tohoku Univ., 3. Nagaoka Univ. of Tech.） 
 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 501-2 核燃料とその照射挙動

事故時燃料挙動 
座長:佐藤 勇(東京都市大) 

M会場
 

高燃焼度改良型燃料の反応度事故（ RIA）及び冷却材喪失事故（ LOCA）条件下における挙動 
(1) 全体概要 
*天谷 政樹1、伊藤 匡聡1、小椋 数馬1 （1. JAEA） 

高燃焼度改良型燃料の反応度事故（ RIA）及び冷却材喪失事故（ LOCA）条件下における挙動 
(2) 高燃焼度改良型燃料の RIA時挙動 
*宇田川 豊1、村尾 裕之1、鈴木 美穂1、天谷 政樹1 （1. JAEA） 

高燃焼度改良型燃料の反応度事故（ RIA）及び冷却材喪失事故（ LOCA）条件下における挙動 
(3) 高燃焼度添加物入り UO2燃料の RIA時挙動 
*三原 武1、宇田川 豊1、鈴木 寿之1、吉田 拓矢1、天谷 政樹1 （1. JAEA） 

高燃焼度改良型燃料の反応度事故（ RIA）及び冷却材喪失事故（ LOCA）条件下における挙動 
(4) 高燃焼度 MOX燃料の RIA時挙動 
*谷口 良徳1、宇田川 豊1、村松 靖之1、蛭田 健太1、天谷 政樹1 （1. JAEA） 

高燃焼度改良型燃料の反応度事故（ RIA）及び冷却材喪失事故（ LOCA）条件下における挙動 
(5) 高燃焼度改良型燃料の LOCA時挙動 
*成川 隆文1、上原 寛之1、天谷 政樹1 （1. JAEA） 

高燃焼度改良型燃料の反応度事故（ RIA）及び冷却材喪失事故（ LOCA）条件下における挙動 
(6) 高燃焼度改良被覆管の高温酸化挙動 
*垣内 一雄1、成川 隆文1、小畑 裕希1、天谷 政樹1 （1. JAEA） 

 
 

[1M17]

[2M01-06]

[2M01]

[2M02]

[2M03]

[2M04]

[2M05]

[2M06]

[2M07-08]

[2M07]

[2M08]

[2M_GM]
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圧力容器の管理高度化に関する検討 
*臼田 景大1、大野 健太郎1、建部 尚道1、中筋 俊樹1、森下 和功1 （1. 京大） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・分析技術

高次構造制御セラミック 
座長:檜木 達也(京大) 

M会場
 

高速炉の安全性向上のための高次構造制御セラミック制御材の開発 
(1) 研究概要 
*吉田 克己1、鈴木 達2、前田 宏治3 （1. 東工大、2. 物材機構、3. JAEA） 

高速炉の安全性向上のための高次構造制御セラミック制御材の開発 
(2) カーボンナノチューブ添加 B4C基セラミック制御材の創製及びヘリウム照射試験 
*牧 涼介1、 Fajar Muhammad1、 Jelena Maletaskic1、 Anna Gubarevich1、片渕 竜也1、矢野 豊彦1、吉田 克己1

、鈴木 達2、打越 哲郎2 （1. 東工大、2. 物材機構） 

高速炉の安全性向上のための高次構造制御セラミック制御材の開発 
(3) 強磁場を用いた原子炉用セラミックスの配向制御 
*鈴木 達1、東 翔太1、打越 哲郎1、吉田 克己2 （1. 物材機構、2. 東工大） 

高速炉の安全性向上のための高次構造制御セラミック制御材の開発 
(4) 細孔方位および結晶方位を同時制御した B4C制御材の創製 
*東 翔太1、打越 哲郎1、吉田 克己2、鈴木 達1 （1. 物材機構、2. 東工大） 

高速炉の安全性向上のための高次構造制御セラミック制御材の開発 
(5) 制御棒反応度価値への影響評価 
*前田 茂貴1、板垣 亘1、前田 宏治1、牧 涼介2、吉田 克己2 （1. JAEA、2. 東工大） 

高速炉の安全性向上のための高次構造制御セラミック制御材の開発 
(6)高速炉用 B4C制御材の照射後組織評価 
*静川 裕太1、前田 宏治1、井上 利彦1、関尾 佳弘1、吉田 克己2 （1. JAEA、2. 東工大） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 502-1 原子炉材料，環境劣化，照射効果，評価・分析技術

核燃料材料1 
座長:近藤 創介(東北大) 

M会場
 

核燃料用炭化珪素材料に適用する耐食被覆技術の開発(3) 
*石橋 良1、石田 一成1、柴田 昌利2、近藤 貴夫2 （1. 日立、2. 日立 GE） 

耐酸化粒子分散 SiC複合材料の開発 
*檜木 達也1、川崎 寛治郎1、篠田 富士雄1 （1. 京大） 

 
 
 

全体会議

「若手連絡会」第26回全体会議 
M会場

 
 
 

[3M_PL02]

[3M10-11]

[3M10]

[3M11]

[3M12-14]

[3M12]

[3M13]

[3M14]

[1N01-06]

[1N01]

[1N02]

[1N03]

[1N04]
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原子力学会倫理規程次回改定に向けた論点など 
*神谷 昌伸1 （1. 原電） 

組織の文化とあるべき対応 
1F事故を経て原子力界は進歩したのか 
*奥山 俊宏1 （1. 朝日新聞） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 501-1 基礎物性

SA時燃料挙動 
座長:宇埜 正美(福井大) 

M会場
 

ガス浮遊法を用いた溶融 ZrO2の密度・粘性評価 
*近藤 俊樹1、牟田 浩明1、黒崎 健1、大石 佑治1 （1. 阪大） 

ナトリウム冷却高速炉におけるシビアアクシデント時のセシウムエアロゾル挙動に関する実験研究 
(2) セシウム及びナトリウムエアロゾルの凝集試験 
*松井 将都1、星野 太輔1、服部 亮平1、前島 颯人1、佐藤 勇1 （1. 東京都市大） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 501-1 基礎物性

高速炉燃料製造 
座長:森本 恭一(JAEA) 

M会場
 

円偏波制御マイクロ波加熱による脱硝特性の評価 
*瀬川 智臣1、谷川 聖史1、加藤 良幸1、川口 浩一1、石井 克典1、鈴木 政浩1、北澤 敏秀2、田口 健治3、柏 達也3 （1.

JAEA、2. 立命館大、3. 北見工大） 

湿式造粒法による MOX原料粉末の流動性改良技術開発 
造粒粉の粒度分布調整試験 
*石井 克典1、瀬川 智臣1、川口 浩一1、鈴木 政浩1 （1. JAEA） 

早期実用化を目指した MA-Zr水素化物を用いた核変換処理に関する研究開発 
水素化に適した(Ln,Zr)合金の作製 
*大内 敦1、平井 睦1、水迫 文樹1、小無 健司2、牟田 浩明3、黒崎 健3 （1. NFD、2. 東北大、3. 阪大） 

 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | I. 総論

次世代に引き継ぐ原子力システム 
座長:澤田 哲生(東工大) 

N会場
 

金属結晶閉じ込め型核融合炉 
*大山 和男1 （1. 大山パワー） 

SMRと再生可能エネルギーとのハイブリッド電力システム 
*田中 隆則1 （1. 原環セ） 

内生的生産習熟効果を考慮した原子力小型モジュール炉の最適運用に関する検討 
*内藤 駿介1、小宮山 涼一1、藤井 康正1 （1. 東大） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(1-1) 全体概要と新たな選択肢の提案 
*藤田 玲子1、金子 昌章2、下浦 亨3、仁井田 浩二 4、櫻井 博儀5、西原 健司6 （1. JST、2. 東芝 ESS、3. 東大、4.

RIST、5. 理研、6. JAEA） 

[3M01-04]

[3M01]

[3M02]

[3M03]

[3M04]

[3M05-09]

[3M05]

[3M06]

[3M07]

[3M08]

[3M09]

[3M_GM]

[3M_PL]

[3M_PL01]
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2019年3月22日(金)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 501-2 核燃料とその照射挙動

SA時燃料挙動と長期保管 
座長:垣内 一雄(JAEA) 

M会場
 

Steam Oxidation of Silicon Carbide at High Temperature up to 1800oC 
*Hai Vu Pham1, Yuji Nagae1, Masaki Kurata1, Kenichiro Furumoto2, Hisaki Sato3, Ryo Ishibashi4, Shinichiro

Yamashita1 （1. JAEA, 2. MNF, 3. TOSHIBA ESS, 4. HGNE） 

燃料デブリの計量管理のためのクリギング手法の適用研究 
*芝 知宙1、富川 裕文1、石神 努2、杉山 安弘2 （1. JAEA、2. ナイス） 

福島第⼀原発の燃料デブリにおける残留核分裂⽣成物と放出核分裂⽣成物の量と種類 
*佐藤 勇1、森川 徹1 （1. 東京都市大） 

格子欠陥が蓄積した MA含有 MOXペレットに対する熱処理の影響評価 
*廣岡 瞬1、加藤 正人1、米野 憲1、砂押 剛雄2 （1. JAEA、2. 検査開発） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 501-1 基礎物性

酸化物燃料熱物性 
座長:黒崎 健(阪大) 

M会場
 

Thermal Conductivity Estimation of Fully Ceramic Microencapsulated Pellets with ZrO2 as
Simulated Particles 
Outline 
*Ariyani Kusuma Dewi1,2, Souichirou Yamaguchi1, Takashi Onitsuka1, Masayoshi UNO1 （1. Univ. of Fukui, 2.

National Nuclear Energy Agency (BATAN) Indonesia） 

CaF2の熱膨張率及び比熱の測定 
*土持 亮太1、加藤 正人1、廣岡 瞬1、松本 卓1、宇野 弘樹2、小笠原 誠洋2、菅田 博正2 （1. JAEA、2. 検査開発） 

パルス通電加熱による溶融酸化物の比熱測定 
*小無 健司1、森本 恭一2、渡部 雅2、加藤 正人2、渡辺 博通3、有田 裕二4、新関 智丈5 （1. 東北大、2. JAEA、3. 産

総研、4. 福井大、5. アート科学） 

二酸化アクチニドにおけるポーラロンの第一原理計算 
*中村 博樹1、町田 昌彦1 （1. JAEA） 

燃料模擬物質 CeO2-xにおける空気雰囲気中の O/M比変化挙動に関する研究 
*服部 亮平1、佐藤 勇1、墨田 岳大2、小林 能直2 （1. 東京都市大、2. 東工大） 

 
 
 

全体会議

「核燃料部会」第46回全体会議 
M会場

 
 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 倫理委員会

起き続ける品質不正問題と倫理 
原子力界として学ぶべき課題 
座長:大場 恭子(JAEA) 

M会場
 

最近の品質不正問題に関わる考察と倫理 
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[1N11-15]

[1N11]

[1N12]

[1N13]

[1N14]

[1N15]

[2N01-05]
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[2N03]
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[2N_GM]

[2N_PL]
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一般セッション | I. 総論

社会的受容性・原子力教育 
座長:山本 隆一(JAEA) 

N会場
 

社会的受容性の高い新型炉の概念に関する研究 
*徳田 崇哉1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

中学生による最終処分地問題の理解促進ーその成果と課題ー 
*澤田 哲生1 （1. 東工大） 

原子力マネジメントとその教育について 
*足立 文緒1 （1. 元東大） 

福井県におけるエネルギー環境教育の普及・促進 
*大磯 眞一1 （1. INSS） 

福島事象の史的量子論的理解 
*渡邊 一男1、杉山 勝行2 （1. WNR-Cx 渡邊研究処、2. 吉田昌郎元所長・福島フィフティー顕彰会） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | I. 総論

核不拡散・核セキュリティ 
座長:宇根崎 博信(京大) 

N会場
 

核分裂性アクチノイド核種の核特性データベースの作成 
*房 秀俊1、相樂 洋1 （1. 東工大） 

監視カメラ動画の深層学習を用いた手元動作識別手法の開発 
*出町 和之1、陳 実1 （1. 東大） 

Measuring Isotopic Abundance using Nuclear Resonance Fluorescence 
*Mohamed Omer1, Toshiyuki Shizuma1,2, Ryoichi Hajima1,2, Mitsuo Koizumi1 （1. JAEA, 2. QST） 

核・放射線テロ事象の初動対応に資する小型放射線測定資機材の開発 
(1) 核種判定のための複合型ガンマ線検出システムに関する検討 
*木村 祥紀1、松本 哲也1、富川 裕文1 （1. JAEA） 

Applicability study of Photofission Rate of Reaction Ratio (PFRR) method to identify High
Enriched Uranium (HEU) by utilizing the Bremsstrahlung spectrum photon 
*KIM WEI CHIN1, HIROSHI SAGARA1, REI KIMURA1 （1. Tokyo Tech） 

 
 
 

全体会議

「核不拡散，保障措置，核セキュリティ連絡会」第22回全体会議 
N会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 核不拡散・保障措置・核セキュリティ連絡会

原子力における2S（原子力安全と核セキュリティ）インターフェイス実現のための提言 
座長:宮野 廣(法政大) 

N会場
 

原子力学会 SS分科会活動の概要 
*出町 和之1 （1. 東大） 

[1N05]

[1N06]

[1N_GM]

[1N_PL]

[1N_PL01]

[1N_PL02]

[1N_PL03]

[1N_PL04]

[1N_PL05]

[1N07-10]

[1N07]

[1N08]

[1N09]

[1N10]
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核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(1-2) HLWの減容化・資源化システムの検討 
*西原 健司1、川島 正俊2、藤田 玲子2 （1. JAEA、2. JST） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(1-3) Zr-93および Pd-107のクリアランスレベルの試算 
*高橋 千太郎1、高橋 知之1、福谷 哲1、窪田 卓見1 （1. 京大） 

 
 
 

全体会議

「社会・環境部会」第40回全体会議 
N会場

 
 
 
 

企画セッション（無料公開） | 部会・連絡会セッション | シニアネットワーク連絡会

夢に挑戦する人材育成 
座長:櫻井 三紀夫(SNW) 

N会場
 

若者に夢を与える教育について 
*高妻 孝之1 （1. 茨城大） 

エネルギー産業界としての人材育成の視点 
*土屋 暁之1 （1. 日立 GE） 

原子力にとっての若者への期待 
*大野 崇1 （1. SNW） 

若者にとっての夢と課題 
*三島 理愛1 （1. 東工大） 

21世紀を展望した人材育成についての対話 
*櫻井 三紀夫1、*登壇者 （1. SNW） 

 
 
 

一般セッション | I. 総論

防災・司法・リスクマネジメント 
座長:稲村 智昌(電中研) 

N会場
 

安全性解析手法 STAMP/STPAによる JCO事故時の避難の分析 
*後藤 歌穂1、大鳥 靖樹1、牟田 仁1、尾本 彰1,2 （1. 東京都市大、2. 東工大） 

原子力裁判に見る技術的争点の問題構造の解明 
*菊池 豪1、高田 毅士1 （1. 東大） 

安全に関する Attitudeの涵養を目的とした技術者教育プログラムの開発 
(1)基本構想と原子力発電分野への適用 
*八木 絵香1、大橋 智樹2、北村 正晴3 （1. 阪大、2. 宮城学院女子大、3. テムス研究所） 

試験研究炉の安全に係る等級別扱いについて 
*与能本 泰介1、中塚 亨1、平根 伸彦1、津村 貴史1 （1. JAEA） 
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*大塚 宏紀1、渡邊 捷太郎1、野上 修平1、宮澤 健1、長谷川 晃1 （1. 東北大） 

核融合炉用タングステン合金および複合材料の開発 
(3) バブル分散強化タングステン—レニウム合金の機械特性と再結晶挙動 
*高橋 亜門1、間　偉文1、野上 修平1、宮澤 健1、長谷川 晃1 （1. 東北大） 

核融合炉用タングステン合金および複合材料の開発 
(4) 分散強化タングステン合金の熱衝撃による損傷形成挙動 
*松井 賢斗1、野上 修平1、 Gerald Pintsuk2、 Marius Wirtz2、 Thorsten Loewenhoff2、長谷川 晃1 （1. 東北

大、2. ユーリッヒ総合研究機構） 

核融合炉用タングステン合金および複合材料の開発 
(5) タングステン積層複合材料の開発 
*野上 修平1、間 偉文1、能登 裕之2、長坂 琢也2、 Jens Reiser3、長谷川 晃1 （1. 東北大、2. 核融合研、3. KIT） 

 
 
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-2 核融合炉材料工学（炉材料，ブランケット，照射挙動）

核融合炉材料（特性評価） 
座長:野上 修平(東北大) 

O会場
 

純タングステンの機械的特性に対する製作条件の影響 
*兪 周炫1、谷川 博康1 （1. QST） 

ITER-gradeタングステン圧延材における疲労予き裂導入と破壊靭性評価 
*徳永 和俊1、松尾 悟1、栗下 裕明2、外山 健3、長谷川 真1、中村 一男1 （1. 九大、2. KEK、3. 東北大） 

ITERダイバータ用純タングステンの繰り返し加熱に対する耐久性能と機械特性の評価 
*福田 誠1、関 洋治1、江里 幸一郎1、西 宏1、横山 堅二1、鈴木 哲1 （1. QST） 

F82H鋼の表面状態に及ぼす高温高圧水中の溶存酸素量の効果 
*美馬 悠希1、中里 直史1、根本 泰成1、中島 基樹2、野澤 貴史2、谷川 博康2、岸本 弘立1 （1. 室蘭工大、2. QST） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-2 核融合炉材料工学（炉材料，ブランケット，照射挙動）

タングステン（照射効果） 
座長:松川 義孝(東北大) 

O会場
 

HIFR RB-19Jキャプセルにより中性子照射を行ったタングステン材料の熱拡散率評価 
*秋吉 優史1、 Lauren Garrison2、 Josina Geringer2、 Wang Hsin2、加藤 雄大2 （1. 阪府大、2. ORNL） 

核融合炉用タングステン材料の照射効果 
(1)中性子照射したタングステン材料の高温引張特性 
*宮澤 健1、ローレン ギャリソン2、加藤 雄大2、檜木 達也3、長谷川 晃1 （1. 東北大、2. オークリッジ国立研究

所、3. 京大） 

核融合炉用タングステン材料の照射効果 
(2)軽イオン照射したタングステン材料の照射効果 
*西村 星耶1、大泉 周平1、宮澤 健1、野上 修平1、長谷川 晃1 （1. 東北大） 

核融合炉用タングステン材料の照射効果 
(3) ヘリウム注入したタングステンの微細組織および高温引張特性 
*佐藤 祐輔1、井藤 大智1、服部 剛弥1、宮澤 健1、野上 修平1、長谷川 晃1 （1. 東北大） 
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定性的核セキュリティリスク評価 
*鈴木 美寿1 （1. JAEA） 

核セキュリティと深層防護 
*髙田 孝1 （1. JAEA） 

2Sインターフェイス机上訓練 
*出町 和之1 （1. 東大） 

 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-2 核融合炉材料工学（炉材料，ブランケット，照射挙動）

タングステン（水素同位体挙動） 
座長:外山 健(東北大) 

O会場
 

2011-2012年と2015-2016年にプラズマに曝された JET-ILWのダイバータタイルにおける水素同位体
滞留挙動の比較 
*大矢 恭久1、増崎 貴2、時谷 政行2、仲田 萌子1、孫 飛1、小柳津 誠3、林 巧3、朝倉 伸幸3、大塚 哲平4、 Anna

Widdowson5 （1. 静岡大、2. 核融合研、3. QST、4. 近大、5. Culham Science Centre） 

タングステン中の重水素滞留挙動への表面及びバルク照射欠陥密度分布影響評価 
*和田 拓郎1、戸苅 陽大2、仲田 萌子2、趙 明忠2、孫 飛1、波多野 雄治3、大矢 恭久1 （1. 静岡大、2. 静岡大、3. 富山

大） 

重水素プラズマ照射した中性子-鉄イオン複合照射タングステンにおける滞留挙動への欠陥分布影響 
*山崎 翔太1、戸苅 陽大2、仲田 萌子2、趙 明忠2、孫 飛1、桒原 竜弥3、波多野 雄治4、外山 健5、大矢 恭久2 （1. 静

大理、2. 静大院、3. 名大院工、4. 富山大水素研、5. 東北大金研） 

Impact of helium irradiation and damage introduction on hydrogen isotope retention behaviors in
tungsten 
*Fei Sun1, Akihiro Togari2, Moeko Nakata2, Mingzhong Zhao2, Sosuke Kondo3, Tatsuya Hinoki4, Yasuhisa Oya2

（1. Shizuoka Univ., 2. Shizuoka Univ., 3. Institute for Materials Research, Tohoku Univ., 4. Kyoto Univ.） 

Deuterium permeation behavior in rolled W foil and forged W rod studied by gas driven
permeation method 
*Mingzhong Zhao1, Moeko Nakata1, Akihiro Togari1, Fei Sun1, Yasuhisa Oya1 （1. Shizuoka Univ.） 

QUESTにて水素プラズマに曝されたタングステンの水素滞留能へ及ぼす長時間放電の影響 
*小池 彩華1、戸苅 陽大2、仲田 萌子2、趙 明忠2、孫 飛1、吉田 直亮3、花田 和明3、大矢 恭久1 （1. 静岡大、2. 静岡

大、3. 九大） 

Wベース高エントロピー合金中の水素同位体吸蔵特性 
*り ハンテ1、柳 浩振2、笠田 竜太3、伊庭野 健造1、上田 良夫1 （1. 阪大、2. KAIST、3. 東北大） 

 
 
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-2 核融合炉材料工学（炉材料，ブランケット，照射挙動）

タングステン合金と複合材料 
座長:檜木 達也(京大) 

O会場
 

核融合炉用タングステン合金および複合材料の開発 
(1) タングステン-レニウム合金の機械特性と再結晶挙動 
*渡邊 捷太郎1、寺田 樹1、野上 修平1、 Jens Reiser2、 Michael Rieth2、宮澤 健1、長谷川 晃1 （1. 東北大、2.

カールスルーエ工科大学） 

核融合炉用タングステン合金および複合材料の開発 
(2)酸化物分散強化タングステン-レニウム合金の機械特性と再結晶挙動 

―　42　―
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一般セッション | I. 総論

社会的受容性・原子力教育 
座長:山本 隆一(JAEA) 

N会場
 

社会的受容性の高い新型炉の概念に関する研究 
*徳田 崇哉1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

中学生による最終処分地問題の理解促進ーその成果と課題ー 
*澤田 哲生1 （1. 東工大） 

原子力マネジメントとその教育について 
*足立 文緒1 （1. 元東大） 

福井県におけるエネルギー環境教育の普及・促進 
*大磯 眞一1 （1. INSS） 

福島事象の史的量子論的理解 
*渡邊 一男1、杉山 勝行2 （1. WNR-Cx 渡邊研究処、2. 吉田昌郎元所長・福島フィフティー顕彰会） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | I. 総論

核不拡散・核セキュリティ 
座長:宇根崎 博信(京大) 

N会場
 

核分裂性アクチノイド核種の核特性データベースの作成 
*房 秀俊1、相樂 洋1 （1. 東工大） 

監視カメラ動画の深層学習を用いた手元動作識別手法の開発 
*出町 和之1、陳 実1 （1. 東大） 

Measuring Isotopic Abundance using Nuclear Resonance Fluorescence 
*Mohamed Omer1, Toshiyuki Shizuma1,2, Ryoichi Hajima1,2, Mitsuo Koizumi1 （1. JAEA, 2. QST） 

核・放射線テロ事象の初動対応に資する小型放射線測定資機材の開発 
(1) 核種判定のための複合型ガンマ線検出システムに関する検討 
*木村 祥紀1、松本 哲也1、富川 裕文1 （1. JAEA） 

Applicability study of Photofission Rate of Reaction Ratio (PFRR) method to identify High
Enriched Uranium (HEU) by utilizing the Bremsstrahlung spectrum photon 
*KIM WEI CHIN1, HIROSHI SAGARA1, REI KIMURA1 （1. Tokyo Tech） 

 
 
 

全体会議

「核不拡散，保障措置，核セキュリティ連絡会」第22回全体会議 
N会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 核不拡散・保障措置・核セキュリティ連絡会

原子力における2S（原子力安全と核セキュリティ）インターフェイス実現のための提言 
座長:宮野 廣(法政大) 

N会場
 

原子力学会 SS分科会活動の概要 
*出町 和之1 （1. 東大） 
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核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(1-2) HLWの減容化・資源化システムの検討 
*西原 健司1、川島 正俊2、藤田 玲子2 （1. JAEA、2. JST） 

核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 
(1-3) Zr-93および Pd-107のクリアランスレベルの試算 
*高橋 千太郎1、高橋 知之1、福谷 哲1、窪田 卓見1 （1. 京大） 

 
 
 

全体会議

「社会・環境部会」第40回全体会議 
N会場

 
 
 
 

企画セッション（無料公開） | 部会・連絡会セッション | シニアネットワーク連絡会

夢に挑戦する人材育成 
座長:櫻井 三紀夫(SNW) 

N会場
 

若者に夢を与える教育について 
*高妻 孝之1 （1. 茨城大） 

エネルギー産業界としての人材育成の視点 
*土屋 暁之1 （1. 日立 GE） 

原子力にとっての若者への期待 
*大野 崇1 （1. SNW） 

若者にとっての夢と課題 
*三島 理愛1 （1. 東工大） 

21世紀を展望した人材育成についての対話 
*櫻井 三紀夫1、*登壇者 （1. SNW） 

 
 
 

一般セッション | I. 総論

防災・司法・リスクマネジメント 
座長:稲村 智昌(電中研) 

N会場
 

安全性解析手法 STAMP/STPAによる JCO事故時の避難の分析 
*後藤 歌穂1、大鳥 靖樹1、牟田 仁1、尾本 彰1,2 （1. 東京都市大、2. 東工大） 

原子力裁判に見る技術的争点の問題構造の解明 
*菊池 豪1、高田 毅士1 （1. 東大） 

安全に関する Attitudeの涵養を目的とした技術者教育プログラムの開発 
(1)基本構想と原子力発電分野への適用 
*八木 絵香1、大橋 智樹2、北村 正晴3 （1. 阪大、2. 宮城学院女子大、3. テムス研究所） 

試験研究炉の安全に係る等級別扱いについて 
*与能本 泰介1、中塚 亨1、平根 伸彦1、津村 貴史1 （1. JAEA） 
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*大塚 宏紀1、渡邊 捷太郎1、野上 修平1、宮澤 健1、長谷川 晃1 （1. 東北大） 

核融合炉用タングステン合金および複合材料の開発 
(3) バブル分散強化タングステン—レニウム合金の機械特性と再結晶挙動 
*高橋 亜門1、間　偉文1、野上 修平1、宮澤 健1、長谷川 晃1 （1. 東北大） 

核融合炉用タングステン合金および複合材料の開発 
(4) 分散強化タングステン合金の熱衝撃による損傷形成挙動 
*松井 賢斗1、野上 修平1、 Gerald Pintsuk2、 Marius Wirtz2、 Thorsten Loewenhoff2、長谷川 晃1 （1. 東北

大、2. ユーリッヒ総合研究機構） 

核融合炉用タングステン合金および複合材料の開発 
(5) タングステン積層複合材料の開発 
*野上 修平1、間 偉文1、能登 裕之2、長坂 琢也2、 Jens Reiser3、長谷川 晃1 （1. 東北大、2. 核融合研、3. KIT） 

 
 
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-2 核融合炉材料工学（炉材料，ブランケット，照射挙動）

核融合炉材料（特性評価） 
座長:野上 修平(東北大) 

O会場
 

純タングステンの機械的特性に対する製作条件の影響 
*兪 周炫1、谷川 博康1 （1. QST） 

ITER-gradeタングステン圧延材における疲労予き裂導入と破壊靭性評価 
*徳永 和俊1、松尾 悟1、栗下 裕明2、外山 健3、長谷川 真1、中村 一男1 （1. 九大、2. KEK、3. 東北大） 

ITERダイバータ用純タングステンの繰り返し加熱に対する耐久性能と機械特性の評価 
*福田 誠1、関 洋治1、江里 幸一郎1、西 宏1、横山 堅二1、鈴木 哲1 （1. QST） 

F82H鋼の表面状態に及ぼす高温高圧水中の溶存酸素量の効果 
*美馬 悠希1、中里 直史1、根本 泰成1、中島 基樹2、野澤 貴史2、谷川 博康2、岸本 弘立1 （1. 室蘭工大、2. QST） 

 
 

2019年3月21日(木)
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-2 核融合炉材料工学（炉材料，ブランケット，照射挙動）

タングステン（照射効果） 
座長:松川 義孝(東北大) 

O会場
 

HIFR RB-19Jキャプセルにより中性子照射を行ったタングステン材料の熱拡散率評価 
*秋吉 優史1、 Lauren Garrison2、 Josina Geringer2、 Wang Hsin2、加藤 雄大2 （1. 阪府大、2. ORNL） 

核融合炉用タングステン材料の照射効果 
(1)中性子照射したタングステン材料の高温引張特性 
*宮澤 健1、ローレン ギャリソン2、加藤 雄大2、檜木 達也3、長谷川 晃1 （1. 東北大、2. オークリッジ国立研究

所、3. 京大） 

核融合炉用タングステン材料の照射効果 
(2)軽イオン照射したタングステン材料の照射効果 
*西村 星耶1、大泉 周平1、宮澤 健1、野上 修平1、長谷川 晃1 （1. 東北大） 

核融合炉用タングステン材料の照射効果 
(3) ヘリウム注入したタングステンの微細組織および高温引張特性 
*佐藤 祐輔1、井藤 大智1、服部 剛弥1、宮澤 健1、野上 修平1、長谷川 晃1 （1. 東北大） 
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定性的核セキュリティリスク評価 
*鈴木 美寿1 （1. JAEA） 

核セキュリティと深層防護 
*髙田 孝1 （1. JAEA） 

2Sインターフェイス机上訓練 
*出町 和之1 （1. 東大） 

 
 

2019年3月20日(水)
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-2 核融合炉材料工学（炉材料，ブランケット，照射挙動）

タングステン（水素同位体挙動） 
座長:外山 健(東北大) 

O会場
 

2011-2012年と2015-2016年にプラズマに曝された JET-ILWのダイバータタイルにおける水素同位体
滞留挙動の比較 
*大矢 恭久1、増崎 貴2、時谷 政行2、仲田 萌子1、孫 飛1、小柳津 誠3、林 巧3、朝倉 伸幸3、大塚 哲平4、 Anna

Widdowson5 （1. 静岡大、2. 核融合研、3. QST、4. 近大、5. Culham Science Centre） 

タングステン中の重水素滞留挙動への表面及びバルク照射欠陥密度分布影響評価 
*和田 拓郎1、戸苅 陽大2、仲田 萌子2、趙 明忠2、孫 飛1、波多野 雄治3、大矢 恭久1 （1. 静岡大、2. 静岡大、3. 富山

大） 

重水素プラズマ照射した中性子-鉄イオン複合照射タングステンにおける滞留挙動への欠陥分布影響 
*山崎 翔太1、戸苅 陽大2、仲田 萌子2、趙 明忠2、孫 飛1、桒原 竜弥3、波多野 雄治4、外山 健5、大矢 恭久2 （1. 静

大理、2. 静大院、3. 名大院工、4. 富山大水素研、5. 東北大金研） 

Impact of helium irradiation and damage introduction on hydrogen isotope retention behaviors in
tungsten 
*Fei Sun1, Akihiro Togari2, Moeko Nakata2, Mingzhong Zhao2, Sosuke Kondo3, Tatsuya Hinoki4, Yasuhisa Oya2

（1. Shizuoka Univ., 2. Shizuoka Univ., 3. Institute for Materials Research, Tohoku Univ., 4. Kyoto Univ.） 

Deuterium permeation behavior in rolled W foil and forged W rod studied by gas driven
permeation method 
*Mingzhong Zhao1, Moeko Nakata1, Akihiro Togari1, Fei Sun1, Yasuhisa Oya1 （1. Shizuoka Univ.） 

QUESTにて水素プラズマに曝されたタングステンの水素滞留能へ及ぼす長時間放電の影響 
*小池 彩華1、戸苅 陽大2、仲田 萌子2、趙 明忠2、孫 飛1、吉田 直亮3、花田 和明3、大矢 恭久1 （1. 静岡大、2. 静岡

大、3. 九大） 

Wベース高エントロピー合金中の水素同位体吸蔵特性 
*り ハンテ1、柳 浩振2、笠田 竜太3、伊庭野 健造1、上田 良夫1 （1. 阪大、2. KAIST、3. 東北大） 

 
 
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-2 核融合炉材料工学（炉材料，ブランケット，照射挙動）

タングステン合金と複合材料 
座長:檜木 達也(京大) 

O会場
 

核融合炉用タングステン合金および複合材料の開発 
(1) タングステン-レニウム合金の機械特性と再結晶挙動 
*渡邊 捷太郎1、寺田 樹1、野上 修平1、 Jens Reiser2、 Michael Rieth2、宮澤 健1、長谷川 晃1 （1. 東北大、2.

カールスルーエ工科大学） 

核融合炉用タングステン合金および複合材料の開発 
(2)酸化物分散強化タングステン-レニウム合金の機械特性と再結晶挙動 
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Zrを用いた高温ガス炉用 T製造 Liロッドの検討 
H/Zr比と Zr水素吸蔵性能の関係 
*岡本 亮1、松浦 秀明1、古賀 友稀　1、菅沼 拓朗1、片山 一成2、大塚 哲平3、後藤 実4、中川 繁昭4、石塚 悦男4、飛

田 健次5 （1. 九大、2. 九大、3. 近大、4. JAEA、5. QST） 
 
 
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-3 トリチウム工学（燃料回収・精製，計測，同位体効果，安全取扱い）

トリチウム挙動 
座長:片山 一成(九大) 

O会場
 

希土類酸化物の水素溶解と導電性 
*川口 要人1、城 慎之介1、エムディ カリド ホサイン1、橋爪 健一1、波多野 雄治2 （1. 九大、2. 富山大） 

低エネルギー水素原子のプラズマ対向壁表面における反射挙動の研究 
*中野 晋太郎1、高木 郁二1、中川 雄貴1 （1. 京大） 

プラズマ対向壁中に捕獲されたトリチウムの迅速測定法の開発 
JT-60真空容器中の残存トリチウム量測定 
*古田 光1、鳥養 祐二1、小林 和容2、磯部 兼嗣2 （1. 茨城大、2. QST ） 

核融合炉材料からの長期トリチウム放出 
*波多野 雄治1 （1. 富山大） 

金属から水中へのトリチウム透過挙動観察手法の開発 
*大塚 哲平1、橋爪 健一2、片山 一成2、檜山 敏明2 （1. 近大、2. 九大） 

 
 
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-4 核融合機器工学（第1壁，ダイバータ，マグネット等）

核融合機器工学（ブランケット、プラズマ対向機器等） 
座長:大塚 哲平(近大) 

O会場
 

時間依存熱流束測定における電磁ノイズ補償の提案 
*松浦 寛人1,2、山本 優矢2、村岡 英樹2、シャヒヌル イスラム3、中嶋 洋輔3、永岡 賢一4 （1. 阪府大、2. 阪府大、3.

筑波大、4. 核融合研） 

MHD流動場評価に基づく補強材付三面複層コーティング流路の構造最適化 
*村岡 健太1、伊藤 悟1、橋爪 秀利1 （1. 東北大） 

繰り返し熱負荷を受ける TBMのクリープ疲労損傷評価 
*管 文海1、権 暁星1、酒瀬川 英雄1、谷川 尚1、河村 繕範1 （1. QST） 

 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-5 核融合中性子工学

核融合中性子源 
座長:帆足 英二(阪大) 

O会場
 

核融合中性子源（ A-FNS）試験モジュールの概念検討 
(1)試験モジュール全体概要 
*佐藤 聡1、中村 誠1、朴 昶虎1、権 セロム1、太田 雅之1、落合 謙太郎1、春日井 敦1 （1. QST） 

核融合中性子源(A-FNS)試験モジュールの概念検討 
(2)安全/遠隔保守システム設計 
*中村 誠1、佐藤 聡1、朴 昶虎1、権 セロム1、太田 雅之1、近藤 浩夫1、落合 謙太郎1、春日井 敦1 （1. QST） 
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一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-2 核融合炉材料工学（炉材料，ブランケット，照射挙動）

ブランケット材料 
座長:大矢 恭久(静岡大) 

O会場
 

高密度 Li2ZrO3試料の表面近傍領域における CO2吸収特性 
*山本 真旭1、武田 翼1、秋田 佑馬2、谷池 晃1、古山 雄一1 （1. 神戸大、2. 神戸大） 

軟 X線発光分光法によるベリライドの価電子構造と化学状態の分析 
*向井 啓祐1、笠田 竜太2、薮内 聖皓1、小西 哲之1、金 宰煥3、中道 勝3 （1. 京大、2. 東北大、3. QST） 

Status of R&D of advanced neutron multiplier in ITER-BA activity 
(30) Stability of Be12V pebbles with different sizes at high temperatures 
*Petr Kurinskiy1, Jae-Hwan Kim1, Yoshiaki Akatsu1, Masaru Nakamichi1 （1. QST） 

中性子増倍材の量産システムにおけるプロセス検討 
*金 宰煥1、 Petr Kurinskiy1、赤津 孔明1、中道 勝1 （1. QST） 

 
 
 

全体会議

「核融合工学部会」第52回全体会議 
O会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 核融合工学部会

核融合中性子源 A-FNS計画 
座長:横峯 健彦(京大) 

O会場
 

A-FNS計画全体の概要 
*春日井 敦1 （1. QST） 

A-FNS試験モジュールの全体概要 
*佐藤 聡1 （1. QST） 

核融合炉研究開発における位置づけ 
*室賀 健夫1 （1. 核融合研） 

応用利用分野からの要望 
*鬼柳 善明1 （1. 名大） 

総合討論 
 
 
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-3 トリチウム工学（燃料回収・精製，計測，同位体効果，安全取扱い）

トリチウムプロセス 
座長:波多野 雄治(富山大) 

O会場
 

ガスクロマトグラフ法による水素同位体分離のための水素貯蔵システムに関する研究 
*池本 憲弘1,2、川上 智彦1、米原 和男1、名取 ゆり1、蓼沼 克嘉1、原 正憲2 （1. 化研、2. 富山大） 

液体リチウム鉛液滴からのトリチウム連続回収試験 
その１　単体試験装置による機能検証 
*興野 文人1、田中 照也2、八木 重郎1、向井 啓祐1、小西 哲之1 （1. 京大、2. 核融合研） 

異常時用トリチウム除去系におけるトリチウム除去挙動実験的評価 
*枝尾 祐希1、浅原 浩雄1、佐藤 克美1、岩井 保則1 （1. QST） 
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核融合中性子源（ A-FNS）試験モジュールの概念検討 
（3）ブランケット構造材照射試験モジュール（ BSMTM）の設計 
*朴 昶虎1、佐藤 聡1、太田 雅之1、中村 誠1、権 セロム1、落合 謙太郎1、春日井 敦1、野澤 貴史1、谷川 博康1 （1.

QST） 

核融合中性子源（ A-FNS）試験モジュールの概念検討 
(4) NFMM/ACPM/TRTM/BFMTM設計 
*権 セロム1、太田 雅之1、佐藤 聡1、朴 昶虎1、中村 誠1、中島 基樹1、野澤 貴史1、谷川 博康1、金 宰煥1、星野 毅1

（1. QST） 

核融合中性子源（ A-FNS）試験モジュールの概念検討 
（5） BNPTM/DCTM設計、応用利用 
*太田 雅之1、佐藤 聡1、中村 誠1、権 セロム1、朴 昶虎1、落合 謙太郎1、染谷 洋二1、坂本 宜照1、春日井 敦1 （1.

QST） 
 
 
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-5 核融合中性子工学

中性子場評価 
座長:中村 誠(QST) 

O会場
 

中性子検出器較正のための東北大 FNL重水素ガスターゲットの再整備と PHITSによる中性子場特性評価 
*西谷 健夫1、松山 成男2、佐波 俊哉3、小川 国大1,4、磯部 光孝1,4 （1. 核融合研、2. 東北大、3. KEK、4. 総研大） 

放射化金属およびイメージングプレートを用いた中性子束の空間分布評価 
*荻野 靖之1、向井 啓祐1,2、八木 重郎1,2、小西 哲之1,2 （1. 京大、2. 京大） 

大型ヘリカル装置本体室内における放射化物の形成量の実験的評価 
*山本 優弥1、小林 真2,3、田中 智代1、吉橋 幸子1、瓜谷 章1、渡辺 賢一1、山崎 淳1、小川 国大3,2、西谷 健夫2、磯部

光孝2,3 （1. 名大、2. 核融合研、3. 総研大） 
 
 

2019年3月21日(木)
 

贈呈式/表彰式

ポスターセッション表彰式 
ポスターセッション
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Zrを用いた高温ガス炉用 T製造 Liロッドの検討 
H/Zr比と Zr水素吸蔵性能の関係 
*岡本 亮1、松浦 秀明1、古賀 友稀　1、菅沼 拓朗1、片山 一成2、大塚 哲平3、後藤 実4、中川 繁昭4、石塚 悦男4、飛

田 健次5 （1. 九大、2. 九大、3. 近大、4. JAEA、5. QST） 
 
 
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-3 トリチウム工学（燃料回収・精製，計測，同位体効果，安全取扱い）

トリチウム挙動 
座長:片山 一成(九大) 

O会場
 

希土類酸化物の水素溶解と導電性 
*川口 要人1、城 慎之介1、エムディ カリド ホサイン1、橋爪 健一1、波多野 雄治2 （1. 九大、2. 富山大） 

低エネルギー水素原子のプラズマ対向壁表面における反射挙動の研究 
*中野 晋太郎1、高木 郁二1、中川 雄貴1 （1. 京大） 

プラズマ対向壁中に捕獲されたトリチウムの迅速測定法の開発 
JT-60真空容器中の残存トリチウム量測定 
*古田 光1、鳥養 祐二1、小林 和容2、磯部 兼嗣2 （1. 茨城大、2. QST ） 

核融合炉材料からの長期トリチウム放出 
*波多野 雄治1 （1. 富山大） 

金属から水中へのトリチウム透過挙動観察手法の開発 
*大塚 哲平1、橋爪 健一2、片山 一成2、檜山 敏明2 （1. 近大、2. 九大） 

 
 
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-4 核融合機器工学（第1壁，ダイバータ，マグネット等）

核融合機器工学（ブランケット、プラズマ対向機器等） 
座長:大塚 哲平(近大) 

O会場
 

時間依存熱流束測定における電磁ノイズ補償の提案 
*松浦 寛人1,2、山本 優矢2、村岡 英樹2、シャヒヌル イスラム3、中嶋 洋輔3、永岡 賢一4 （1. 阪府大、2. 阪府大、3.

筑波大、4. 核融合研） 

MHD流動場評価に基づく補強材付三面複層コーティング流路の構造最適化 
*村岡 健太1、伊藤 悟1、橋爪 秀利1 （1. 東北大） 

繰り返し熱負荷を受ける TBMのクリープ疲労損傷評価 
*管 文海1、権 暁星1、酒瀬川 英雄1、谷川 尚1、河村 繕範1 （1. QST） 

 
 

2019年3月22日(金)
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-5 核融合中性子工学

核融合中性子源 
座長:帆足 英二(阪大) 

O会場
 

核融合中性子源（ A-FNS）試験モジュールの概念検討 
(1)試験モジュール全体概要 
*佐藤 聡1、中村 誠1、朴 昶虎1、権 セロム1、太田 雅之1、落合 謙太郎1、春日井 敦1 （1. QST） 

核融合中性子源(A-FNS)試験モジュールの概念検討 
(2)安全/遠隔保守システム設計 
*中村 誠1、佐藤 聡1、朴 昶虎1、権 セロム1、太田 雅之1、近藤 浩夫1、落合 謙太郎1、春日井 敦1 （1. QST） 

[2O05-08]

[2O05]

[2O06]

[2O07]

[2O08]

[2O_GM]

[2O_PL]

[2O_PL01]

[2O_PL02]

[2O_PL03]

[2O_PL04]

[2O_PL05]

[2O09-12]

[2O09]

[2O10]
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一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-2 核融合炉材料工学（炉材料，ブランケット，照射挙動）

ブランケット材料 
座長:大矢 恭久(静岡大) 

O会場
 

高密度 Li2ZrO3試料の表面近傍領域における CO2吸収特性 
*山本 真旭1、武田 翼1、秋田 佑馬2、谷池 晃1、古山 雄一1 （1. 神戸大、2. 神戸大） 

軟 X線発光分光法によるベリライドの価電子構造と化学状態の分析 
*向井 啓祐1、笠田 竜太2、薮内 聖皓1、小西 哲之1、金 宰煥3、中道 勝3 （1. 京大、2. 東北大、3. QST） 

Status of R&D of advanced neutron multiplier in ITER-BA activity 
(30) Stability of Be12V pebbles with different sizes at high temperatures 
*Petr Kurinskiy1, Jae-Hwan Kim1, Yoshiaki Akatsu1, Masaru Nakamichi1 （1. QST） 

中性子増倍材の量産システムにおけるプロセス検討 
*金 宰煥1、 Petr Kurinskiy1、赤津 孔明1、中道 勝1 （1. QST） 

 
 
 

全体会議

「核融合工学部会」第52回全体会議 
O会場

 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 核融合工学部会

核融合中性子源 A-FNS計画 
座長:横峯 健彦(京大) 

O会場
 

A-FNS計画全体の概要 
*春日井 敦1 （1. QST） 

A-FNS試験モジュールの全体概要 
*佐藤 聡1 （1. QST） 

核融合炉研究開発における位置づけ 
*室賀 健夫1 （1. 核融合研） 

応用利用分野からの要望 
*鬼柳 善明1 （1. 名大） 

総合討論 
 
 
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-3 トリチウム工学（燃料回収・精製，計測，同位体効果，安全取扱い）

トリチウムプロセス 
座長:波多野 雄治(富山大) 

O会場
 

ガスクロマトグラフ法による水素同位体分離のための水素貯蔵システムに関する研究 
*池本 憲弘1,2、川上 智彦1、米原 和男1、名取 ゆり1、蓼沼 克嘉1、原 正憲2 （1. 化研、2. 富山大） 

液体リチウム鉛液滴からのトリチウム連続回収試験 
その１　単体試験装置による機能検証 
*興野 文人1、田中 照也2、八木 重郎1、向井 啓祐1、小西 哲之1 （1. 京大、2. 核融合研） 

異常時用トリチウム除去系におけるトリチウム除去挙動実験的評価 
*枝尾 祐希1、浅原 浩雄1、佐藤 克美1、岩井 保則1 （1. QST） 

[3O03]

[3O04]

[3O05]

[3O06-08]

[3O06]

[3O07]

[3O08]

[2Z-AC]
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核融合中性子源（ A-FNS）試験モジュールの概念検討 
（3）ブランケット構造材照射試験モジュール（ BSMTM）の設計 
*朴 昶虎1、佐藤 聡1、太田 雅之1、中村 誠1、権 セロム1、落合 謙太郎1、春日井 敦1、野澤 貴史1、谷川 博康1 （1.

QST） 

核融合中性子源（ A-FNS）試験モジュールの概念検討 
(4) NFMM/ACPM/TRTM/BFMTM設計 
*権 セロム1、太田 雅之1、佐藤 聡1、朴 昶虎1、中村 誠1、中島 基樹1、野澤 貴史1、谷川 博康1、金 宰煥1、星野 毅1

（1. QST） 

核融合中性子源（ A-FNS）試験モジュールの概念検討 
（5） BNPTM/DCTM設計、応用利用 
*太田 雅之1、佐藤 聡1、中村 誠1、権 セロム1、朴 昶虎1、落合 謙太郎1、染谷 洋二1、坂本 宜照1、春日井 敦1 （1.

QST） 
 
 
 

一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-5 核融合中性子工学

中性子場評価 
座長:中村 誠(QST) 

O会場
 

中性子検出器較正のための東北大 FNL重水素ガスターゲットの再整備と PHITSによる中性子場特性評価 
*西谷 健夫1、松山 成男2、佐波 俊哉3、小川 国大1,4、磯部 光孝1,4 （1. 核融合研、2. 東北大、3. KEK、4. 総研大） 

放射化金属およびイメージングプレートを用いた中性子束の空間分布評価 
*荻野 靖之1、向井 啓祐1,2、八木 重郎1,2、小西 哲之1,2 （1. 京大、2. 京大） 

大型ヘリカル装置本体室内における放射化物の形成量の実験的評価 
*山本 優弥1、小林 真2,3、田中 智代1、吉橋 幸子1、瓜谷 章1、渡辺 賢一1、山崎 淳1、小川 国大3,2、西谷 健夫2、磯部

光孝2,3 （1. 名大、2. 核融合研、3. 総研大） 
 
 

2019年3月21日(木)
 

贈呈式/表彰式

ポスターセッション表彰式 
ポスターセッション
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㈱ IHI
㈱ IHI 検査計測
青森県原子力センター
アスク・サンシンエンジニアリング㈱
㈱アセンド
㈱アトックス
㈱安藤・間
㈱E＆ E
ES 東芝エンジニアリング㈱
伊方サービス㈱
伊藤忠テクノソリューションズ㈱
公益社団法人 茨城原子力協議会
茨城県防災・危機管理部原子力
安全対策課

イビデン㈱
㈱エコニクス
エス・アンド・イー㈱
一般財団法人 エネルギー総合
工学研究所

荏原工業洗浄㈱
㈱荏原製作所
エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ㈱

MHI NS エンジニアリング㈱
LDD㈱
オーケーレックス㈱
㈱大林組
岡野バルブ製造㈱
㈱オー・シー・エル
オルガノ㈱
一般社団法人 海外電力調査会
鹿島建設㈱
公益財団法人 環境科学技術研究所
関西設計㈱
関西電力㈱
㈱関水社
㈱関電工
㈱関電パワーテック
関電不動産開発㈱
関電プラント㈱
㈱北弘電社
北日本電線㈱
木村化工機㈱
㈱QJ サイエンス
九州エネルギー問題懇話会
九州電力㈱
九電産業㈱
九電テクノシステムズ㈱
キュリオン
極東産業㈱
近畿大学原子力研究所
㈱きんでん
㈱熊谷組
栗田エンジニアリング㈱
栗田工業㈱
㈱クリハラント
㈱グローバル・ニュークリア・
フュエル・ジャパン

検査開発㈱
原子燃料工業㈱

公益財団法人 原子力安全技術
センター

㈱原子力安全システム研究所
一般社団法人 原子力安全推進
協会

㈱原子力エンジニアリング
原子力エンジニアリング㈱
公益財団法人 原子力環境整備
促進・資金管理センター

原子力サービスエンジニアリング㈱
原子力発電環境整備機構
㈱原子力発電訓練センター
原電エンジニアリング㈱
原燃輸送㈱
高速炉エンジニアリング㈱
一般財団法人 高度情報科学技
術研究機構

甲南電機㈱
㈱神戸製鋼所
技術研究組合 国際廃炉研究開
発機構

近藤工業㈱
サーモフィッシャーサイエン
ティフィック㈱

佐賀県県民環境部原子力安全対策課
山九㈱
三和テッキ㈱
㈱シー・エス・エー・ジャパン
㈱シーテック
㈱ JPビジネスサービス
㈱ジェイペック
ジオサーフCS㈱
四国電力㈱
㈱島津製作所
清水建設㈱
新川電機㈱
新日鐵住金㈱
新日本空調㈱原子力事業部
㈱スタズビック・ジャパン
住友金属鉱山㈱
セイコー・イージーアンドジー㈱
大成建設㈱
太平電業㈱
㈱太平洋コンサルタント
㈱ダイヤコンサルタント
高砂熱学工業㈱
㈱高田工業所
㈱竹中工務店
㈱TAS
中国電力㈱
中電環境テクノス㈱
㈱中電シーティーアイ
中電不動産㈱
中電プラント㈱
中部電力㈱
㈱中部プラントサービス
千代田化工建設㈱
㈱千代田テクノル
通研電気工業㈱
敦賀市企画政策部原子力安全対策課

㈱テクノ中部
㈱テプコシステムズ
㈱テラバイト
電源開発㈱
一般財団法人 電力中央研究所
㈱東京エネシス
東京瓦斯㈱
東京ダイレック㈱
東京電力ホールディングス㈱
東京都市大学原子力研究所
東京ニュークリア・サービス㈱
東京パワーテクノロジー㈱
東芝エネルギーシステムズ㈱
東芝テクニカルサービスイン
ターナショナル㈱
東芝電力検査サービス㈱
東芝電力放射線テクノサービス㈱
東芝プラントシステム㈱
東電設計㈱
東北インフォメーション・シス
テムズ㈱
東北電力㈱
東北発電工業㈱
東北緑化環境保全㈱
東洋エンジニアリング㈱
東洋炭素㈱
㈱トーエネック
戸田建設㈱
特許庁
トランスニュークリア㈱
新潟県放射線監視センター
西日本技術開発㈱
西日本プラント工業㈱
西松建設㈱
ニシム電子工業㈱
ニチアス㈱
日揮㈱
日機装㈱
日鋼検査サービス㈱
日本ガイシ㈱
公益社団法人 日本アイソトープ協会
日本アドバンストテクノロジー㈱
日本エヌ・ユー・エス㈱
一般財団法人 日本エネルギー
経済研究所
日本エネルギー法研究所
日本核燃料開発㈱
㈱日本環境調査研究所
日本ギア工業㈱
国立研究開発法人 日本原子力
研究開発機構
日本原子力発電㈱
一般財団法人 日本原子力文化財団
日本原子力防護システム㈱
日本原子力保険プール
日本建設工業㈱
日本原燃㈱
日本国土開発㈱
日本システム㈱
㈱日本製鋼所

一般社団法人 日本電気協会
一般社団法人 日本電機工業会
日本放射線エンジニアリング㈱
ニュークリア・デベロップメント㈱
㈱NESI
一般財団法人 発電設備技術検
査協会
東日本興業㈱
日立GEニュークリア・エナジー㈱
㈱日立製作所
日立造船㈱ 機械・インフラ本部
㈱日立ドキュメントソリュー
ションズ
㈱日立パワーソリューションズ
㈱日立プラントコンストラク
ション
㈱BWR運転訓練センター
非破壊検査㈱
福井県安全環境部原子力安全対策課
福井県原子力環境監視センター
福井工業大学アイソトープ研究所
㈱フジタ
富士通㈱
富士電機㈱
フジトク㈱
㈱ペスコ
公益財団法人 放射線影響協会
公益財団法人 放射線計測協会
一般財団法人 放射線利用振興協会
北電産業㈱
北陸電気工事㈱
北陸電力㈱
北陸発電工事㈱
北海道電力㈱
北海道パワーエンジニアリング㈱
前田建設工業㈱
みずほ情報総研㈱ サイエンスソ
リューション部
三井物産㈱
三菱FBRシステムズ㈱
三菱原子燃料㈱
三菱重工業㈱
三菱商事㈱
㈱三菱総合研究所 原子力安全
事業本部
三菱電機㈱
三菱日立パワーシステムズ㈱
三菱マテリアル㈱
三菱マテリアルテクノ㈱
ヨシザワ LA㈱
四電エンジニアリング㈱
リサイクル燃料貯蔵㈱
国立研究開発法人 量子科学技
術研究開発機構
公益財団法人 若狭湾エネル
ギー研究センター

（2019年1月29日現在 215社）
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日本原子力学会 賛助会員一覧（五十音順）
日本原子力学会では，知識，学術レベルを高めるとともに，学会標準などの民間基準の作成，社会への啓蒙活動を行っています。
これらの学会活動資金は，個人会員会費および賛助会員会費，その他で構成されています。賛助会員の皆様のこれまでの支援に感謝すると
ともに，今後とも一緒に社会への貢献に努めて参りたいと思います。
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