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2020年9月16日(水)
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

放射線影響 
座長：吉田 浩子 (東北大) 9月16日(水) 10:00～11:00 

A会場
 

マウスにおけるがん発生、および寿命に対する放射線影響の数理的解析 
*衣川 哲弘1、真鍋 勇一郎1、和田 隆宏2、田中 聡3 （1. 阪大、2. 関大、3. 環境研） 

マウス諸臓器中のレドックス状態の違いはラドン吸入による抗酸化機能の亢進に影響する 
*片岡 隆浩1、神﨑 訓枝2、迫田 晃弘2、首藤 妃奈1、矢野 準喜1、田中 裕史2、花元 克巳1、寺東 宏明3、光延 文裕4

、山岡 聖典1 （1. 岡山大、2. JAEA、3. 岡山大、4. 岡山大） 

放射線100mSv被曝の示すこと 
*川合 將義1 （1. KEK） 

 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

環境放射能分析 
座長：廣内 淳 (JAEA) 9月16日(水) 11:00～12:00 

A会場
 

XRD解析による人形石の結晶構造評価 
*鈴木 知史1、中桐 俊男1 （1. JAEA） 

福島原発事故に由来する放射性セシウム担体物質の新しい判別法 
*奥村 大河1、山口 紀子2、小暮 敏博1 （1. 東大、2. 農研機構） 

溶融塩法を用いた土壌粘土鉱物によるストロンチウム吸着法の開発 
*本田 充紀1、金田 結依1、矢板 毅1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

放射線（能）測定・線量計測1 
座長：後藤 淳 (新潟大) 9月16日(水) 14:45～16:00 

A会場
 

PVA-KIゲル線量計による中性子線量測定 
*青木 祐太郎1、 Glenn Harvel2、吉井 裕3、吉橋 幸子4、濱野 毅3、須田 充3、伊豆本 幸恵3、砂川 武義1 （1. 福井工

大、2. オンタリオ工科大、3. QST、4. 名大） 

PVA-KIゲル線量計の反応メカニズム研究 
*砂川 武義1、 Glenn Harvel2、青木 祐太郎1 （1. 福井工大、2. オンタリオ工科大） 

ドローン線量測定結果を用いた空間線量率マッピング 
(1)ドローンに搭載した視野制限付き検出器による空間線量測定 
*大槻 宗司1、谷口 一雄1、瀬川 孝夫1、荒井 英臣2、齋藤 瑞稀2、豊嶋 宏幸3、加藤 雅史3、神徳 敬3、八塩 晶子3、池

田 和也4 （1. 未来技研、2. 菊池製作所、3. 大林組、4. 環境省） 

ドローン線量測定結果を用いた空間線量率マッピング 
(2)ドローン線量測定の特性 
*神徳 敬1、門田 直惠1、八塩 晶子1、豊嶋 宏幸1、加藤 雅史1、池田 和也2 （1. 大林組、2. 環境省） 
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一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

放射線（能）測定・線量計測2 
座長：寺田 宏明 (JAEA) 9月16日(水) 16:00～17:00 

A会場
 

瓦礫等による放射線源の評価手法を反映した線量評価システムの高度化 
*川崎 郁夫1、髙木 俊弥1、久米 恭2、河瀬 宇宙3 （1. INSS、2. 若狭湾エネ研、3. 関西電力） 

冬期石川県周辺における降雨時線量率上昇分布の特徴及び222Rn壊変生成物沈着量との相関 
*松本 達也1、山澤 弘実1、赤松 慎也1、森泉 純1 （1. 名大） 

マスク等保護具着用時の漏れ率の調査 
*廣内 淳1、駒ヶ峯 弘志2、高原 省五1、宗像 雅広1 （1. JAEA、2. 大日機械工業） 

 
 

2020年9月17日(木)
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

環境放射能・モニタリング1 
座長：山澤 弘実 (名大) 9月17日(木) 10:00～12:00 

A会場
 

福島における放射性物質分布調査 
(1)原子力事故後の中長期モニタリングの課題 
*斎藤 公明1 （1. JAEA） 

福島における放射性物質分布調査 
(2)KURAMA-IIの開発の現状 
*谷垣 実1 （1. 京大） 

福島における放射性物質分布調査 
(3)道路上で測定した線量率と放射性セシウム沈着量の関係 
*後藤 淳1、高橋 剛1、近藤 達也1、吉田 秀義2 （1. 新潟大、2. 新潟医療福祉大） 

福島における放射性物質分布調査 
(4)無人ヘリ搭載ガンマカメラの改良 
*志風 義明1、島添 健次2 （1. JAEA、2. 東大） 

福島における放射性物質分布調査 
(5)ベイズ統計手法に基づく時間空間統合マップの開発 
*村上 治子1、 Dajie Sun2、関 暁之3、武宮 博3、斉藤 公明3 （1. ローレンスバークレー国立研、2. カリフォルニア大

バークレー校、3. JAEA） 

福島における放射性物質分布調査 
(6)旧・現避難指示区域の木造住家での線量低減係数の経時変化 
*吉田 浩子1、金 敏植2、 Alex Malins2、町田 昌彦2、吉村 和也2 （1. 東北大、2. JAEA） 

福島における放射性物質分布調査 
(7)家屋周囲の空間線量率の連続モニタリングによる遮蔽係数の検討 
*金 敏植1、 Alex Malins1、町田 昌彦1、吉村 和也1、吉田 浩子2、斎藤 公明1 （1. JAEA、2. 東北大） 

 
 
 

企画セッション | 特別講演 | 現地委員会

九州大学における水素エネルギー研究開発の現状と将来展望 
座長：出光 一哉 (九大) 9月17日(木) 13:00～14:30 

A会場
 

九州大学における水素エネルギー研究開発の現状と将来展望 
*佐々木 一成1 （1. 九大） 
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一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

環境放射能・モニタリング2 
座長：塚田 祥文 (福島大) 9月17日(木) 14:45～16:15 

A会場
 

福島における放射性物質分布調査 
(8)生活経路に沿った空間線量率測定に基づく被ばく評価 
*佐藤 哲朗1、吉村 和也2、佐藤 里奈2、金井塚 清一3、眞田 幸尚2、安藤 真樹2、斎藤 公明2 （1. 日立ソリューション

ズ東日本、2. JAEA、3. 原子力エンジ） 

福島における放射性物質分布調査 
(9)福島県川俣町及び浪江町の森林における放射性セシウム移行状況 
*加藤 弘亮1、篠塚 友輝1、飯田 光1、赤岩 哲1、 Zul Hilmi Saidin1、恩田 裕一1 （1. 筑波大） 

福島における放射性物質分布調査 
(10)福島県浪江町のスギ林における樹冠通過雨の放射性セシウム濃度と空間変動性の解析 
*篠塚 友輝1、加藤 弘亮1、恩田 裕一1、赤岩 哲1、飯田 光1 （1. 筑波大） 

福島における放射性物質分布調査 
(11)福島県浪江町の森林源頭部流域における渓流水の溶存態放射性セシウム濃度の変動について 
*赤岩 哲1、加藤 弘亮1、篠塚 友輝1、飯田 光1、恩田 裕一1 （1. 筑波大） 

福島における放射性物質分布調査 
(12)福島県浪江町のスギ林における樹幹流が放射性セシウムの土層への浸透に及ぼす影響 
*飯田 光1、加藤 弘亮1、篠塚 友輝1、赤岩 哲1、恩田 裕一1 （1. 筑波大） 

 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

環境放射能・モニタリング3 
座長：町田 昌彦 (JAEA) 9月17日(木) 16:15～18:15 

A会場
 

福島における放射性物質分布調査 
(13)福島県の森林を対象とした広域測定データに基づく樹体の放射性セシウム濃度の時間変化傾向 
*森 圭佑1、加藤 弘亮1、恩田 裕一1、山口 敏郎1 （1. 筑波大） 

Investigation on distribution of radioactive substances in Fukushima 
(14)Seasonal variation in radiocesium deposition through stemflow following the Fukushima Dai-
ichi Nuclear Power Plant accident 
*Zul Hilmi Saidin1, Yuichi Onda1, Hiroaki Kato1, Janice E. Hudson1, Kazuki Nanko2, Delphis F. Levia3 （1. Univ.

of Tsukuba, Japan, 2. FFPRI, 3. Univ. of Delaware） 

福島における放射性物質分布調査 
(15)森林植物根中の Cs-137および Cs-133の深度分布 
*高橋 純子1、佐々木 拓哉、井口 啓1、恩田 裕一1 （1. 筑波大） 

福島における放射性物質分布調査 
(16)懸濁態放射性セシウムを用いたダムによる細粒粒子の捕捉能の評価 
*谷口 圭輔1、恩田 裕一1、新井 宏受2、竹内 幸生2、吉田 博文2、藤田 一輝2 （1. 筑波大、2. 福島県環境創造セ） 

福島における放射性物質分布調査 
(17)東日本における各河川中底質堆積物のセシウム137動態の分析 
*恩田 裕一1、 Chen Tang1、 Xiang Gao1、谷口 啓輔1、竹内 幸生2、栗原 モモ3、廣瀬 勝巳1 （1. 筑波大、2. 福島県

環境創造セ、3. QST） 

福島における放射性物質分布調査 
(18)福島県飯舘村における GeoWEPPを用いた放射性セシウム流出分布の解析 
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*藤原 成悟1、大澤 和敏2 （1. 筑波大、2. 宇都宮大） 

Investigation on distribution of radioactive substances in Fukushima 
(19)Assessment of the radiation doses to Japanese cedar affected after the Fukushima accident 
*Rena Mikailova1,2, Yuichi Onda1, Sergey Fesenko2, Hiroaki Kato1 （1. Univ. of Tsukuba, 2. RIRAE） 

 
 

2020年9月18日(金)
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

環境動態 
座長：斎藤 公明 (JAEA) 9月18日(金) 10:00～11:45 

A会場
 

チェルノブイリ原子力発電所から30-km圏内の試験圃場における土壌からバレイショへの137Csおよび90

Srの移行 
*塚田 祥文1、高橋 純子2、 Zheleznyak Mark 1、 Chizhevskyy Igor 3、 Kerieiev Serhii3、 Kashparov Valery 4 （1.

福島大、2. 筑波大、3. Ecocenter、4. UIAR） 

人形峠環境技術センターの露天採掘場跡地におけるラジウム同位体の移行 
*栗原 雄一1、山口 瑛子1,2、桧垣 正吾2、小原 義之1、高橋 嘉夫2 （1. JAEA、2. 東大） 

浜通り地域における出水時の河川水137Cs濃度の時間変動 
*新井田 拓也1、脇山 義史2、高田 兵衛2、藤田 一輝3、谷口 圭輔4、 Alexei Konoplev2 （1. 福島大、2. 福島大、3. 福

島県環境創造セ、4. 筑波大） 

福島第一原発からの外洋への漏洩量の再推定:海水中137Cs放射能と積算降水量および堆積物中137Cs濃度と
の関係 
*青山 道夫1 （1. 筑波大） 

福島第一原発港湾と福島沿岸における Cs-137の環境動態と他核種との比較：データ分析から見る事故以
後9年間に渡る変化 
*町田 昌彦1、岩田 亜矢子1、山田 進1 （1. JAEA） 

東電福島第一原発事故放出 I-132及び Te-132の大気中動態解析 
*西山 暉1、紙田 峻輔1、山澤 弘実1、森泉 純1 （1. 名大） 

 
 
 

企画セッション | 合同セッション | 合同セッション3（保健物理・環境科学部会、放射線工学部会）

放射線影響分科会の活動と今後の展望 
座長：占部 逸正 (福山大名誉) 9月18日(金) 13:00～14:30 

A会場
 

放射線影響分科会に関連する保健物理・環境科学部会の活動 
*服部 隆利1 （1. 電中研） 

環境モニタリングの現状と放射線工学部会の活動 
*眞田 幸尚1 （1. JAEA） 

総合討論 
今後の展望・放射線影響の観点から 
*保高 徹生1、*万福 裕造2 （1. 産総研、2 農研機構） 

 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

環境安全評価 
座長：青山 道夫 (筑波大) 9月18日(金) 14:45～16:00 

A会場
 

数値モデルによる日本域 Pb-210降下量分布再現の検討 
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*山澤 弘実1、赤松 慎也1、森泉 純1 （1. 名大院工） 

マルチスケール大気拡散計算とベイズ推定に基づく放出源情報推定手法の開発 
*寺田 宏明1、永井 晴康1、都築 克紀1、門脇 正尚1、古野 朗子1 （1. JAEA） 

原発事故対象大気拡散計算の大気中濃度実測値を利用した事後アンサンブル評価 
*中村 真隆1、山澤 弘実1、足立 振一郎、森泉 純1 （1. 名大） 

福島原発近傍の Cs-137沈着量分布を用いた放出形態の推定 
*藤原 拓也1、山澤 弘実1、森泉 純1 （1. 名大） 

 
 

2020年9月16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・廃棄物管理 
座長： Elakneswaran Yogarajah (Hokkaido Univ.) 9月16日(水) 10:00～11:45 

B会場
 

合金相を含む燃料デブリの安定性評価のための基盤研究合金相を含む燃料デブリの安定性評価のための基
盤研究 
(6)ウラン-ジルコニウム-ステンレス鋼系模擬デブリの合成と構造解析 
*秋山 大輔1、桐島 陽1、佐藤 修彰1、佐々木 隆之2、渡邉 雅之3、熊谷 友多3、日下 良二3 （1. 東北大、2. 京大、3.

JAEA） 

スチール製ドラム缶のレーザー除染とレーザー廃止措置 
*峰原 英介1 （1. LDD） 

大洗研究所における放射性廃棄物の放射能濃度評価方法の検討 
*朝倉 和基1、下村 祐介1、堂野前 寧1、阿部 和幸1、北村 了一1 （1. JAEA） 

廃棄物として発生する含鉛製品の溶出試験 
*佐藤 淳也1、大曽根 理1、齊藤 利充1、入澤 啓太1、大杉 武史1、曽根 智之1 （1. JAEA） 

放射性廃棄物保管容器内に設置した粒子状触媒による水素濃度の低減 
(1)濃度低減に及ぼす支配因子の影響 
*高瀬 和之1、 Ky Tri Vu1 （1. 長岡技科大） 

Reduction of Hydrogen Concentration by Particulate Catalysts Installed into Radioactive Waste
Storage Containers 
(2)Evaluation of Reaction Rates of Particulate Catalysts 
*Ky Tri Vu1, Kazuyuki Takase1 （1. Nagaoka Univ. of Tech.） 

 
 
 

全体会議

「バックエンド部会」第53回全体会議 
9月16日(水) 12:10～12:50 

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

福島第一原子力発電所の廃炉に伴って発生する廃棄物の現状と今後 
将来を見据えた取り組みと課題発見 
座長：杉山 大輔 (電中研) 9月16日(水) 13:00～14:30 

B会場
 

福島第一原子力発電所廃炉における廃棄物の現状と将来 
*加藤 和之 （1. NDF） 
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福島第一原子力発電所廃炉に関する研究開発動向 
*松本 昌昭 （1. 三菱総研） 

固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発 
*吉川 英樹 （1. IRID） 

パネルディスカッション 
福島第一原子力発電所の廃炉に向けたチャレンジ ―全体工程と固体廃棄物の取り扱い― 
*近藤 直樹1、*加藤 和之2、*駒 義和3、*小崎 完4、*杤山 修5、*七田 直樹6 （1. 三菱総研、2. NDF、3.

JAEA、4. 北大、5. 原安協、6. 東電 HD） 
 
 
 

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

ジオポリマー1 
座長：秋山 大輔 (東北大) 9月16日(水) 14:45～15:55 

B会場
 

Cation immobilization in metakaolin-based geopolymer 
*Yogarajah Elakneswaran1, Xiaobo Niu1, Yuka Morinaga1, John Provis, Tsutomu Sato1 （1. Hokkaido Univ.） 

Effect of Dehydration on Mechanical Properties and Pore Distribution of Potassium and
Metakaolin-based Geopolymer 
*Yaru Yang1, Suematsu Hisayuki1, Thi Mai Dung Do1, Thi Chau Duyen Le1 （1. Nagaoka Univ. of Tech.） 

Retention Mechanism of Cesium in Chabazite Embedded into Metakaolin-Based Alkali Activated
Materials 
*Chaerun Raudhatul Islam1, Natatsawas Soonthornwiphat1, Kanako Toda1, Kazuma Kuroda1, Ryosuke Kikuchi1

, Tsubasa Otake1, John Provis2, Yogarajah Elakneswaran1, Tsutomu Sato1 （1. Hokkaido Univ., 2. Univ. of

Sheffield） 

ジオポリマー固化体の実用化に向けたスケールアップ技術の開発 
*谷澤 圭佐1、丸山 隼人1、工藤 勇1、佐藤 努2 （1. アドバンエンジ、2. 北大） 

 
 
 

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

ジオポリマー2 
座長：菊地 道生 (電中研) 9月16日(水) 15:55～17:05 

B会場
 

乾式ジオポリマー固化方法の開発 
(2)固化体の圧縮強度に対する混合条件の影響 
*赤山 類1、松山 加苗1、湯原 勝1、高橋 芙美1 （1. 東芝 ESS） 

使用済みセシウム吸着フェロシアン化銅のジオポリマーによる最終廃棄体化 
*市川 恒樹1,2、山田 一夫2、芳賀 和子3 （1. 北大、2. 国環研、3. 太平洋コンサルタント） 

放射性廃棄物固化材としてのジオポリマー 
(4)SIAL®による放射性廃棄物の固化試験 
*関根 伸行1、足立 栄希1、小野崎 公宏1、見上 寿1、 Marcela Blazsekova2、 Maros Juraska2、 Milena Prazska2

、武田 敏之3、飯田 雅樹3、大浦 廣貴3 （1. 富士電機、2. Jacobs Nuclear Slovakia、3. 原電） 

放射性廃棄物固化材としてのジオポリマー 
(5)ジオポリマーの加熱による体積変化 
*足立 栄希1、関根 伸行1、須田 裕貴1 （1. 富士電機） 
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2020年9月17日(木)
 

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

安定化・固定化1 
座長：中塩 信行 (アトックス) 9月17日(木) 10:00～11:45 

B会場
 

K系アルカリ刺激材料の流動性に係る物性試験 
*平木 義久1、齋藤 利充1、角田 あやか1、大杉 武史1、曽根 智之1、黒木 亮一郎1、工藤 勇2、 Yogarajah

Elakneswaran3、佐藤 努3 （1. JAEA、2. アドバンエンジ、3. 北大） 

K系アルカリ刺激材料の固化体強度および長期安定性に係る物性試験 
*角田 あやか1、大曽根 理1、平木 義久1、大杉 武史1、曽根 智之1、黒木 亮一郎1、工藤 勇2、 Yogarajah

Elakneswaran3、佐藤 努3 （1. JAEA、2. アドバンエンジ、3. 北大） 

アパタイトセラミックスによる ALPS 沈殿廃棄物の安定固化技術の開発 
(1)全体計画 
*竹下 健二1、中瀬 正彦1、金川 俊2、土方 孝敏2、駒 義和3 （1. 東工大、2. 電中研、3. JAEA） 

アパタイトセラミックスによる ALPS 沈殿廃棄物の安定固化技術の開発 
(2)ソリッド法によるアパタイト合成と物性評価 
*金川 俊1,2、中瀬 正彦2、増田 歩2、内海 和夫2、土方 孝敏1、竹下 健二2 （1. 電中研、2. 東工大） 

アパタイトセラミックスによる ALPS 沈殿廃棄物の安定固化技術の開発 
(3)アパタイト固化体のゾルゲル法、水熱法による合成と物性評価 
*中瀬 正彦1、増田 歩1、金川 俊1,2、内海 和夫1、土方 孝敏2、竹下 健二1 （1. 東工大、2. 電中研） 

アパタイトセラミックスによる ALPS 沈殿廃棄物の安定固化技術の開発 
(4)アパタイト粉末の低温固化技術の開発 
*土方 孝敏1、中瀬 正彦2、内海 和夫2、竹下 健二2 （1. 電中研、2. 東工大） 

 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 理事会[リスク部会、社会・環境部会共催]

目に見えない脅威にどう対処するのか？ 
新型コロナウイルスと放射性物質 
座長：佐治 悦郎 (MHI NSエンジ) 9月17日(木) 13:00～14:30 

B会場
 

COVID-19から原子力災害へ 
*越智 小枝1 （1. 慈恵医大） 

リスクリストと選択肢リスト 
*山口 彰1 （1. 東大） 

一般公衆のリスク対応 
*土田 昭司1 （1. 関西大） 

総合討論 
*講演者全員、*中島 健1 （1. 会長） 

 
 
 

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

安定化・固定化2 
座長：中瀬 正彦 (東工大) 9月17日(木) 14:45～16:10 

B会場
 

イオン交換樹脂分解残渣の凍結再融解法によるろ過乾燥処理 
(2)ベンチスケール試験 
*佐々木 忠志1、永井 勇次1、本山 光志1、菊池 孝浩1、池田 孝夫1 （1. 日揮） 
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福島第一廃炉汚染水処理で発生する廃棄物の先行的処理に係る研究開発 
(8)低温処理固化可能性検査手法の検討 
*谷口 拓海1,2、並木 仁宏1,2、大杉 武史1,2、曽根 智之1,2、黒木 亮一郎1,2、菊地 道生3、山本 武志3、大塚 拓3、金田 由

久4、大澤 紀久4 （1. JAEA、2. IRID、3. 電中研、4. 太平洋コンサルタント） 

福島第一廃炉汚染水処理で発生する廃棄物の先行的処理に係る研究開発 
(9)模擬炭酸塩スラリーの合成 
*中塩 信行1、川副 貴裕1、相川 浩平1、菊地 道生2、山本 武志2、金田 由久3、芳賀 和子3、大杉 武史4、曽根 智之4

、黒木 亮一郎4 （1. IRID/アトックス、2. 電中研、3. 太平洋コンサルタント、4. IRID/JAEA） 

福島第一廃炉汚染水処理で発生する廃棄物の先行的処理に係る研究開発 
(10)炭酸塩スラリーを含有する低温固化処理材料の特性評価 
*菊地 道生1、山本 武志1、大塚 拓1、川戸 陸也1、金田 由久2、柴田 真仁2、芳賀 和子2、大杉 武史3、曽根 智之3、黒

木 亮一郎3 （1. 電中研、2. 太平洋コンサルタント、3. JAEA/IRID） 

福島第一廃炉汚染水処理で発生する廃棄物の先行的処理に係る研究開発 
(11)低温処理材料の溶解試験 
*金田 由久1、芳賀 和子1、柴田 真仁1、大澤 紀久1、菊地 道生2、山本 武志2、川戸 陸也2、大杉 武史3、曽根 智之3

、黒木 亮一郎3 （1. 太平洋コンサルタント、2. 電中研、3. IRID/JAEA） 
 
 
 

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

安定化・固定化3 
座長：桜木 智史 (原環セ) 9月17日(木) 16:10～17:20 

B会場
 

福島第一廃炉汚染水処理で発生する廃棄物の先行的処理に係る研究開発 
(12)低温処理材料の溶解挙動のモデル化 
*小林 佑太朗1、芳賀 和子1、金田 由久1、黒田 知眞2,3、佐藤 努2、大杉 武史4、曽根 智之4、黒木 亮一郎4 （1. 太平洋

コンサルタント、2. 北大、3. 現 電中研、4. IRID/JAEA） 

福島第一廃炉汚染水処理で発生する廃棄物の先行的処理に係る研究開発 
(13)炭酸塩スラリー含有固化体の照射特性 
*加藤 潤1、今泉 憲1、大杉 武史1、曽根 智之1、黒木 亮一郎1、菊地 道生2、山本 武志2、大塚 拓2、金田 由久3、大澤

紀久3 （1. IRID/JAEA、2. 電中研、3. 太平洋コンサルタント） 

福島第一廃炉汚染水処理で発生する廃棄物の先行的処理に係る研究開発 
(14)高温処理時における無機吸着剤からの Cs揮発挙動 
*宇留賀 和義1、古川 静枝1、土方 孝敏1、小山 正史1、大杉 武史2,3、曽根 智之2,3、黒木 亮一郎2,3 （1. 電中研、2.

IRID、3. JAEA） 

福島第一廃炉汚染水処理で発生する廃棄物の先行的処理に係る研究開発 
(15)廃棄物固化処理技術抽出に向けた処理技術調査 その2 
菊地 道生1、*古川 静枝1、小山 正史1、大塚 拓1、山本 武志1、今泉 憲2、大杉 武史2、曽根 智之2、黒木 亮一郎2 （1.

電中研、2. IRID/JAEA） 
 
 
 

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

ガラス固化 
座長：土方 孝敏 (電中研) 9月17日(木) 17:20～18:30 

B会場
 

高レベル放射性廃棄物作製時における不溶解残渣（白金族合金）の蒸発挙動に関する研究 
*服部 亮平1、新田 旭1、佐藤 勇1、松浦 治明1、多田 晴香2 （1. 東京都市大、2. 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 
(78)2019年度成果全体報告 
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*平尾 法恵1、兼平 憲男1、福井 寿樹2、竹内 正行3、岡本 芳浩3、塚田 毅志4 （1. 日本原燃、2. IHI、3. JAEA、4. 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 
(79)高燃焼度 UO2燃料から発生する廃棄物の減容及び地層処分の負荷影響に関するシナリオ評価 
*桜木 智史1、朝野 英一1、岡村 知拓2、三成 映理子2、中瀬 正彦2、竹下 健二2、鬼木 俊郎3 （1. 原環セ、2. 東工

大、3. 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 
(80)放射光 X線を用いた模擬ガラス固化試料の応力評価 
*冨永 亜希1、菖蒲 敬久1、佐藤 誠一2、畠山 清司3、永井 崇之1 （1. JAEA、2. 検査開発、3. E&Eテクノサービス） 

 
 

2020年9月18日(金)
 

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

核分離変換 
座長：加藤 潤 (JAEA) 9月18日(金) 10:00～11:45 

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 
(27)優れた全体システムのための顆粒体か焼温度の選定 
*鈴木 晶大1、遠藤 洋一1、深澤 哲生1、室屋 裕佐2、松村 達郎3、稲垣 八穂広4、有馬 立身4 （1. NFD、2. 阪大、3.

JAEA、4. 九大） 

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 
(28)顆粒体製造用連続式ロータリーキルンの運転条件の最適化 
*遠藤 洋一1、鈴木 晶大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 
(29)HLW顆粒体の長期貯蔵時の化学安定性評価 
*室屋 裕佐1、稲垣 八穂広2、有馬 立身2、鈴木 晶大3 （1. 阪大、2. 九大、3. 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 
(30)顆粒体再溶解液からの Am, Cm, Npの溶媒抽出挙動 
*松村 達郎1、石井 翔1、鈴木 晶大2 （1. JAEA、2. 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 
(31)高含有ガラス固化体採用時の処分場面積の低減効果 
*遠藤 慶太1、渡邉 大輔1、深澤 哲生2、鈴木 晶大2 （1. 日立 GE、2. 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 
(32)高速炉/ADSサイクルへの適用による ADS燃料の発熱量低減 
*深澤 哲生1、鈴木 晶大1、遠藤 洋一1、遠藤 慶太2、渡邉 大輔2 （1. NFD、2. 日立 GE） 

 
 
 

企画セッション | 招待講演 | 内閣府

グランドチャレンジ 
日本の原子力の大挑戦、原子力政策と課題 
座長：中島　健 (会長) 9月18日(金) 13:00～14:00 

B会場
 

グランドチャレンジ 
日本の原子力の大挑戦、原子力政策と課題 
*岡 芳明1 （1. 原子力委員会） 
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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

吸着・分離1 
座長：鈴木 晶大 (NFD) 9月18日(金) 14:45～15:55 

B会場
 

In-situ XRD， XAFSによる亜臨界水環境下での高速カチオン交換による汚染土壌からの Cs脱離メカニズ
ムに関する研究 
*福田 達弥1、高橋 亮1、原 卓飛1、尾原 幸治2、加藤 和男2、松村 大樹3、中瀬 正彦1、竹下 健二1 （1. 東工大、2.

JASRI、3. JAEA） 

アルゴンプラズマを用いたセシウム化合物の分離研究 Ⅱ 
*西村 豊1、青木 祐太郎1、 Glenn Harvel2、三島 史人1、野村 直希1、西嶋 茂宏1、砂川 武義1 （1. 福井工大、2. オン

タリオ工科大） 

ストロンチウム吸着用結晶性シリコチタネート（ CST）の合成と評価 
*平野 茂1、徳永 敬助2、吉田 智1、清水 要樹1、大庭 悠輝1 （1. 東ソー、2. 東ソー・ゼオラム） 

繰り返し化学処理による粘土鉱物からのセシウム脱離評価 
*金田 結依1,2、横山 啓一2、矢板 毅1,2 （1. 神戸大、2. JAEA） 

 
 
 

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

吸着・分離2 
座長：深澤 哲生 (NFD) 9月18日(金) 15:55～16:50 

B会場
 

高空隙顆粒造粒技術の放射性核種吸着剤への応用 
*牛尾 典明1、割田 浩章1、野中 伸洋1、中西 邦之1、柳川 聖貴1、林 利夫1 （1. 花王） 

沈殿法と蒸留法を用いた核燃料物質を含むアルカリ塩化物の除染プロセス 
*伊部 淳哉1、麻生 めぐみ1、渡部 雅之2、渡部 創2、高畠 容子2、松浦 治明1 （1. 東京都市大、2. JAEA） 

二チタン酸水素カリウム水和物からなるストロンチウムイオン吸着材の吸着特性 
*田中 尚文1、石岡 英憲1、安藤 綾香1、吉見 智子1 （1. チタン工業） 

 
 

2020年9月16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

シビアアクシデント 
座長：渡邉 英雄 (九大) 9月16日(水) 14:45～15:55 

C会場
 

High-temperature gas-solid interaction of calcium silicate insulation with cesium hydroxide 
*Muhammad Rizaal1, Kunihisa Nakajima1, Masahiko Osaka1, Takumi Saito2, Koji Okamoto2 （1. JAEA, 2. Univ.

of Tokyo） 

微視的分析手法によるステンレス鋼への Cs化学吸着挙動評価 
*鈴木 恵理子1,2、中島 邦久1、三輪 周平1、逢坂 正彦1、橋本 直幸2、礒部 繁人2 （1. JAEA、2. 北大） 

エネルギー分析型中性子イメージング装置(RADEN)を用いたホウ素の三次元可視化技術の開発 
*阿部 雄太1、土川 雄介1、甲斐 哲也1、松本 吉弘2、 Joseph D Parker2、篠原 武尚1、大石 佑治3、加美山 隆4、永江

勇二1、佐藤 一憲1 （1. JAEA、2. CROSS、3. 阪大、4. 北大） 

FFRD事象における放出ペレット堆積部を模擬した堆積部冷却性確認用炉外試験装置の開発 
*小方 宏一1、篠原 靖周1、清水 勇希1、大和 正明2 （1. NDC、2. MHI） 
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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

腐食 
座長：實川 資朗 (福島高専) 9月16日(水) 15:55～17:15 

C会場
 

高温水中におけるステライト材の亀裂進展に及ぼす温度の影響 
*笹岡 孝裕1、寺地 巧1、山田 卓陽1、有岡 孝司1 （1. INSS） 

照射ステンレス鋼の粒界酸化挙動に及ぼす応力と溶存水素の影響 
*福村 卓也1、三浦 照光1、藤井 克彦1、福谷 耕司1、橘内 裕寿2 （1. INSS、2. NFD） 

PWR構成材料の SCC機構研究 
皮膜厚さに及ぼす Fe-Cr-Ni組成の影響 
*寺地 巧1、山田 卓陽1、有岡 孝司1 （1. INSS） 

中性子照射を受ける BWR炉内構造物の材料特性変化と破壊モードに関する検討 
*林 貴広1、田中 重彰1、小川 琢矢1、板谷 雅雄1、齋藤 利之1 （1. 東芝 ESS） 

金属不純物溶存環境下での SiCセラミックスの水熱腐食挙動 
*中根 達矢1、多原 竜輝1、 Anna Gubarevich1、吉田 克己1 （1. 東工大） 

 
 

2020年9月17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

照射効果1 
座長：西田 憲二 (電中研) 9月17日(木) 10:00～12:00 

C会場
 

様々な放射線環境下における最新の非熱的再結合補正モデルを考慮した材料の DPA計算 
*岩元 洋介1、明午 伸一郎1、橋本 慎太郎1 （1. JAEA） 

Ion irradiation-induced changes in the properties of rock-forming minerals of concrete
aggregates at high fluences 
*Nhut Vu Luu1,5, Kenta Murakami1, Hamza Samouh2, Ippei Maruyama2, Sho Kano3, Kiyoteru Suzuki4 （1.

Nagaoka Univ. of Tech., 2. Nagoya Univ., 3. Univ. of Tokyo, 4. MRI, 5. Vietnam Atomic Energy Inst.） 

高速重イオン・電子の複合的照射下における蛍石構造酸化物の微細組織変化 
*塘中 宏樹1、丸尾 彩夏1、安田 和弘1、松村 晶1、石川 法人2、 Jean-Marc Costantini3 （1. 九大、2. JAEA、3. フ

ランス原子力庁） 

In-situ cathodoluminescence study of Gd2O3 doped CeO2 in HVEM 
*Pooreun SEO1, A.K.M. Saiful Islam BHUIAN2, Jean-Marc COSTANTINI3, Syo MATSUMURA1, Kazuhiro YASUDA1

（1. Kyushu Univ., 2. BAEC, 3. CEA） 

Effects of solute elements in iron-based alloys for hardness change along helium irradiation and
post-irradiation annealing 
*PHONGSAKORN PRAK TOM1,2, KENTA MURAKAMI1, VU NHUT LUU1, LIANG CHEN1 （1. Nagaoka Univ. of

Tech., 2. Malaysian Nuclear Agency） 

FeCrAl合金中の転位ループ形成挙動に及ぼす溶質原子の影響 
*橋本 直幸1、唐 一翔2、豊田 晃大3 （1. 北大、2. 北大、3. JAEA） 

その場 WB-STEM計測による中性子照射誘起転位ループの熱的安定性の評価 
*吉田 健太1、杜 玉峰1、嶋田 雄介1、鈴土 知明2、荒河 一渡3、外山 健1、井上 耕治1、大貫 聡明4、永井 康介1 （1. 東

北大、2. 原研、3. 島根大、4. 北京科技大） 
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全体会議

「学生連絡会」第37回全体会議 
9月17日(木) 12:10～12:50 

C会場
 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 材料部会

今後10年に向けた国内照射施設を活用した原子力施設の技術高度化のための研究と開発方向
性 
座長：児玉 光弘 (NFD) 9月17日(木) 13:00～14:30 

C会場
 

高中性子束照射場「常陽」における材料照射の将来展開 
*前田 茂貴1 （1. JAEA） 

国内照射施設の現状と今後の展望 
*柴山 環樹1 （1. 北大） 

国内廃炉プラント材料を活用した照射材研究（シャルピー衝撃試験） 
*熊野 秀樹1 （1. 中部電力） 

総合討論 
 
 
 

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2 
座長：村上 健太 (長岡技科大) 9月17日(木) 14:45～16:30 

C会場
 

Nature of defect clusters produced in ferritic model alloy at elevated temperatures 
*Liang Chen1, Kenta Murakami1, Dongyue Chen2, Huilong Yang2, Hiroaki Abe2, Zhengcao Li3, Naoto Sekimura2

（1. Nagaoka Univ. of Tech., 2. Univ. of Tokyo, 3. Tsinghua Univ.） 

照射により圧力容器鋼モデル合金に形成される溶質原子クラスターの評価 
*田中 健登1、渡邉 英雄1、入江 拓也1、合屋 佑介1 （1. 九大） 

講演取消 
中性子照射ステンレス鋼中の溶質原子クラスタの硬化係数の検討 
*藤井 克彦1、福谷 耕司1 （1. INSS） 

超微小引張試験による実機ステンレス鋼溶接金属の引張特性評価 
*三浦 照光1、福村 卓也1、藤井 克彦1、福谷 耕司1、瀬戸 仁史2 （1. INSS、2. NFD） 

イオン照射したステンレス鋼モデル合金の機械的性質と微細構造変化に対する Si添加の影響 
*馬渕 貴魁彰1、土井 武志2、福元 謙一1、藤井 克彦3 （1. 福井大、2. 関西電力、3. 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

人材育成 
座長：大矢 恭久 (静岡大) 9月17日(木) 16:30～18:00 

C会場
 

実機プラント材料分析による原子炉容器照射脆化評価技術実習 
(1)資源エネルギー庁プロジェクトの概要 
*山田 卓陽1、藤井 克彦1、西田 憲二2、橋本 貴司3、渡邉 英雄4、福元 謙一5、村上 健太6 （1. INSS、2. 電中研、3.

JAEA、4. 九大、5. 福井大、6. 長岡技科大） 
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実機プラント材料分析による原子炉容器照射脆化評価技術実習 
(2)アトムプローブ分析実習 
*西田 憲二1、藤井 克彦2、小島 敦子2、橋本 貴司3、村上 健太4 （1. 電中研、2. INSS、3. JAEA、4. 長岡技科大） 

実機プラント材料分析による原子炉容器照射脆化評価技術実習 
(3)溶質原子クラスタ探索や評価の論理 
*村上 健太1、陳 東鉞2、西田 憲二3 （1. 長岡技科大、2. 東大、3. 電中研） 

実機プラント材料分析による原子炉容器照射脆化評価技術実習 
(4)透過電子顕微鏡観察実習 
*渡邉 英雄1、福元 謙一2、小林 知裕3、三浦 照光4、山田 卓陽4 （1. 九大、2. 福井大、3. 電中研、4. INSS） 

実機プラント材料分析による原子炉容器照射脆化評価技術実習 
(5)破壊靭性試験実習 
*山本 真人1、三浦 靖史1 （1. 電中研） 

 
 

2020年9月18日(金)
 

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汚染コンクリート1 
座長：松村 達郎 (JAEA) 9月18日(金) 14:45～15:55 

C会場
 

コンクリートに対する Csの浸透挙動の研究 
‐ Cs浸透シミュレーション手法構築のための規格化コンクリートにおける収着・拡散挙動の検討‐ 
*米山 海1、佐藤 勇1、松浦 治明1、腰越 広輝1、宮原 直哉1、栗原 哲彦1、鈴木 恵理子2、逢坂 正彦2 （1. 東京都市

大、2. JAEA） 

放射性物質によるコンクリート汚染の機構解明と汚染分布推定に関する研究 
(5)研究の全体計画 
丸山 一平1,2、山田 一夫3、*井田 雅也4、芳賀 和子4、五十嵐 豪2、駒 義和5 （1. 名大、2. 東大、3. 国環研、4. 太平洋

コンサルタント、5. JAEA） 

放射性物質によるコンクリート汚染の機構解明と汚染分布推定に関する研究 
(6)コンクリートの特徴が Cs、 Sr浸透に及ぼす影響に関する実験的検討 
*富田 さゆり1、井田 雅也1、芳賀 和子1、山田 一夫2、五十嵐 豪3、丸山 一平3,4 （1. 太平洋コンサルタント、2. 国環

研、3. 東大、4. 名大） 

放射性物質によるコンクリート汚染の機構解明と汚染分布推定に関する研究 
(7)コンクリートの特徴が実濃度範囲での Cs/Sr浸透に及ぼす影響 
*山田 一夫1、 Kiran Rohith2、丸山 一平2、五十嵐 豪3、富田 さゆり4 （1. 国環研、2. 名大、3. 東大、4. 太平洋コン

サルタント） 
 
 
 

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汚染コンクリート2 
座長：宇留賀 和義 (電中研) 9月18日(金) 15:55～17:05 

C会場
 

放射性物質によるコンクリート汚染の機構解明と汚染分布推定に関する研究 
(8)コンクリート中の液水移動に関する検討 
*丸山 一平1、 Kiran Rohith1、五十嵐 豪2、富田 さゆり3、芳賀 和子3、山田 一夫4 （1. 名大、2. 東大、3. 太平洋コ

ンサルタント、4. 国環研） 

放射性物質によるコンクリート汚染の機構解明と汚染分布推定に関する研究 
(9)セメント硬化体へのα核種の浸透に関する検討 
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*粟飯原 はるか1、柴田 淳広1、駒 義和1、富田 さゆり2、山田 一夫3、丸山 一平4 （1. JAEA、2. 太平洋コンサルタン

ト、3. 国環研、4. 名大） 

放射性物質によるコンクリート汚染の機構解明と汚染分布推定に関する研究 
(10)建屋地下コンクリートへの Cs、 Srの浸透挙動のモデル化 
*芳賀 和子1、富田 さゆり1、小林 佑太朗1、細川 佳史2、山田 一夫3、粟飯原 はるか4、五十嵐 豪5、丸山 一平6 （1.

太平洋コンサルタント、2. 太平洋セメント、3. 国環研、4. JAEA、5. 東大、6. 名大） 

放射性物質によるコンクリート汚染の機構解明と汚染分布推定に関する研究 
(11)全体まとめ(総説，今後の展望) 
*五十嵐 豪1、芳賀 和子2、山田 一夫3、駒 義和4、丸山 一平5 （1. 東大、2. 太平洋コンサルタント、3. 国環研、4.

JAEA、5. 名大） 
 
 

2020年9月16日(水)
 

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

L3廃棄物処分 
座長：武田 匡樹 (JAEA) 9月16日(水) 10:00～10:35 

D会場
 

L3トレンチ処分場への遮水シートの適用性について 
(1)遮水シートに求められる耐久性 
*高尾 肇1、斉藤 太一1、小林 航1、大庭 勇輝1 （1. 日揮） 

L3廃棄物収納容器内への加振砂充填時の確認条件 
*山崎 一敏1、高尾 肇1、斉藤 太一1、山田 淳夫2 （1. 日揮、2. 安藤・間） 

 
 
 

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

核種移行場 
座長：高尾 肇 (日揮) 9月16日(水) 10:35～11:45 

D会場
 

シーリングシステムの長期劣化が安全機能に与える影響評価 
(1)FEPの整理 
*杉田 裕1、武田 匡樹1、大野 宏和1、若杉 圭一郎2、高瀬 博康3、三津山 和朗3 （1. JAEA、2. 東海大、3. QJサイエン

ス） 

シーリングシステムの長期劣化が安全機能に与える影響評価 
(2)シナリオ設定 
*三津山 和朗1、武田 匡樹2、杉田 裕2、大野 宏和2、若杉 圭一郎3、高瀬 博康1、高橋 博一1、橋本 朋子1 （1. QJサイ

エンス、2. JAEA、3. 東海大） 

シーリングシステムの長期劣化が安全機能に与える影響評価 
(3)物質移行解析 
*高橋 博一1、武田 匡樹2、杉田 裕2、大野 宏和2、若杉 圭一郎3、高瀬 博康1、三津山 和朗1、橋本 朋子1 （1. QJサイ

エンス、2. JAEA、3. 東海大） 

将来の海水準変動の不確かさを考慮した長期的な地形変化評価 
*高井 静霞1、島田 太郎1、打越 絵美子2、武田 聖司1 （1. JAEA、2. ナイス） 
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企画セッション | 委員会セッション | 標準委員会

リスク情報活用のための標準に求められるもの 
新検査制度への適用 
座長：関村 直人 (東大) 9月16日(水) 13:00～14:30 

D会場
 

新検査制度におけるリスク情報活用 
*関村 直人1 （1. 東大） 

新検査制度の遂行に必要な PRA標準の品質とその実現 
*高田 孝1 （1. JAEA） 

新検査制度におけるリスク情報活用のあるべき姿 
*村上 健太1 （1. 長岡技科大） 

総合討論 
講演者全員  

 
 
 

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

ベントナイト1 
座長：杉田 裕 (JAEA) 9月16日(水) 14:45～15:55 

D会場
 

ベントナイト－セメント界面で生成する二次鉱物の設定に係る検討 
(1)二次鉱物設定についての考え方の整理 
*笹川 剛1、木嶋 達也1、澤口 拓磨1、飯田 芳久1 （1. JAEA） 

ベントナイト－セメント界面で生成する二次鉱物の設定に係る検討 
(2)ベントナイト透水性に対する二次鉱物設定の感度解析 
*木嶋 達也1、笹川 剛1、澤口 拓磨1、飯田 芳久1 （1. JAEA） 

砂混じりベントナイトペレットの埋戻し材への適用 
*中島 均1、竹内 伸光1、矢萩 良⼆1、齋藤 亮1、沖原 光信1、戸栗 智仁1 （1. 清水建設） 

砕石とベントナイトペレットを混合した埋戻し材の透水試験 
*沖原 光信1、中島 均1、矢萩 良二1、齋藤 亮1、戸栗 智仁1 （1. 清水建設） 

 
 
 

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

ベントナイト2 
座長：沖原 光信 (清水建設) 9月16日(水) 15:55～17:05 

D会場
 

特性が異なる天然ベントナイト試料中の放射性核種の拡散挙動 
*佐藤 央都1、植松 慎一郎2、渡邊 直子2、小崎 完2、長岡 亨3、後藤 考裕4 （1. 北大、2. 北大、3. 電中研、4.

NUMO） 

粘土系材料が有する EDZのシーリング機能の検証 
(1)材料選定に資する基礎物性の取得 
*木村 駿1、武田 匡樹1、壇 英恵2、本島 貴之2 （1. JAEA、2. 大成建設） 

粘土系材料が有する EDZのシーリング機能の検証 
(2)原位置試験による透水性評価 
*武田 匡樹1、木村 駿1、本島 貴之2、壇 英恵2 （1. JAEA、2. 大成建設） 

粘土系材料が有する EDZのシーリング機能の検証 
(3)浸透流解析による透水性評価 
*壇 英恵1、本島 貴之1、木村 駿2、武田 匡樹2 （1. 大成建設、2. JAEA） 



[2D01-02]

[2D01]

[2D02]

[2D03-06]

[2D03]

[2D04]

[2D05]

[2D06]

[2D_PL]

[2D_PL01]

[2D_PL02]

[2D_PL03]

[2D_PL04]

- 16 -

 
 

2020年9月17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

分析法 
座長：佐藤 努 (北大) 9月17日(木) 10:00～10:35 

D会場
 

Characterization and solubility of mixed lanthanide oxides, (L1,L2)2O3 
(L1, L2 = La, Nd, Eu, Tm) 
*Md Moniruzzaman1, Taishi Kobayashi1, Takayuki Sasaki1 （1. Kyoto Univ.） 

U(VI)の高感度分析に向けた極低温 TRLFSの開発 
*斉藤 拓巳1、青柳 登2、 Huiyang Mei1 （1. 東大、2. JAEA） 

 
 
 

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

廃棄物 
座長：斉藤 拓巳 (東大) 9月17日(木) 10:35～11:45 

D会場
 

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 
(17)処分場面積削減に対するバックエンドプロセスの時間因子と廃棄体定置方式の組合せに関する研究 
*岡村 知拓1、三成 映理子1、中瀬 正彦1、桜木 智史2、朝野 英一1,2、竹下 健二1 （1. 東工大、2. 原環セ） 

アルカリ活性固化材料による廃吸着材中の Csおよび Srの浸出抑制メカニズム 
*佐藤 努1、 Soonthornwiphat Natatsawas2、 Chaerun Rislam2、小林 佑太朗2、黒田 知眞2、戸田 賀奈子2、大竹

翼1、 Elakneswaran Yogarajah1、 John Provis3 （1. 北大、2. 北大、3. シェフィールド大） 

イソサッカリン酸共存下におけるパラジウムの溶解度 
*宮部 俊輔1、前野 真実子1、松原 一仁1、冨安 かおる1、大神 智有1、北村 暁2、紀室 辰伍2 （1. 九電産業、2.

JAEA） 

コンクリート材料中の放射性 Csの移動及び遮蔽に関する数値シミュレーション 
*野間 千里1、佐藤 治夫1 （1. 岡山大） 

 
 
 

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」現地状況及び活動報告 
座長：宮野 廣 (法政大) 9月17日(木) 13:00～14:30 

D会場
 

福島第一原子力発電所廃炉作業の現状 
*石川 真澄1 （1. 東電 HD） 

福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略 
*中村 紀吉1 （1. NDF） 

IRIDの研究開発概況 
*奥住 直明1 （1. IRID） 

学会廃炉委における廃棄物の取り組みと今後について 
*新堀 雄一1 （1. 東北大） 
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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

事故炉の廃止措置技術1 
座長：島田 太郎 (JAEA) 9月17日(木) 14:45～16:30 

D会場
 

福島第一原子力発電所におけるコンクリート廃棄物量の推定 
*竹中 瑠奈1、渡辺 直子1、川崎 大介2、植松 慎一郎1、小崎 完1 （1. 北大、2. 福井大） 

耐放射線性を考慮した遠隔型微小振動計及び能動素子の初期的検討 
*實川 資朗1 （1. 福島高専） 

燃料デブリ分析のための超微量分析技術の開発 
(1)実施概要と連携ラボ 
*関尾 佳弘1、岩本 康弘1、濱田 真歩1、前田 宏治1、樋口 徹3、鈴木 達也2、出光 一哉4、小無 健司5、永井 康介5 （1.

JAEA、2. 長岡技科大、3. NFD、4. 九大、5. 東北大） 

燃料デブリ分析のための超微量分析技術の開発 
(2)デブリ溶解と分離・分析 
*鈴木 達也1、麻 卓然1、 Hanum Ikhwan Fauzia1、本間 佳哉2、阿部 千景2、小無 健司2 （1. 長岡技科大、2. 東北

大） 

燃料デブリ分析のための超微量分析技術の開発 
(3)模擬燃料デブリの作製 
*大内 敦1、樋口 徹1、三浦 裕典1、小無 健司2 （1. NFD、2. 東北大） 

燃料デブリ分析のための超微量分析技術の開発 
(4)廃棄物処分における燃料デブリの安定性研究(計画) 
*出光 一哉1、稲垣 八穂広1、有馬 立身1、吉田 圭祐1 （1. 九大） 

 
 
 

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

事故炉の廃止措置技術2 
座長：鈴木 達也 (長岡技科大) 9月17日(木) 16:30～18:00 

D会場
 

福島第一原子力発電所　燃料デブリの搬送装置に関する研究開発状況 
*杉浦 鉄宰1,2、寺井 藤雄1,2、栗原 賢二1,2、湯口 康弘1,2 （1. IRID、2. 東芝 ESS） 

燃料デブリ取り出しにおけるダスト評価手法の開発 
(1)全体計画とダスト評価試験体系の検討 
*湯口 康弘1,2、下田 千晶1,2、鈴木 淳1,2、栗原 賢二1,2 （1. IRID、2. 東芝 ESS） 

燃料デブリ取り出しにおけるダスト評価手法の開発 
(2)ディスクソーにより発生するダスト評価試験 
*下田 千晶1,2、湯口 康弘1,2、鈴木 淳1,2、栗原 賢二1,2 （1. IRID、2. 東芝 ESS） 

レーザー加工により発生する微粒子の解析と核種同定手法の開発（3） 
(1)レーザー照射により発生する微粒子の飛散挙動の評価 
*山田 知典1、大道 博行2、伊藤 主税1、宮部 昌文1、柴田 卓弥1、長谷川 秀一3 （1. JAEA、2. レーザー総研、3. 東

大） 

レーザー加工により発生する微粒子の解析と核種同定手法の開発（3） 
(2)レーザー照射金属、セラミックス、コンクリートにおける微粒子発生の考察 
*大道 博行1、山田 知典2、伊藤 主税2、宮部 昌文2、柴田 卓弥2、古河 裕之1、長谷川 秀一3 （1. レーザー総研、2.

JAEA、3. 東大） 
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2020年9月18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

事故炉の廃止措置技術3 
座長：川崎 大介 (福井大) 9月18日(金) 10:00～11:45 

D会場
 

廃止措置における配管減肉の予測とモニタリングに基づく配管システムのリスク管理 
(7)炭素鋼の流動下腐食に及ぼす固相粒子の影響に関する実験的評価 
*阿部 博志1、中河 良太1、渡邉 豊1 （1. 東北大） 

廃止措置における配管減肉の予測とモニタリングに基づく配管システムのリスク管理 
(8)可視化実験によるエルボ内固液混相流への固体密度の影響評価 
*江原 真司1 （1. 東北大） 

廃止措置における配管減肉の予測とモニタリングに基づく配管システムのリスク管理 
(9)固液混相流条件下の腐食に及ぼす固体粒子の影響評価 
*渡辺 瞬1、森田 良1 （1. 電中研） 

廃止措置における配管減肉の予測とモニタリングに基づく配管システムのリスク管理 
(10)電磁超音波共鳴法による配管減肉のモニタリング 
*内一 哲哉1、 Gildas Diguet1、高木 敏行1、橋本 光男1、浦山 良一1 （1. 東北大） 

廃止措置における配管減肉の予測とモニタリングに基づく配管システムのリスク管理 
(11)周期的な傷をもつ粗面での反射による広帯域超音波への影響 
*中本 裕之1、 Philippe Guy2、高木 敏行3,4、内一 哲哉3,4 （1. 神戸大、2. INSA de Lyon、3. 東北大、4. ELyTMaX

UMI 3757） 

廃止措置における配管減肉の予測とモニタリングに基づく配管システムのリスク管理 
(12)多点配管内面モニタリングによるベイズ法を用いた減肉進行評価 
*岩崎 篤1、高橋 弦太1 （1. 群馬大） 

 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 倫理委員会

倫理規程と倫理的行動について再考する 
金品授受問題、品質不正問題等を踏まえた倫理規程改定案 
座長：大場 恭子 (JAEA) 9月18日(金) 13:00～14:30 

D会場
 

金品授受問題を踏まえた倫理委員会の見解 
*菅原 慎悦1 （1. 関西大） 

倫理規程改定案について 
*神谷 昌伸1 （1. 原電） 

 
 
 

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

汚染分布評価 
座長：出光 一哉 (九大) 9月18日(金) 14:45～16:00 

D会場
 

文献データを用いたコンクリート中の C-14汚染浸透予測 
*木下 哲一1、小迫 和明1、中島 均1、鳥居 和敬1、佐々木 勇気1、木村 博1 （1. 清水建設） 

廃止措置終了確認のための被ばく線量評価方法の開発 
(1)事前サーベイと代表点測定を組み合わせた放射能分布評価方法の開発 
*島田 太郎1、鍋倉 修英2、三輪 一爾1、武田 聖司1 （1. JAEA、2. V.I.C.） 
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廃止措置終了確認のための被ばく線量評価方法の開発 
(2)135Cs/137Cs同位体比を用いた放射性 Csの起源特定 
*島田 亜佐子1、塚原 剛彦2、野村 雅夫2、 Min Soek Kim2、島田 太郎1、武田 聖司1、山口 徹治1 （1. JAEA、2. 東工

大） 

廃止措置終了確認のための被ばく線量評価方法の開発 
(3)表層土壌汚染分布の変化を考慮した被ばく評価方法の開発 
*三輪 一爾1、行川 正和2、島田 太郎1、武田 聖司1 （1. JAEA、2. ナイス） 

 
 
 

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) 9月18日(金) 16:00～17:15 

D会場
 

小口径配管のブラスト除染装置のメカニズムに関する基礎研究（その2） 
*山本 創太1、高橋 秀治1、谷口 隼人2、川島 彰彦2、高橋 浩3、木倉 宏成1 （1. 東工大、2. 新東工業、3. 富士古河

E&C） 

原子力発電所の廃止措置における廃棄物管理シナリオの検討 
中間貯蔵が低レベル放射性廃棄物の物量に及ぼす影響 
*小松 啓祐1、川崎 大介1、柳原 敏1 （1. 福井大） 

原子力施設（発電炉以外）の運転開始前に適用可能な簡易な解体費用見積り手法の開発 
*高橋 信雄1、阪場 亮祐2、目黒 義弘1 （1. JAEA、2. 検査開発） 

JENDL/AD-2017の SCALE6.2の ORIGEN用多群ライブラリ作成 
*今野 力1、河内山 真美1 （1. JAEA） 

 
 

2020年9月16日(水)
 

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

事故耐性燃料 
座長：垣内 一雄 (JAEA) 9月16日(水) 10:00～12:00 

E会場
 

R&D for introducing silicon carbide materials to safety improvement of BWR's core 
(7)Oxidation kinetics of SiC at 1400-1600oC under different steam flow rate 
*Hai V. Pham1, Yuji Nagae1, Masaki Kurata1, Ryou Ishibashi2 （1. JAEA, 2. HGNE） 

BWR 炉心安全性向上のための SiC 材料適用に向けた研究開発 
 (6)耐食被覆を施した SiCの高温水腐食および高温水蒸気酸化挙動 
*石橋 良1、池側 智彦1、柴田 昌利1、佐々木 政名1、近藤 貴夫1 （1. 日立 GE） 

早期実用化に向けた PWR向け事故耐性燃料被覆管（コーティング被覆管）の開発 (1)開発コンセプトと基
礎的性能確認結果 
*村上 望1、尾上 昌晃1、田中 健太郎1、渡部 清一2、佐藤 大樹2、岡田 裕史2 （1. MHI、2. 三菱原子燃料） 

改良ステンレス鋼燃料被覆管の BWR装荷に向けた研究開発(5) 
(1)トリチウム透過に対する酸化膜の障壁効果 
*坂本 寛1、橋爪 健一2、山下 真一郎3 （1. NFD、2. 九大、3. JAEA） 

改良ステンレス鋼燃料被覆管の BWR装荷に向けた研究開発(5) 
(2)10×10燃料設計の成立性 
*澤田 明彦1、草ヶ谷 和幸1、坂本 寛2 （1. GNF-J、2. NFD） 

改良ステンレス鋼燃料被覆管の BWR装荷に向けた研究開発(5) 
(3)中性子照射による微細組織変化 
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*大野 直子1、橋本 直幸1、外山 健2、鵜飼 重治1、坂本 寛3、山下 真一郎4 （1. 北大、2. 東北大、3. NFD、4. JAEA） 

改良ステンレス鋼燃料被覆管の BWR装荷に向けた研究開発(5) 
(4)酸化挙動の詳細評価 
*根本 義之1、藤村 由希1、坂本 寛2、山下 真一郎1 （1. JAEA、2. NFD） 

 
 
 

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12回フェローの集い 
座長：松井 一秋 (フェロー企画運営小委委員長) 9月16日(水) 13:00～14:30 

E会場
 

日本の原発はどこへ行く 
*田中 俊一1 （1. 元規制委） 

 
 
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 501-1 基礎物性

核分裂生成物の有効利用 
座長：日比 宏基 (MFBR) 9月16日(水) 14:45～15:25 

E会場
 

核燃料サイクル健全性のための核分裂生成物の有効利用と燃料デブリ取扱いに関する研究 
(1)東京都市大学重点推進研究についての全体概要とその後の展望 
*佐藤 勇1、鈴木 徹1、松浦 治明1、山路 哲史2 （1. 東京都市大、2. 早稲田大） 

核燃料サイクル健全性のための核分裂生成物の有効利用と燃料デブリ取扱いに関する研究 
(2)照射済燃料中における白色金属析出物の模擬体作製及び今後の展望 
*新田 旭1、服部 亮平1、佐藤 勇1、松浦 治明1 （1. 東京都市大） 
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燃料デブリの分析・廃炉技術 
座長：有馬 立身 (九大) 9月16日(水) 15:25～17:05 

E会場
 

福島第一原子力発電所の燃料デブリ分析・廃炉技術に関わる研究・人材育成 
(21)公募研究の全体概要と燃料デブリ分析研究の成果 
*宇埜 正美1、大石 佑治2、桑水流 理1、勝山 幸三3、有田 裕二1、有馬 立身4 （1. 福井大、2. 阪大、3. JAEA、4. 九

大） 

福島第一原子力発電所の燃料デブリ分析・廃炉技術に関わる研究・人材育成 
(22)共晶反応により作成した UO2-B2O3/ZrO2-Al2O3/ZrB2の物性 
*吉田 辰太朗1、鬼塚 貴志1、宇埜 正美1 （1. 福井大） 

福島第一原子力発電所の燃料デブリ分析・廃炉技術に関わる研究・人材育成 
(23)共晶反応により作成した模擬溶融凝固体の機械的特性 
*鬼塚 貴志1、吉田 辰太朗1、宇埜 正美1 （1. 福井大） 

福島第一原子力発電所の燃料デブリ分析・廃炉技術に関わる研究・人材育成 
(24)損傷力学有限要素解析による溶融凝固体の圧縮強度評価 
*桑水流 理1、野坂 耀平1、寺西 正輝2 （1. 福井大、2. 新潟大） 

福島第一原子力発電所の燃料デブリ分析・廃炉技術に関わる研究・人材育成 
(25)X線 CTによる模擬燃料デブリの空隙率評価 
*蔡 典修1、石見 明洋1、勝山 幸三1、宇埜 正美2 （1. JAEA、2. 福井大） 

福島第一原子力発電所の燃料デブリ分析・廃炉技術に関わる研究・人材育成 
(26)CsFeSiO4の挙動評価 
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*赤間 健1、井上 大志1、有田 裕二1 （1. 福井大） 
 
 

2020年9月17日(木)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 501-1 基礎物性

燃料物性評価 
座長：佐藤 勇 (東京都市大) 9月17日(木) 10:00～12:00 

E会場
 

蛍石型化合物の比熱測定 
*廣岡 瞬1、松本 卓1、加藤 正人1、土持 亮太1、小笠原 誠洋2 （1. JAEA、2. 検査開発） 

模擬燃料物質 CaF2の機械学習分子動力学 
*中村 博樹1、町田 昌彦1、加藤 正人1 （1. JAEA） 

PuO2と CeO2の欠陥平衡、電気伝導率及び酸素拡散係数の評価 
*加藤 正人1、中村 博樹1、渡部 雅1、町田 昌彦1 （1. JAEA） 

高温領域における UO2の比熱及び熱拡散率 
*松本 卓1、廣岡 瞬1、赤司 雅俊1、加藤 正人1、小笠原 誠洋2 （1. JAEA、2. 検査開発） 

高速パルス通電加熱による溶融酸化物燃料の物性測定手法の開発－３ 
*新納 圭亮1、有田 裕二1、小無 健司2、渡辺 博道3、森本 恭一4、渡部 雅4 （1. 福井大、2. 東北大、3. 産総研、4.

JAEA） 

溶融ジルコニアの凝固時体積変化率評価 
*合田 尚友1、牟田 浩明1、大石 佑治1 （1. 阪大） 

Study on crystal structure of U1-yLnyO2-x(Ln=Gd, Er) solid solution 
*MAO VAN PHAM1, Tatsumi Arima1, Yaohiro Inagaki1, Kazuya Idemitsu1, Daisuke Akiyama2, Takayuki Nagai3,

Yoshihiro Okamoto3 （1. Kyushu Univ., 2. Tohoku Univ., 3. JAEA） 
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窒化物燃料 
座長：伊藤 邦博 (NDC) 9月17日(木) 14:45～16:25 

E会場
 

安全性・経済性向上を目指した MA核変換用窒化物燃料サイクルに関する研究開発 
(14)Heを蓄積させた Cm含有窒化物ペレットの焼鈍による寸法変化挙動 
*高野 公秀1、髙木 聖也1 （1. JAEA） 

安全性・経済性向上を目指した MA核変換用窒化物燃料サイクルに関する研究開発 
(15)外部ゲル化法による窒化物粒子作製と窒素循環精製システム試作機の性能評価 
*岩佐 龍磨1、高野 公秀1 （1. JAEA） 

安全性・経済性向上を目指した MA核変換用窒化物燃料サイクルに関する研究開発 
(16)気孔形成材を用いた焼結密度制御の TRU窒化物実証試験 
*髙木 聖也1、高野 公秀1、音部 治幹1 （1. JAEA） 

安全性・経済性向上を目指した MA核変換用窒化物燃料サイクルに関する研究開発 
(17)TiNの液相生成温度と窒化物燃料の熱力学的評価 
*有馬 立身1、岩佐 龍磨2、高野 公秀2 （1. 九大、2. JAEA） 

安全性・経済性向上を目指した MA核変換用窒化物燃料サイクルに関する研究開発 
(18)溶融塩中における模擬窒化物燃料粉砕試料の化学溶解試験 
*林 博和1、佐藤 匠1 （1. JAEA） 

安全性・経済性向上を目指した MA核変換用窒化物燃料サイクルに関する研究開発 
(19)還元抽出工程の前処理としての Zr及び Cdの電解回収 
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*村上 毅1、飯塚 政利1、林 博和2 （1. 電中研、2. JAEA） 
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シビアアクシデント・セシウム挙動評価 
座長：宇埜 正美 (福井大) 9月17日(木) 16:25～17:50 

E会場
 

Oxidation and evaporation behaviors of Mo under a severe accident conditions 
*Jiazhan LIU1, Kunihisa NAKAJIMA1, Shuhei MIWA1, Hidetoshi KARASAWA1, Masahiko Osaka1 （1. JAEA） 

炉心燃料物質と黒鉛の化学的反応性に係る検討 (3)二酸化ウランと黒鉛の示差走査熱量分析（その2） 
*内藤 裕之1、山本 雅也1、前田 茂貴1、榑松 繁2、佐藤 勇3、前田 宏治1 （1. JAEA、2. NDC、3. 東京都市大） 

Synthesis and characterization of cesium silicate Cs2Si4O9 

*Thi Mai Dung Do1, I wayan Ngarayana1, Hieu Duy Nguyen1, Kenta Murakami1, Hisayuki Suematsu1, Manabu

Koide3, Kunhisa Nakajima2, Eriko Suzuki2, Masahiko Osaka2 （1. Nagaoka Univ. of Tech., 2. JAEA, 3. NIT

Nagaoka College） 

水酸化セシウムと鉄の酸化物との化学反応挙動 
*井元 純平1、中島 邦久1、逢坂 正彦1 （1. JAEA） 

模擬燃料ペレットからの Cs化合物放出に関する基礎的評価 
*藤原 卓真1、有田 裕二1 （1. 福井大） 

 
 

2020年9月18日(金)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 501-1 基礎物性

燃料製造技術 
座長：坂本 寛 (NFD) 9月18日(金) 10:00～10:50 

E会場
 

乾式回収粉の粒度調整技術開発 
(5)粒度調整粉によるペレット焼結特性への影響評価 
*山本 和也1、瀬川 智臣1、牧野 崇義1、川口 浩一1、磯 秀敏1、石井 克典1 （1. JAEA） 

金属硝酸塩混合水溶液のマイクロ波加熱脱硝特性と複素比誘電率評価 
*瀬川 智臣1、川口 浩一1、石井 克典1、鈴木 政浩1、深澤 智典2、福井 国博2、北澤 敏秀3 （1. JAEA、2. 広島大、3.

立命館大） 

ナノ粒子コーティングの塗布方法の検討と粉末付着防止効果の評価 
*尾見 昂洋1 （1. JAEA） 
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照射挙動解析 
座長：桑水流 理 (福井大) 9月18日(金) 10:50～12:00 

E会場
 

Gd添加燃料の燃焼初期の焼きしまりと出力変化に対応したふるまい解析 
*太田 耕市1、亀山 高範2 （1. 東海大、2. 東海大） 

MOX燃料ペレットの微細組織の非均質性を考慮した核分裂生成ガス放出モデルの検討 
*田崎 雄大1、宇田川 豊1、天谷 政樹1 （1. JAEA） 

ジルカロイ－４被覆管の照射成長に及ぼす水素吸収の影響 
*垣内 一雄1、天谷 政樹1 （1. JAEA） 

Zr水素化物の破面観察 
*實延 秀明1、大石 佑治1、牟田 浩明1 （1. 阪大） 
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全体会議

「海外情報連絡会」第63回全体会議 
9月18日(金) 12:10～12:50 

E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

OECD/NEAにおける1F事故以降の国際研究プロジェクトの現状 
座長：廣瀬 行徳 (東芝 ESS) 9月18日(金) 13:00～14:30 

E会場
 

OECD/NEAにおける1F事故以降の国際研究プロジェクトの現状 
*倉田 正輝1 （1. JAEA） 
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水素化物燃料 
座長：高野 公秀 (JAEA) 9月18日(金) 14:45～16:15 

E会場
 

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（その３） 
(1)概要 
*小無 健司1、樋口 徹2、牟田 浩明3、日比 宏基5、池田 一生4 （1. 東北大、2. NFD、3. 阪大、4. NDC、5. MFBR） 

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（その３） 
(2)照射済み(U, Th, Zr)水素化物の微細組織観察 
*柴田 博紀1、樋口 徹1、瀬戸 仁史1、相田 真1、小無 健司2 （1. NFD、2. 東北大） 

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（その３） 
(3)設計研究による成立性と有効性に関する研究(Ⅲ) 
*日比 宏基1、池田 一生2、伊藤 邦博2、小無 健司3 （1. MFBR、2. NDC、3. 東北大） 

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（その３） 
(4)核変換型小型高速炉を導入した場合のマテリアルバランス(MB)評価 
*向井 悟1、池田 一生1、伊藤 邦博1、日比 宏基2、小無 健司3 （1. NDC、2. MFBR、3. 東北大） 

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（その３） 
(5)小型高速炉を用いたサイクルシステムの有効性と展望 
*伊藤 邦博1、池田 一生1、向井 悟1、日比 宏基2、小無 健司3 （1. NDC、2. MFBR、3. 東北大） 

 
 

2020年9月16日(水)
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低放射性廃棄物処理 
座長：魚住 浩一 (電中研) 9月16日(水) 10:00～11:00 

F会場
 

東海再処理施設における低放射性廃棄物の処理技術開発 
(27)Cs/Sr吸着剤の実機適用に向けた検討 
*片岡 頌治1、高野 雅人1、永山 峰生1、鹿野 祥晴1、鈴木 達也2、宮部 慎介3、佐久間 貴志4、白水 秀知1 （1.

JAEA、2. 長岡技科大、3. 日本化学工業、4. 荏原製作所） 

東海再処理施設における低放射性廃棄物の処理技術開発 
(28)廃液内に存在する夾雑物の影響の検討② 
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*松島 怜達1、高橋 清文1、齋藤 恭央1、菊地 幸弘1、新 大軌2、白水 秀知1 （1. JAEA、2. 島根大） 

東海再処理施設における低放射性廃棄物の処理技術開発 
(29)ガンマ線照射によるセメント固化体の水素生成評価② 
*佐藤 史紀1、片岡 頌治1、松島 怜達1、大竹 克巳2、白水 秀知1 （1. JAEA、2. E&E） 
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再処理工場の重大事故 
座長：佐々木 祐二 (JAEA) 9月16日(水) 11:00～12:00 

F会場
 

再処理工場の重大事故に係る重要現象に関する評価手法の高度化 
(1)統合的なリスク情報活用に向けたリスクモニタ構築プロジェクトの概要 
*小玉 貴司1、衣旗 広志1、玉内 義一1、大柿 一史1 （1. 日本原燃） 

再処理工場の重大事故に係る重要現象に関する評価手法の高度化 
(2)水素爆発に関する現象解析の精緻化計画 
*玉内 義一1、小玉 貴司1、大柿 一史1、林 光一2 （1. 日本原燃、2. 青山学院大） 

再処理工場の重大事故に係る重要現象に関する評価手法の高度化 
(3)FATEモデル整備計画の立案 
*京 久幸1、藤原 大資1、白井 浩嗣1、小玉 貴司2、玉内 義一2、衣旗 広志2 （1. テプシス、2. 日本原燃） 

 
 
 

全体会議

「再処理・リサイクル部会」第39回全体会議 
9月16日(水) 12:10～12:50 

F会場
 
 
 
 

企画セッション | 合同セッション | 合同セッション1（「将来原子力システムのための再処理技術」研究専門委員会、再処理・リサイクル部
会）

将来原子力システムのための再処理技術 
座長：松田 孝志 (原燃) 9月16日(水) 13:00～14:30 

F会場
 

専門委員会の活動趣旨について 
*鈴木 達也1 （1. 長岡技科大） 

再処理のシーズ 
*飯塚 政利1 （1. 電中研） 

再処理のニーズ 
*島田 隆1 （1. MHI） 

パネルセッション 
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蒸発乾固・乾式プロセス 
座長：澤田 佳代 (名大) 9月16日(水) 14:45～16:00 

F会場
 

高レベル濃縮廃液の沸騰乾固事故の研究 
(7)凝縮液への NO2および揮発 Ru吸収速度係数の測定実験 
*衣旗 広志1、小玉 貴司1、鈴木 泰博2、熊谷 幹郎3、鈴木 和則3、林 慎一郎3、松岡 伸吾3 （1. 日本原燃、2. 日揮、3.

UI技研） 
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高レベル濃縮廃液の沸騰乾固事故の研究 
(8)貯槽から放出された揮発性 Ruの移行経路における LPFの検討 
*熊谷 幹郎1、小玉 貴司2、衣旗 広志2、鈴木 和則1、林 慎一郎1、松岡 伸吾1 （1. UI技研、2. 日本原燃） 

Chlorination of Uranium Oxides - containing Substances with Carbon Tetrachloride by
Thermochemical Reaction 
*ZhuoRan Ma1, Yoshiya Homma2, Kenji Konashi2, Tatsuya Suzuki1 （1. Nagaoka Univ. of Tech, 2. Tohoku

Univ.） 

乾式再処理プロセスの改良による塩廃棄物固化体の発生量削減の検討 
*魚住 浩一1、木下 賢介1、飯塚 政利1 （1. 電中研） 

 
 
 

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

湿式再処理関連技術 
座長：佐藤 史紀 (JAEA) 9月16日(水) 16:00～17:15 

F会場
 

燃料集合体解体及び燃料ピンせん断技術の開発 
(16)CBN砥石による解体切断機構の検討 
*西川 秀紹1、竹内 正行2、北垣 徹2、遠矢 優一3、佐藤 勇1 （1. 東京都市大、2. JAEA、3. MHI） 

DGA化合物の開発と有機酸、 DTPA-BAを併用する3価ランタノイド、アクチノイド相互分離 
*佐々木 祐二1、金子 政志1、松宮 正彦2、中瀬 正彦3、竹下 健二3 （1. JAEA、2. 横浜国大、3. 東工大） 

軽水炉使用済 MOX燃料への PUREX再処理法の適用性検討 
(2)混合処理による分離工程とガラス固化への影響 
*塚田 毅志1 （1. 電中研） 

Ca含有ホウケイ酸ガラスによる Na2MoO4の溶融挙動 
*澤田 佳代1、嶋倉 匠海1、榎田 洋一1、塚田 毅志2 （1. 名大、2. 電中研） 

 
 

2020年9月17日(木)
 

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

分析技術 
座長：塚田 毅志 (電中研) 9月17日(木) 14:45～15:30 

F会場
 

コリジョンリアクションセル搭載型誘導結合プラズマ質量分析装置による再処理工程試料中の129I分析法
の開発 
*三枝 祐1、小髙 典康1、山本 昌彦1、堀籠 和志1、稲田 聡1、久野 剛彦1 （1. JAEA） 

グロー放電プラズマセルを利用したレーザー吸収分光分析の高感度化 
*渡邉 悠介1、丸山 友輔1、山元 祐太1、岩田 圭弘1、長谷川 秀一1 （1. 東大） 

 
 
 

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

FP，燃料デブリ挙動 
座長：長瀬 誠 (日立 GE) 9月17日(木) 15:30～16:45 

F会場
 

福島第一原子力発電所での放射性核種の短/長期挙動の評価 
(6)福島第一原子力発電所での RN短期挙動評価に向けた予備解析(2号機) 
*木野 千晶1、手塚 健一1、唐澤 英年2、内田 俊介2 （1. エネ総研、2. JAEA） 

福島第一原子力発電所での放射性核種の短/長期挙動の評価 
7. CAMSデータからの逆解析による S/C水中のセシウム量の評価 
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*内田 俊介1、唐沢 英年1、木野 千晶2、逢坂 正彦1 （1. JAEA、2. エネ総研） 

SA時の FP挙動モデルの評価 
1. Phebus-FPT1試験解析による核形成モデルの一次系での FPエアロゾル沈着に及ぼす影響評価 
*唐澤 英年1、三輪 周平1、木野 千晶2 （1. JAEA、2. エネ総研） 

含水燃料デブリの挙動評価システムの構成(II) 
*小川 徹1 （1. JAEA） 

 
 
 

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

燃料被覆管，被ばく低減 
座長：内田 俊介 (JAEA) 9月17日(木) 16:45～18:15 

F会場
 

高速炉燃料被覆管候補材の Ce反応における反応時間の影響 
*谷垣 考則1、田端 優一1、中川 奎1、福元 謙一1 （1. 福井大） 

軽水炉利用高度化に対応した線量率低減技術の開発 
(9)通常水質、水素注入水質における燃料被覆管へのクラッド付着・溶出試験結果 
*細川 秀幸1、橘 正彦1、石田 一成1、清水 亮介2、長瀬 誠2、稲垣 博光3 （1. 日立、2. 日立 GE、3. 中部電力） 

軽水炉利用高度化に対応した線量率低減技術の開発 
(10)貴金属注入と亜鉛注入の影響を考慮した腐食生成物挙動評価モデルの高度化 
*長瀬 誠1、清水 亮介1、細川 秀幸2、稲垣 博光3 （1. 日立 GE、2. 日立、3. 中部電力） 

軽水炉利用高度化に対応した線量率低減技術の開発 
(11)酸化チタン注入適用時の燃料被覆管へのクラッド付着挙動評価 
*根岸 孝次1、原 宇広1、洞山 祐介1、青井 洋美1、稲垣 博光2 （1. 東芝 ESS、2. 中部電力） 

軽水炉利用高度化に対応した線量率低減技術の開発 
(12)腐食生成物挙動評価モデルの高度化およびプラント予測評価 
*洞山 祐介1、青井 洋美1、根岸 孝次1、原 宇広1、稲垣 博光2 （1. 東芝 ESS、2. 中部電力） 

 
 

2020年9月16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）

熱流動実験・数値解析 
座長：堀田 亮年 (規制庁) 9月16日(水) 10:00～12:00 

G会場
 

時系列3次元界面形状データを用いた分散相追跡手法の検討 
*堀口 直樹1、山村 聡太2、吉田 啓之1、阿部 豊2 （1. JAEA、2. 筑波大） 

自然循環ループを用いた高圧実験と再現解析 
*小野 考祐1、山本 泰功1、高田 哲也1 （1. 北大） 

非常用復水器の冷却性能に及ぼす非凝縮性ガス影響の実験的評価 
*山本 泰功1、小野 考祐1、高田 哲也1 （1. 北大） 

超音速蒸気インジェクターの作動範囲と流動挙動 
*古山 栄太1、阿部 豊1、金子 暁子1、吉田 啓之2 （1. 筑波大、2. JAEA） 

熱疲労防止に向けた T字合流部の逆流現象の解明 
(1)流体温度測定実験 
*三好 弘二1、歌野原 陽一1、釜谷 昌幸1 （1. INSS） 

熱疲労防止に向けた T字合流部の逆流現象の解明 
(2)数値シミュレーションによる実機潜り込み深さの推定 
*歌野原 陽一1、三好 弘二1、釜谷 昌幸1 （1. INSS） 
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溶融塩のナノ・マイクロスケール熱物性評価手法の開発 
*生田 祥登1、有馬 立身1、稲垣 八穂広1、出光 一哉1、木下 幹康2 （1. 九大、2. MOSTECH） 

 
 
 

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1 
座長：張 承賢 (東大) 9月16日(水) 14:45～16:00 

G会場
 

ナトリウム冷却高速炉におけるマルチレベル・シナリオシミュレーション技術開発 
(14)4ヵ年の研究成果の総括 
*大島 宏之1、出口 祥啓2、古賀 信吉3 （1. JAEA、2. 徳島大、3. 広島大） 

ナトリウム冷却高速炉におけるマルチレベル・シナリオシミュレーション技術開発 
(15)マルチレベルシミュレーションシステムの開発 
*堂田 哲広1、横山 賢治1、田中 正暁1、髙田 孝1、大島 宏之1 （1. JAEA） 

ナトリウム冷却高速炉におけるマルチレベル・シナリオシミュレーション技術開発 
(16)炉内／炉外事象一貫評価システムの開発 
*内堀 昭寛1、青柳 光裕1、曽根原 正晃1、高田 孝1、大島 宏之1 （1. JAEA） 

ナトリウム冷却高速炉におけるマルチレベル・シナリオシミュレーション技術開発 
(17)ナトリウム－コンクリート反応基礎試験に基づく反応挙動評価 
*菊地 晋1、古賀 信吉2、栗原 成計1、髙田 孝1、大島 宏之1 （1. JAEA、2. 広島大） 

 
 
 

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2 
座長：小野 綾子 (JAEA) 9月16日(水) 16:00～17:15 

G会場
 

ナトリウム冷却高速炉におけるマルチレベル・シナリオシミュレーション技術開発 
(18)ナトリウム－酸素反応界面における反応生成物エアロゾル物性計測 
*出口 祥啓1、菊地 晋2、栗原 成計2、髙⽥ 孝2、⼤島 宏之2 （1. 徳島大、2. JAEA） 

ナトリウム冷却高速炉におけるマルチレベル・シナリオシミュレーション技術開発 
(19)水平・垂直に接続された多区画実験装置におけるエアロゾル移行挙動に関する実験的研究 
*梅田 良太1、菊地 紀宏1、栗原 成計1、菊地 晋1、髙田 孝1、大島 宏之1 （1. JAEA） 

ナトリウム冷却高速炉におけるマルチレベル・シナリオシミュレーション技術開発 
(20)水平・垂直に接続された多区画実験装置におけるエアロゾル移行挙動に関する数値解析 
*菊地 紀宏1、梅田 良太1、菊地 晋1、栗原 成計1、髙田 孝1、大島 宏之1 （1. JAEA） 

冷却材中を落下する単一溶融液滴の変形と固化挙動 
*川崎 皓太1、金子 暁子1、阿部 豊1、松尾 英治2 （1. 筑波大、2. MFBR） 

 
 

2020年9月17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）

シビアアクシデント 
座長：山路 哲史 (早稲田大) 9月17日(木) 10:00～12:00 

G会場
 

シビアアクシデント時の炉心燃料損傷に関する研究 
(4)MAAP5による SFD1-4試験のリロケーション評価 
*佐野 直樹1、西田 浩二1、楠木 貴世志1、村瀬 道雄1 （1. INSS） 
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浅水プール中に落下する液体ジェットの侵入挙動 
(8)3D-LIF法を用いたジェットの流動挙動と微粒化現象の実験的評価 
*山村 聡太1、吉田 啓之2、堀口 直樹2、金子 暁子1、阿部 豊1 （1. 筑波大、2. JAEA） 

溶融金属を用いた床面衝突後の溶融炉心拡がり挙動に関する研究 
*伊藤 智将1、山本 泰功1、 Sahboun Nassim1、三輪 修一郎1 （1. 北大） 

JBREAKによる DEFOR-A実験解析に基づくデブリ堆積モデル開発 
*菊池 航1、堀田 亮年1 （1. 規制庁） 

PULiMS実験データに基づく水中高温溶融物拡がり挙動に関する特徴分析 
*堀田 亮年1、菊池 航1 （1. 規制庁） 

使用済燃料貯蔵施設におけるスプレイ冷却効果に関する研究 
(1)BWR 9×9および PWR 17×17燃料集合体を対象としたスプレイ水流動実験 
*金井 大造1、西村 聡1、稲垣 健太1、湯浅 朋久1 （1. 電中研） 

使用済燃料貯蔵施設におけるスプレイ冷却効果に関する研究 
(2)粒子法解析コードを用いた液滴散逸挙動解析 
*稲垣 健太1、湯浅 朋久1、金井 大造1、西村 聡1 （1. 電中研） 

 
 

2020年9月18日(金)
 

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

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) 9月18日(金) 13:00～14:30 

G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） 

CFDによる水素の拡散・燃焼挙動に関する実験照合解析の結果 
*松本 昌昭1 （1. 三菱総研） 

CFDによる実機 PWR-CV内での水素の拡散・燃焼挙動解析事例及び今後の水素安全高度化に向けた知
見 
*福田 龍1 （1. MHI） 

水素挙動統合解析システムの公開について 
*寺田 敦彦1 （1. JAEA） 

 
 

2020年9月17日(木)
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 熱流動部会

熱水力ロードマップの改定と今後のローリングへ向けた戦略 
座長：越塚 誠一 (東大) 9月17日(木) 13:00～14:30 

G会場
 

熱水力ロードマップの改定の概要 
*中村 秀夫1 （1. JAEA） 

各機関のアクティビティ紹介とロードマップローリングについて 
*西 義久1、*大貫 晃2、*上遠野 健一3、*岩城 智香子4 （1. 電中研、2. MHI、3. 日立、4. 東芝） 

熱水力ロードマップローリングの在り方（パネルディスカッション） 
*講演者全員、*阿部 豊1 （1. 筑波大） 
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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：堀田 亮年 (規制庁) 9月17日(木) 14:45～16:15 

G会場
 

Multi-Physicsモデリングによる福島2・3号機ペデスタル燃料デブリ深さ⽅向の性状同定 
(3)ねらいと全体計画及び一年目の進捗 
*山路 哲史1、古⾕ 正裕1、⼤石 佑治2、佐藤 ⼀憲3、深井 尋史1、 Xin Li1、間所 寛3 （1. 早稲田大、2. 阪⼤、3.

JAEA） 

Multi-Physicsモデリングによる福島2・3号機ペデスタル燃料デブリ深さ⽅向の性状同定 
(4)2号機 RPVバウンダリー破損モードの検討 
*佐藤 一憲1、山路 哲史2、古谷 正裕2、大石 佑治3、 Xin Li2、間所 寛1、深井 尋史2 （1. JAEA、2. 早稲田大、3. 阪

大） 

Estimation of the In-Depth Debris Status of Fukushima Unit-2 and Unit-3 with Multi-Physics
Modeling 
(5)Numerical Analysis of Simulant Molten Debris Spreading and Ablation on BWR Pedestal
Experiments with MPS Method 
*Xin Li1, Akifumi Yamaji1, Guangtao Duan2, Masahiro Furuya1, Hirofumi Fukai1, Ikken Sato3, Hiroshi Madokoro
3, Yuji Ohishi4 （1. Waseda Univ., 2. Univ. of Tokyo, 3. JAEA, 4. Osaka Univ.） 

福島第一原子力発電所事故解明のための環境へ放出された核分裂生成物の分析 
*氷見 正司1、中村 康一1、西村 聡1、山根 陽子2、関口 昂臣2 （1. 電中研、2. アドバンスソフト） 

コリウムスプレッディング現象における溶融金属量と流出口径の影響 
*横山 諒1、鈴木 俊一1、岡本 孝司1 （1. 東大） 

 
 
 

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）

燃料集合体熱流動 
座長：歌野原 陽一 (INSS) 9月17日(木) 16:15～18:00 

G会場
 

BWR燃料集合体内における燃料棒周りの液膜挙動解明に向けた研究開発 
(1)液膜厚さ評価試験の概要及び液滴飛散挙動の可視化 
*池田 正樹1、古市 肇1、藤本 清志1、上遠野 健一1、安田 賢一1、木藤 和明1 （1. 日立 GE） 

BWR燃料集合体内における燃料棒周りの液膜挙動解明に向けた研究開発 
(2)光導波路センサを用いた単一模擬燃料棒表面における液膜厚さ分布計測手法の開発 
*古市 肇1、藤本 清志1、上遠野 健一1、池田 正樹1、安田 賢一1、木藤 和明1 （1. 日立 GE） 

軽水冷却高速炉の開発 
(4)模擬サブチャンネル内詳細二相流シミュレーション 
*吉田 啓之1、小野 綾子1、永武 拓1、成島 勇気2、上遠野 健一2 （1. JAEA、2. 日立 GE） 

燃料集合体内冷却水の気液二相流の挙動解明に向けた研究開発 
(8)ウォーターロッドを模擬した非加熱ロッド周辺のバンドル内ボイド率分布 
*新井 崇洋1、宇井 淳1、古谷 正裕1、大川 理一郎1、飯山 継正1、植田 翔多1、白川 健悦1 （1. 電中研） 

5x5バンドル中心部の非加熱管が飽和プール沸騰時のボイド挙動へ与える影響 
*植田 翔多1、新井 崇洋1、宇井 淳1、古谷 正裕1、大川 理一郎1、白川 健悦1 （1. 電中研） 

BWRスペーサを通過する液滴流に及ぼす旋回羽の影響評価 
*大川 理一郎1、古谷 正裕1、新井 崇洋1、飯山 継正1 （1. 電中研） 
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2020年9月18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）

沸騰・凝縮・熱伝達 
座長：三輪 修一郎 (北大) 9月18日(金) 10:00～12:00 

G会場
 

CHF近傍におけるナノ粒子層性状の変化 
*中濃 昂輝1、梅原 雄太郎1、大川 富雄1、小泉 安郎1 （1. 電通大） 

マイクロ波加熱時における突沸現象と高誘電率溶液の影響 
*小林 昌平1、阿部 豊1、金子 暁子1、弗田 昭博1、藤原 広太1、瀬川 智臣2、川口 浩一2、石井 克典2 （1. 筑波大、2.

JAEA） 

クエンチ点近傍における熱流動現象の可視化観察 
*梅原 裕太郎1、大川 富雄1 （1. 電通大） 

円管内での過熱蒸気と空気の混合流体の下降流に対する凝縮熱伝達 
*村瀬 道雄1、歌野原 陽一1、合田 頼人2、細川 茂雄3、冨山 明男2 （1. INSS、2. 神戸大、3. 関西大） 

高圧域での沸騰機構解明に向けた研究 
(1)高圧域沸騰面気液挙動計測技術の開発 
*小野 綾子1、山口 学2、坂下 弘人3、上澤 伸一郎1、柴田 光彦1、吉田 啓之1 （1. JAEA、2. Y.E.I.、3. 北大） 

高圧域での沸騰機構解明に向けた研究 
(2)沸騰可視化像のセマンティックセグメンテーションによる気泡成長過程 
*古谷 正裕1、小野 綾子2、吉田 啓之2 （1. 早稲田大、2. JAEA） 

強制対流サブクール沸騰における合体気泡の離脱直径 
*遠藤 祐哉1、李 洪吉1、高橋 英生1、大川 富雄1 （1. 電通大） 

 
 
 

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）

気液二相流 
座長：吉田 啓之 (JAEA) 9月18日(金) 14:45～15:40 

G会場
 

Bubble Lift-off Size in Subcooled Flow Boiling for Inclined Heating Surface. 
*Md Abdur Rafiq Akand1, Kei Kitahara1, Tatsuya Matsumoto2, Wei Liu3, Koji Morita4 （1. Kyushu Univ., 2.

Kyushu Univ., 3. Kyushu Univ., 4. Kyushu Univ.） 

鉛直管の上端フラッディングにおける管内ボイド率の評価 
*高木 俊弥1、村瀬 道雄1、林 公祐2、冨山 明男2 （1. INSS、2. 神戸大） 

深層畳み込みニューラルネットワークによるロバストな気泡検出モデルの開発 
*三輪 修一郎1 （1. 北大） 

 
 
 

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）

液滴・エアロゾル挙動 
座長：古谷 正裕 (早稲田大) 9月18日(金) 15:40～16:50 

G会場
 

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挙動の可視化 
*齋藤 雅史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） 

液膜内核沸騰に起因する液滴飛散現象の観察 
*田渕 純平1、成島 勇気2、上遠野 健一2、大川 富雄1 （1. 電通大、2. 日立） 

プールスクラビングにおける気液二相流挙動によるエアロゾル除去挙動の相互評価 
*吉田 滉平1、藤原 広太1、金子 暁子1、阿部 豊1 （1. 筑波大） 
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プールスクラビング時の単一気泡におけるエアロゾル除染現象 
*藤原 広太1、吉田 滉平1、金子 暁子1、阿部 豊1 （1. 筑波大） 

 
 

2020年9月16日(水)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 301-3 研究炉，中性子応用

研究炉安全 
座長：三澤 毅 (京大) 9月16日(水) 10:15～11:45 

H会場
 

プール型試験研究炉の仮想的な事故条件での大気拡散解析 
*津村 貴史1、木村 仁宣1、中塚 亨1、与能本 泰介1 （1. JAEA） 

HTTR（高温工学試験研究炉）の新規制基準に係る適合性審査について 
(1)全体概要 
*七種 明雄1、猪井 宏幸1、野尻 直喜1、清水 厚志1、水田 直紀1、茂木 利広1、古澤 孝之1、齋藤 賢司1、篠崎 正幸1

（1. JAEA） 

HTTR（高温工学試験研究炉）の新規制基準に係る適合性審査について 
(2)HTTRの安全上の特徴を踏まえた耐震重要度分類の見直し 
*小野 正人1、島崎 洋祐1、石塚 悦男1、飯垣 和彦1 （1. JAEA） 

HTTR（高温工学試験研究炉）の新規制基準に係る適合性審査について 
(3)多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故時の原子炉挙動と対策 
*濱本 真平1、島崎 洋祐1、長住 達1、栃尾 大輔1、飯垣 和彦1、石塚 悦男1 （1. JAEA） 

HTTR(高温工学試験研究炉)の新規制基準に係る適合性審査について 
(4)多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故による黒鉛酸化の影響 
*島崎 洋祐1、濱本 真平1、長住 達1、栃尾 大輔1、飯垣 和彦1、石塚 悦男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

新型炉設計 
座長：千葉 豪 (北大) 9月16日(水) 14:45～16:00 

H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 
(10)制御棒待機位置が Naプレナム付き炉心のボイド反応度に与える影響評価 
*渕田 翔1、藤村 幸治1、藤又 和博1、竹田 敏2、竹田 敏一3 （1. 日立 GE、2. 阪大、3. 福井大） 

モンテカルロコードを用いた黒鉛減速体系における解析精度評価 
*中川 直樹1、藤本 望1、 Quan Hai Ho2、濱本 真平2、長住 達2、石塚 悦男2 （1. 九大、2. JAEA） 

モンテカルロ法による HTTRの全炉心燃焼計算における出力分布の評価 
*池田 礼治1、 Hai Quan Ho2、藤本 望1、濱本 真平2、長住 達2、石塚 悦男2 （1. 九大、2. JAEA） 

Development of a utility tool for auto-seeking critical control rod position of the high
temperature engineering test reactor 
*Hai Quan Ho1, Nozomu Fujimoto2, Shimpei Hamamoto1, Satoru Nagasumi1, Minoru Goto1, Etsuo Ishitsuka1

（1. JAEA, 2. Kyushu Univ.） 
 
 
 

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

臨界実験解析 
座長：遠藤 知弘 (名大) 9月16日(水) 16:00～17:00 

H会場
 

高温ガス炉核的予測精度高度化のための研究開発 
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(5)KUCAに構築した黒鉛減速・黒鉛反射炉心における炉雑音解析実験 
*左近 敦士1、中嶋 國弘2、佐野 忠史1、深谷 裕司3、藤本 望4、高橋 佳之5、橋本 憲吾1 （1. 近大、2. 近大、3.

JAEA、4. 九大、5. 京大） 

高温ガス炉核的予測精度高度化のための研究開発 
(6)燃料濃縮度を高めた新臨界体系の検討 
*佐野 忠史1、左近 敦士1、高橋 佳之2、深谷 裕司3、藤本 望4、橋本 憲吾1 （1. 近大、2. 京大、3. JAEA、4. 九大） 

KUCA の低濃縮燃料への変更計画 
*三澤 毅1、宇根崎 博信1、高橋 佳之1、北村 康則1 （1. 京大） 

 
 

2020年9月17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

計算手法開発1 
座長：佐野 忠史 (近大) 9月17日(木) 10:00～10:40 

H会場
 

粒状燃料デブリ水中落下によるデブリベッド形成過程の臨界計算手法の開発 
最適化手法を取り入れた粒子法パラメータ較正による粒状燃料デブリ形状のモデル化の検討 
*村本 武司1、西山 潤1、小原 徹1 （1. 東工大） 

空間依存動特性コード MIKを用いたランプ状の反応度印加による臨界事故解析の検討 
*福田 航大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 | 301-1 炉物理，核データの利用，臨界安全

計算コード開発1 
座長：小池 啓基 (MHI) 9月17日(木) 10:40～11:55 

H会場
 

FRENDY/MGの開発 
(1)多群断面積作成機能の概要 
*山本 章夫1、遠藤 知弘1、千葉 豪2、多田 健一3 （1. 名大、2. 北大、3. JAEA） 

FRENDY/MGの開発 
(2)コードシステム CBZ用の多群断面積ライブラリの作成 
*千葉 豪1、山本 章夫2 （1. 北大、2. 名大） 

公開核データ処理コードの違いが中性⼦輸送計算に与える影響評価 
(3)FRENDYと NJOYの処理手法の違い 
*多田 健一1、池原 正1、小野 道隆2、東條 匡志2 （1. JAEA、2. GNF-J） 

公開核データ処理コードの違いが中性⼦輸送計算に与える影響評価 
(4)処理方法の違いが核計算に与える影響の評価 
*小野 道隆1、東條 匡志1、多田 健一2、池原 正2 （1. GNF-J、2. JAEA） 

 
 
 

企画セッション | 総合講演・報告 | 総合講演・報告1 「トリウム原子力システム」研究専門委員会

トリウム原子力システムをめぐる状況と今後 
座長：高木 直行 (東京都市大) 9月17日(木) 13:00～14:30 

H会場
 

トリウム原子力システム研究開発の世界動向 
*佐々 敏信1 （1. JAEA） 

トリウム炉・溶融塩炉に関する基礎的知見の現状 
*魚住 浩一1 （1. 電中研） 
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トリウム原子力システムの得失と研究開発のあり方 
*高木 直行1 （1. 東京都市大） 

総合討論 
 
 
 

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

計算コード開発2 
座長：左近 敦士 (近畿大) 9月17日(木) 14:45～15:45 

H会場
 

IAEAの燃料サイクルコード NFCSSの改良（ Thサイクル他） 
*吉岡 律夫1、林 秀行2、三成 映理子3、 T.S.Gopi Rethinaraj4、 Ki Seob Sim5 （1. トリウム熔融塩国際フォーラ

ム、2. 元 JAEA、3. 東工大、4. Indian Inst. of Sci.、5. IAEA） 

教育や現場で使い勝手の良い炉心拡散計算コードの開発 
*松村 哲夫1、亀山 高範1 （1. 東海大） 

公開コードによる BWR炉心計算コードシステムの開発 
(17)核分裂収率・崩壊データによる核計算への影響 
*赤津 孟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） 

 
 
 

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

計算手法開発2 
座長：多田 健一 (JAEA) 9月17日(木) 15:45～16:45 

H会場
 

軽水炉燃料燃焼計算における短半減期 FP核種の影響評価 
*柳原 健人1、千葉 豪1、三輪 周平2、田淵 将人2 （1. 北大、2. 原子力エンジ） 

燃焼計算のための最適重み付け予測子・修正子法の改良(3) 
*流石 淳平1、千葉 豪1、大岡 靖典2,3、小玉 泰寛2、山本 健土2、長野 浩明2 （1. 北大、2. 原燃工、3. 規制庁） 

Reduced Order Modelに基づくエネルギー展開基底を用いた共鳴計算 
(4)減速方程式を用いた中性子源計算の実装 
*近藤 諒一1、遠藤 知弘1、山本 章夫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

計算コード開発3 
座長：佐野 忠史 (近大) 9月17日(木) 16:45～17:25 

H会場
 

三菱3次元詳細輸送計算コード GALAXY-Zの開発 
(5)RSE法を用いた共鳴計算の検証 
*山路 和也1、小池 啓基1、家山 晃一1、左藤 大介1、山本 章夫2、竹田 敏3 （1. MHI、2. 名大、3. 阪大） 

三菱 FBR 核設計コードシステム GALAXY-H/ENSEMBLE-TRIZの開発 
(8)三角柱メッシュに対する多項双曲線関数展開を用いた燃料棒出力再構築法 
*小池 啓基1、左藤 大介1、上山 洋平2、森脇 裕之2、菅 太郎2 （1. MHI、2. MFBR） 
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2020年9月18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

実験手法 
座長：中嶋 國弘 (近大) 9月18日(金) 10:00～11:00 

H会場
 

未臨界度測定に用いる放射線耐性の高い小型信号伝送システムの開発 
*高橋 佳之1、三澤 毅1、北村 康則1、堀 順一1、安井 彬2 （1. 京大、2. 京大） 

KUCAーＣ架台での臨界条件におけるγ線スぺクトル測定 
*名内 泰志1、佐野 忠史2、宇根崎 博信3、高橋 佳之3、楠見 紘司1、堀 順一3 （1. 電中研、2. 近大、3. 京大複合研） 

光子-中性子結合確率母関数方程式に基づいた Feynman-α法の理論式導出 
*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

不確かさ評価1 
座長：竹田 敏 (阪大) 9月18日(金) 11:00～12:00 

H会場
 

Dynamic Mode Decompositionによる即発中性子減衰定数の統計誤差評価手法の開発 
*福井 悠平1、西岡 楓賀1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

核種生成量不確かさ評価のためのランダムサンプリング法における核データの確率分布の想定の影響の評
価 
*木村 遼太郎1、千葉 豪1 （1. 北大） 

制御変量法と感度係数を利用した高効率ランダムサンプリング手法の改良 
*木田 拓実1、千葉 豪1 （1. 北大） 

 
 
 

全体会議

「炉物理部会」第53回全体会議 
9月18日(金) 12:10～12:50 

H会場
 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 炉物理部会

福島第一原子力発電所の燃料取り出しに向けた研究開発状況 
座長：西山 潤 (東工大) 9月18日(金) 13:00～14:30 

H会場
 

福島第一原子力発電所事故の特徴と廃炉作業から得られる燃料デブリの情報 
*溝上 伸也1 （1. 東電 HD） 

燃料デブリ臨界管理に関する研究開発状況 
*中野 誠1,2 （1. IRID、2 MHI） 

臨界安全の観点から見た課題 
*外池 幸太郎1 （1. JAEA） 
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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

不確かさ評価2 
座長：千葉 豪 (北大) 9月18日(金) 14:45～16:00 

H会場
 

マルチレベルモンテカルロ法を用いたランダムサンプリング法に基づく不確かさ評価の計算コスト低減に
関する研究 
(1)燃料集合体体系への適用性 
*藤田 達也1、酒井 友宏1 （1. 規制庁） 

Active Subspace法を用いた確率論的手法による炉心特性の不確かさ評価 
(1)PHITSによる ADS炉心解析への適用 
*大池 宏弥1、天野 虎之介1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

Active Subspace法を用いた確率論的手法による炉心特性の不確かさ評価 
(2)感度係数評価における有限差分式の次数に関する検討 
*天野 虎之介1、大池 宏弥1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

独立した核データ群に対する個別の断面積調整 
*竹田 敏1、北田 孝典1 （1. 阪大） 

 
 
 

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

未臨界実験解析 
座長：名内 泰志 (電中研) 9月18日(金) 16:00～16:40 

H会場
 

パルス中性子法を用いた KUCAにおける極めて深い未臨界炉体系の即発中性子減衰定数測定 
*中嶋 國弘1、左近 敦士1、芳原 新也1、佐野 忠史1、髙橋 和暉1、卞 哲浩2、山中 正朗2、橋本 憲吾1 （1. 近大、2. 京

大） 

加速器駆動システム実験における中性子スペクトルに対する未臨界度の影響 
*相澤 直人1、山中 正朗2、卞 哲浩2 （1. 東北大、2. 京大） 

 
 

2020年9月16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

革新炉開発 
座長：相澤 直人 (東北大) 9月16日(水) 10:30～11:45 

I会場
 

水素化物減速ヒートパイプ冷却超小型炉 MoveluXの開発 
(4)受動的炉心反応度制御装置の中性子吸収材密度の反応度影響評価 
*木村 礼1、金村 祥平1、高橋 優也1、浅野 和仁1、坪井 靖1 （1. 東芝 ESS） 

遠心力による自然循環冷却型宇宙電源用小型原子炉の概念設計 
*長谷川 京吾1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

核熱ロケット推進用原子炉における再処理プルトニウムの利用 
*岡垣 昌樹1、 Cassiano R. E. De Oliveira2、 Patrick J. McDaniel2、 Willem F. G. Van Rooijen1 （1. 福井大、2.

ニューメキシコ大） 

トリウム燃料増殖炉が成立する減速条件に関する基礎的検討 
*石田 大樹1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 
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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

新型軽水炉開発 
座長：木村 礼 (東芝 ESS) 9月16日(水) 14:45～15:45 

I会場
 

多目的利用を実現する軽水小型 PWRの開発 
開発目標とプラントコンセプト 
*杉浦 寛和1、木谷 朋之1、片岡 嘉彦1、谷口 洋1 （1. MHI） 

軽水冷却高速炉の開発 
(2)全体概要 
*日野 哲士1、近藤 貴夫1、曽根田 秀夫1 （1. 日立 GE） 

軽水冷却高速炉の開発 
(3)Pu利用に適用する四角格子炉心の核・熱水力特性 
*三輪 順一1、日野 哲士1、石井 一弥2、成島 勇気1、浜田 紀昭1、曽根田 秀夫1 （1. 日立 GE、2. 日立） 

 
 
 

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

核変換システム 
座長：日野 哲士 (日立 GE) 9月16日(水) 15:45～16:45 

I会場
 

核融合中性子を用いた MA核変換により生成された Puの軽水炉燃料利用可能性の検討 
*清水 雅生1、宍戸 博紀1、橋爪 秀利1 （1. 東北大） 

プルトニウム燃焼のための加速器駆動システムにおける減速材装荷時の炉心特性に関する研究 
*阿部 拓海1、相澤 直人1、岩崎 智彦1 （1. 東北大） 

I-129の FBR炉内装荷による核変換の成立性 
*木村 優斗1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

 
 

2020年9月17日(木)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 302-1 新型炉システム

過酷事故評価技術・発生防止対策 
座長：坂場 弘 (MHI) 9月17日(木) 10:00～11:00 

I会場
 

気液界面で液体エントレインメントを伴う気泡膨張挙動に関する数値シミュレーション 
*中村 武志1、坂口 和也1、船越 寛司、劉 維1、守田 幸路1、神山 健司2 （1. 九大、2. JAEA） 

高速炉における炉心損傷事故の発生を防止する受動的炉停止デバイスの開発 
(1)プロジェクト全体概要 
*守田 幸路1、劉 維1、有馬 立身1、有田 裕二2、川瀬 小春2、佐藤 勇3、松浦 治明3、関尾 佳弘4、相楽 洋5、川島 正俊5

（1. 九大、2. 福井大、3. 東京都市大、4. JAEA、5. 東工大） 

高速炉における炉心損傷事故の発生を防止する受動的炉停止デバイスの開発 
(2)炉心特性とデバイス応答の基本評価 
*相楽 洋1、守⽥ 幸路2、川島 正俊1、劉 維2、有⽥ 裕⼆3、佐藤 勇4 （1. 東工大、2. 九大、3. 福井大、4. 都市大） 

 
 



[2I04-06]

[2I04]

[2I05]

[2I06]

[2I07-12]

[2I07]

[2I08]

[2I09]

[2I10]

[2I11]

[2I12]

[2I13-17]

[2I13]

- 37 -

 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 302-1 新型炉システム

小型炉概念1 
座長：小山 正史 (電中研) 9月17日(木) 11:00～12:00 

I会場
 

安全性・信頼性を高めた小型 SFRの開発 
(1)開発の概要 
*坂場 弘1、碓井 志典1、菅 太郎2、持田 晴夫2、島川 佳郎2 （1. MHI、2. MFBR） 

安全性・信頼性を高めた小型 SFRの開発 
(2)高い受動的安全特性を有する金属燃料炉心概念の構築 
*菅 太郎1、森脇 裕之1、久保田 龍三朗1、坂場 弘2、尾形 孝成3、太田 宏一3 （1. MFBR、2. MHI、3. 電中研） 

安全性・信頼性を高めた小型 SFRの開発 
(3)小型 SFRのプラント概念の構築 
*諸星 恭一1、松村 篤1、井上 智之1、田村 省吾1、碓井 志典2、坂場 弘2 （1. MFBR、2. MHI） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 302-1 新型炉システム

小型炉概念2 
座長：高野 和也 (JAEA) 9月17日(木) 14:45～16:30 

I会場
 

三菱多用途モジュール式超安全マイクロ炉の開発 
(1)原子炉概念 
*淀 忠勝1、大槻 昇平1、中里 道1、蒲原 覚1 （1. MHI） 

革新的小型ナトリウム冷却高速炉の開発 
(1)ナトリウム冷却金属燃料高速炉の国内導入に向けた全体計画 
*中原 宏尊1、松村 和彦1、飯塚 政利2 （1. 日立 GE、2. 電中研） 

革新的小型ナトリウム冷却高速炉の開発 
(2)ナトリウム冷却金属燃料高速炉の国内導入シナリオの検討 
*渡邉 大輔1、遠藤 慶太1、中原 宏尊1、松村 和彦1、飯塚 政利2 （1. 日立 GE、2. 電中研） 

革新的小型ナトリウム冷却高速炉の開発 
(3)ナトリウム冷却金属燃料高速炉の国内導入に向けた乾式再処理および金属燃料製造の検討 
木下 賢介1、*尾形 孝成1、飯塚 政利1、渡邉 大輔2、松村 和彦2 （1. 電中研、2. 日立 GE） 

革新的小型ナトリウム冷却高速炉の開発 
(4)国内導入向けナトリウム冷却金属燃料高速炉の炉心概念 
*藤村 幸治1、渕田 翔1、渡邉 大輔1、松村 和彦1 （1. 日立 GE） 

⾰新的⼩型ナトリウム冷却⾼速炉の開発 
(5)RVACS除熱特性の3次元熱流動解析 
*阿部 崇1、藤又 和博1、中原 宏尊1、松村 和彦1 （1. 日立 GE） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 302-1 新型炉システム

MA回収・核変換技術 
座長：有田 裕二 (福井大) 9月17日(木) 16:30～18:00 

I会場
 

柔軟性の高い MA回収・核変換技術の開発 
(9)高濃度 MA含有金属燃料装荷高速炉の燃料および炉心設計 
*大釜 和也1、太田 宏一2、原 俊治2、永沼 正行1、大木 繁夫1、飯塚 政利2 （1. JAEA、2. 電中研） 
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柔軟性の高い MA回収・核変換技術の開発 
(10)MOXを対象とした乾式再処理連続プロセス試験結果 
*多田 康平1、小藤 博英1、村上 毅2 （1. JAEA、2. 電中研） 

柔軟性の高い MA回収・核変換技術の開発 
(11)電解による溶融塩からのヨウ素分離回収 
*野平 俊之1、法川 勇太郎1、飯塚 政利2 （1. 京大、2. 電中研） 

柔軟性の高い MA回収・核変換技術の開発 
(12)Si電極を用いた溶融塩からの希土類電解抽出と回収物のガラス化 
*坂村 義治1、村上 毅1、飯塚 政利1 （1. 電中研） 

柔軟性の高い MA回収・核変換技術の開発 
(13)MA回収・核変換を含むサイクルシナリオ検討とマルチリサイクル評価 
*飯塚 政利1、太田 宏一1、野平 俊之2、大釜 和也3、小藤 博英3 （1. 電中研、2. 京大、3. JAEA） 

 
 

2020年9月18日(金)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 302-1 新型炉システム

Na冷却高速炉関連評価・技術開発 
座長：守田 幸路 (九大) 9月18日(金) 10:00～11:45 

I会場
 

タンク型 SFRの原子炉トリップ時の熱過渡評価 
*加藤 篤志1、小野田 雄一1、宮川 高行2、遠藤 淳二3、久保 幸士3 （1. JAEA、2. 原電、3. MFBR） 

タンク型 SFRにおける地震時制御棒挿入性の検討 
*高野 和也1、加藤 篤志1、内田 昌人2、村上 久友3 （1. JAEA、2. 原電、3. MFBR） 

タンク型 SFRの炉内配管破損の解析 
*小野田 雄一1、内田 昌人2、時崎 美奈子3、岡﨑 仁3 （1. JAEA、2. 原電、3. MFBR） 

ナトリウム冷却高速炉における森林火災に対する CMMC法を用いた定量的リスク評価 
*鈴木 実1、川島 雅人1、堺 公明1、堂田 哲広2、田中 正暁2 （1. 東海大、2. JAEA） 

ナトリウム冷却高速炉の自由液面からのガス巻込み現象の分析 
ガスコア長さ計測実験と解析の比較 
*内田 真緒1、平川 萌1、井上 恵輔1、佐野 亜々留1、堺 公明1、江連 俊樹2、田中 正暁2 （1. 東海大、2. JAEA） 

高速炉用ナトリウム中目視検査技術の開発 
*相澤 康介1、由井 正弘2、平松 貴志3 （1. JAEA、2. MHI、3. MFBR） 

 
 
 

全体会議

「新型炉部会」第21回全体会議 
9月18日(金) 12:10～12:50 

I会場
 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 新型炉部会

SFR安全標準炉に求められる技術開発の状況 
座長：伊藤 隆哉 (MFBR) 9月18日(金) 13:00～14:30 

I会場
 

安全性向上技術概要 
*小竹 庄司1 （1. 原電） 

再臨界回避技術 
*神山 健司1 （1. JAEA） 
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ナノ粒子分散ナトリウム技術 
*荒 邦章1 （1. JAEA） 

3次元免震技術 
*深沢 剛司1 （1. MFBR） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 302-1 新型炉システム

溶融塩炉1 
座長：飯塚 政利 (電中研) 9月18日(金) 14:45～16:00 

I会場
 

溶融塩高速炉システムについて 
*赤堀 将太郎1 （1. スタンダードパワー） 

塩化物溶融塩高速炉のフィージビリティー 
(1)研究概要 
*山脇 道夫1、望月 弘保2、有田 裕二3、三田地 紘史1、後藤 琢也4、小山 正史5 （1. 次世代エネルギー研究・開発機

構、2. 東工大、3. 福井大、4. 同志社大、5. 電中研） 

塩化物溶融塩高速炉のフィージビリティー 
(2)核データと核特性 
*千葉 敏1、稲倉 恒徳1、山野 直樹1 （1. 東工大） 

塩化物溶融塩高速炉のフィージビリティー 
(3)塩の熱物性の評価 
*有田 裕二1 （1. 福井大） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 302-1 新型炉システム

溶融塩炉2 
座長：小野田 雄一 (JAEA) 9月18日(金) 16:00～17:15 

I会場
 

塩化物溶融塩高速炉のフィージビリティー 
(4)核熱結合動特性と安全性 
*望月 弘保1 （1. 東工大） 

塩化物溶融塩高速炉のフィージビリティー 
(5)塩化物溶融塩高速炉による TRU低減・有効利用の可能性 
*三田地 紘史1、島津 洋一郎1 （1. 次世代エネルギー研究・開発機構） 

塩化物溶融塩高速炉のフィージビリティー 
(6)材料の腐食特性 
*後藤 琢也1、鈴木 祐太1、中出 邦亮1 （1. 同志社大） 

塩化物溶融塩高速炉のフィージビリティー 
(7)溶融塩化物燃料の乾式処理プロセス 
*小山 正史1、魚住 浩一1、村上 毅1 （1. 電中研） 
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2020年9月16日(水)
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 404-1 核不拡散・保障措置・核セキュリティ技術

核不拡散・核セキュリティ技術1 
座長：相楽 洋 (東工大) 9月16日(水) 10:00～11:10 

J会場
 

大規模公共イベント等における核・放射性物質モニタ技術開発 
(1)広域モニタリングシステムの開発 
*高橋 時音1、小泉 光生1、木村 祥紀1、富川 裕文1、佐藤 優樹1、寺阪 祐太1、鳥居 建男1、山西 弘城2、若林 源一郎2

、持丸 貴則1,3 （1. JAEA、2. 近大、3. ナイス） 

大規模公共イベント等における核・放射性物質モニタ技術開発 
(2)可搬型 GPS付ガンマ線測定装置の試作 
*小泉 光生1、高橋 時音1、富川 裕文1、木村 祥紀1 （1. JAEA） 

レーザー駆動中性子源を用いた核共鳴透過分析技術開発 
(1)モデレータの開発 
*李 在洪1、伊藤 史哲1、髙橋 時音1、鈴木 敏1、小泉 光生1 （1. JAEA） 

レーザー駆動中性子源を用いた核共鳴透過分析技術開発 
(2)データ取得システム開発 
*伊藤 史哲1、李 在洪1、高橋 時音1、鈴木 敏1、小泉 光生1、堀 順一2 （1. JAEA、2. 京大） 

 
 
 

一般セッション | IV. 原子力プラント技術 | 404-1 核不拡散・保障措置・核セキュリティ技術

核不拡散・核セキュリティ技術2 
座長：木村 祥紀 (JAEA) 9月16日(水) 11:10～12:05 

J会場
 

高い固有安全性・核不拡散性を有する革新的中小型軽水炉の研究 
(2)シリサイド燃料の効果 
*三星 夏海1、相楽 洋1 （1. 東工大） 

パッシブ中性子線断層撮影法の使用済燃料集合体への適用可能性 
*徳田 崇哉1、柴 茂樹1、相楽 洋1 （1. 東工大） 

パッシブγ線断層撮影法を用いた画像再構成技術の開発 
(2)推定画像を用いたベイズ型逐次近似法によるモックアップ燃料集合体中γ線源分布の画像再構成及び
CNNを用いた燃料棒の画像認識 
*柴 茂樹1、相楽 洋1 （1. 東工大） 

 
 
 

全体会議

「核不拡散，保障措置，核セキュリティ連絡会」第24回全体会議 
9月16日(水) 12:10～12:50 

J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

福島第一原子力発電所デブリの計量管理技術の現状と今後 
座長：宇根崎 博信 (京大) 9月16日(水) 13:00～14:30 

J会場
 

福島第一原子力発電所デブリの概況について 
*倉田 正輝1 （1. JAEA） 
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燃料デブリ計量管理のための非破壊測定技術の課題と方策 
*奥村 啓介1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | I. 総論

原子力政策 
座長：菅原 慎悦 (関西大) 9月16日(水) 14:45～16:00 

J会場
 

世界規模での脱炭素社会の実現に向けた原子力分野の国際機関への期待 
*舟木 健太郎1 （1. 経産省） 

福島原発事故以降のフランスにおける原子力政策の変容 
*豆原 啓介1 （1. 桃山学院大） 

Pu同位体組成を考慮した核燃料サイクルを統合した日本の長期最適電源構成モデルの開発 
*湊本 穂高1、藤井 康正1、小宮山 涼一1 （1. 東大） 

講演取消 
 
 
 

一般セッション | I. 総論

安全文化・リスク認知 
座長：堀尾 健太 (電中研) 9月16日(水) 16:00～17:00 

J会場
 

原子力発電所の安全文化評価の方策検討 
データ収集のための質問紙の試作 
*高城 美穂1、余村 朋樹2、前田 典幸2、井上 枝一郎2 （1. INSS、2. 大原記念労働科学研） 

高レベル放射性廃棄物の地層処分についての情報呈示がリスク認知に与える効果の検討 
リスクの多義性に着目して 
*浦山 郁1、土田 昭司2 （1. 関西大、2. 関西大） 

ICRP「 Publications 109」および「 Publications 111」の改訂草案に関するパブリックコメントの内容
分析 
*糸永 眞吾1、上田 昌文1 （1. 市民科学研究室　低線量被ばく研究会） 

 
 

2020年9月17日(木)
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 305-1 計算科学技術

分子動力学・機械学習1 
座長：岩田 順敬 (関西大) 9月17日(木) 10:00～11:05 

J会場
 

Atomistic study to evaluate interactions between helium bubbles and an edge dislocation in iron 
*Jie Zhan1,2, Taira Okita1, Minyou Ye2, Yoshiyuki Watanabe3 （1. Univ. of Tokyo, 2. Univ. of Sci. and Tech. of

China, 3. QST） 

A Multiphase MPS Method with Fluid-Solid and Solid-Solid interaction models for Simulating Melt
Pool Formation inside RPV 
*Guangtao Duan1, Akifumi Yamaji2, Seiichi Koshizuka1, Mikio Sakai1 （1. Univ. of Tokyo, 2. Waseda Univ.） 

原子力材料の固液界面の第一原理計算 
*板倉 充洋1、海老原 健一1、中村 博樹1、奥村 雅彦1 （1. JAEA） 

機械学習分子動力学法による Zr中の照射劣化挙動の解明 
*寺山 怜志1、沖田 泰良1、板倉 充洋2、奥村 雅彦2 （1. 東大、2. JAEA） 
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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

分子動力学・機械学習2 
座長：板倉 充洋 (JAEA) 9月17日(木) 11:05～12:10 

J会場
 

分子動力学法を用いた面心立方金属における析出硬化ナノメカニズム解明に関する研究 
*津川 聖人1、岩瀬 祐樹1、沖田 泰良1、早川 頌2、板倉 充洋3 （1. 東大、2. テネシー大、3. JAEA） 

分子動力学法を用いた非線形超音波成分のナノ構造依存性に関する定量化 
*森 承宇1、沖田 泰良1、板倉 充洋2 （1. 東大、2. JAEA） 

セメント水和物に対する機械学習分子動力学法による解析 
*小林 恵太1、中村 博樹1、山口 瑛子1,2、板倉 充洋 1、町田 昌彦1、奥村 雅彦1 （1. JAEA、2. 東大） 

AMDによる対称核分裂成分の全運動エネルギーの研究 
*陳 敬徳1、張 旋1、小野 章2、石塚 知香子1、千葉 敏1 （1. 東工大、2. 東北大） 

 
 
 

全体会議

「計算科学技術部会」第28回全体会議 
9月17日(木) 12:10～12:50 

J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

国際的な計算コード・データベースの活用に関する枠組みと今後の展開 
座長：鈴木 喜雄 (JAEA) 9月17日(木) 13:00～14:30 

J会場
 

OECD/NEAデータバンクの活動 
*須山 賢也1 （1. OECD/NEA） 

IAEA核データサービスの活動 
*奥村 森1 （1. IAEA） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 305-1 計算科学技術

微視計算 
座長：酒井 幹夫 (東大) 9月17日(木) 14:45～15:55 

J会場
 

微視的平均場模型を用いた U-236の核分裂経路を構成するエネルギーの分解 
*藤尾 和樹1、江幡 修一郎2、稲倉 恒法1、千葉 敏1 （1. 東工大、2. 埼玉大） 

相対論的平均場理論における核分裂障壁の対相関依存性 
*河野 大樹1、藤尾 和樹1、湊 太志2、稲倉 恒法1、石塚 知香子1、千葉 敏1 （1. 東工大、2. JAEA） 

TDDFTによる原子核反応における散逸の研究 
*西川 崇1、岩田 順敬2 （1. 原子力エンジ、2. 関西大） 

核分裂片変形度と即発中性子多重度の相関 
TCWSと HFBの変形度依存性の比較 
*張 旋1、藤尾 和樹1、江幡 修一郎2、 Fedir Ivanyuk3、石塚 知香子1、稲倉 恒法1、千葉 敏1 （1. 東工大、2. 埼玉

大、3. キエフ原子核研） 
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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

シミュレーション・解析 
座長：沖田 泰良 (東大) 9月17日(木) 15:55～17:05 

J会場
 

粉体混合機の最適化のための離散要素法シミュレーション 
*横山 莉奈子1、酒井 幹夫1 （1. 東大） 

特異値分解と深層学習を用いた炉心燃焼度分布の予測 
*高野 渉1、木間 暁1 （1. GNF-J） 

MCCIにおける金属コリウム凝固偏析挙動の MPS法による予備解析 
*福田 貴斉1、山路 哲史1、 Xin Li1 （1. 早稲田大） 

統計的安全評価における代替統計モデルの適用 
(4)平均値シフト法による時系列クラスタリング 
*木下 郁男1 （1. INSS） 

 
 

2020年9月18日(金)
 

一般セッション | I. 総論

原子力教育 
座長：土田 昭司 (関西大) 9月18日(金) 10:00～11:45 

J会場
 

小学校における原子力エネルギーと地層処分に係るコミュニケーション改善の効果的アプローチ 
(1)小学生の認知内容の変容と受容(出前授業報告　2010年～2020年) 
*幸 浩子1,10、石原 慶一2,10、山野 直樹3,10、宮川 俊晴4,10、芳賀 重行5,10、野村 直希6,10、金澤 秀樹7,10、原田 勝之8,10

、桑名 良幸8,10、植田 清宏9,10 （1. W.I.S.E.教育企画、2. 京大、3. RADONet、4. 放射線教育フォーラム、5. いわき

市立内町小、6. 福井大、7. 東京都市大、8. 京教附属桃山小、9. 大手前大、10. エネルギー環境教育実践チーム） 

小学校における原子力エネルギーと地層処分に係るコミュニケーション改善の効果的アプローチ 
(2)出前授業10年目のいわき市－小学校6年生に対するコミュニケーション 
*金澤 秀樹1,2、幸 浩子2,3、牟田 仁1 （1. 東京都市大、2. エネルギー環境教育実践チーム、3. W.I.S.E.教育企画） 

モンテカルロ法を利用したインターネット放射線教育 
*芳原 新也1、松田 外志朗1 （1. 近大） 

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(3) 
オンラインディスカッションによる教育プログラムの開発 
*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） 

原子力・放射線安全リーダーシップに関する IAEA国際スクールの取り組み 
*若杉 圭一郎1、明石 眞言2 （1. 東海大、2. 茨城県竜ケ崎保健所） 

大学間連携を活用した放射線安全教育プログラムの実践と今後の展開 
*大矢 恭久1、奥野 健二1 （1. 静岡大） 

 
 
 

全体会議

「社会・環境部会」第43回全体会議 
9月18日(金) 12:10～12:50 

J会場
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企画セッション | 部会・連絡会セッション | 社会・環境部会

2019年度社会・環境部会賞受賞記念講演 
原子力に対する世論動向 
座長：土田 昭司 (関西大) 9月18日(金) 13:00～14:30 

J会場
 

原子力発電世論の力学 
*北田 淳子1 （1. INSS） 

原子力世論の推移と情報獲得行動 
*木村 浩1 （1. 木村学習コンサルタンツ） 

原子力世論と原子力学会員の認識 
*土田 昭司1 （1. 関西大） 

 
 

2020年9月16日(水)
 

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

原子炉の保守，保全技術の高度化1 
座長：新間 大輔 (日立) 9月16日(水) 10:00～11:45 

K会場
 

デジタル打音検査技術の高度情報化4 
(1)FEM解析による振動特性評価 
*礒部 仁博1、松永 嵩1、小川 良太1、匂坂 充行1、山田 知典2、吉村 忍2 （1. 原燃工、2. 東大） 

デジタル打音検査技術の高度情報化4 
(2)AIによる大規模 DB化 
*松永 嵩1、小川 良太1、匂坂 充行1、礒部 仁博1、山田 知典2、吉村 忍2 （1. 原燃工、2. 東大） 

機械学習を用いた原子力発電プラント運転員支援技術 
*宮崎 雄仁1、小峰 友裕1 （1. MHI） 

電子ビーム溶接による監視試験片再生技術の実機への適用性検討 
*小畠 亨司1、山岡 鉄史2、服部 泰大2、櫻谷 誠司3、橘内 裕寿3、神長 貴幸4 （1. 日立 GE、2. 東芝 ESS、3. NFD、4.

東電 HD） 

埋込金物の非破壊検査技術開発２ 
(1)モックアップ試験 
三浦 進2、関口 昭司2、服部 功三2、藤吉 宏彰1、小川 良太1、*匂坂 充行1、礒部 仁博1 （1. 原燃工、2. 日本原燃） 

埋込金物の非破壊検査技術開発２ 
(2)FEM解析 
三浦 進2、関口 昭司2、服部 功三2、*小川 良太1、匂坂 充行1、礒部 仁博1 （1. 原燃工、2. 日本原燃） 

 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 原子力発電部会

「次期軽水炉の技術要件検討」 WG報告 
より安全・合理的な設計を目指して 
座長：山口 彰 (東大) 9月16日(水) 13:00～14:30 

K会場
 

次期軽水炉の技術要件を議論する上での論点 
*佐藤 拓1 （1. 関西電力） 

抽出された論点に対する次期軽水炉の設計方針 
*有田 誠二1 （1. MHI） 
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次期軽水炉における深層防護の実装と技術要件について 
*山本 章夫1 （1. 名大） 

総合討論 
 
 
 

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

新型炉開発および先進原子炉施設設計技術 
座長：宮川 高行 (原電) 9月16日(水) 14:45～16:15 

K会場
 

軽水炉使用済燃料を原料とする塩化物塩高速増殖炉の成立性に関する検討 
*松前 信伍1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

炉心溶融のない高温ガス炉コジェネプラント（水素製造・発電）の開発 
*須山 和昌1、倉林 薫1、塚本 裕貴1 （1. MHI） 

Design concept of the sodium cooled small CANDLE burning reactor 
*Hoang Hai Nguyen1, Jun Nishiyama1, Toru Obara1 （1. Tokyo Tech） 

原子力施設への適用に向けた先進建設工法の開発計画 
*佐藤 邦彦1、長島 玄太郎2、山本 知史2、大野 耕太郎3、徳永 将司4、宇賀田 健5 （1. MHI NSエンジ、2. MHI、3. 大

林組、4. 竹中工務店、5. 大成建設） 

機器設置位置の床の動剛性を考慮した機器応答評価法の検証 
*後藤 祥広1、熊谷 貴仁2、俵谷 侑吾2、小島 直貴3 （1. 日立、2. 日立 GE、3. 日立産業制御ソリ） 

 
 

2020年9月17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

原子炉の保守，保全技術の高度化2 
座長：石橋 文彦 (東芝 ESS) 9月17日(木) 10:15～11:45 

K会場
 

ＡＩを用いた原子力発電所における異常予兆検知システムの開発 
(3)異常予兆検知システムの全体概要 
*名倉 伊作1、富永 真哉1、三宅 亮太1、青木 俊夫1、内藤 晋2、田口 安則2、加藤 佑一2、中田 康太2 （1. 東芝ＥＳ

Ｓ、2. 東芝） 

ＡＩを用いた原子力発電所における異常予兆検知システムの開発 
(4)２段階オートエンコーダによる検知アルゴリズムの改良 
*内藤 晋1、田口 安則1、加藤 佑一1、中田 康太1、名倉 伊作2、富永 真哉2、三宅 亮太2、青木 俊夫2 （1. 東芝、2. 東

芝 ESS） 

ＡＩを用いた原子力発電所における異常予兆検知システムの開発 
(5)原子力発電所への導入へ向けたユーザーインターフェースの検討 
*富永 真哉1、名倉 伊作1、三宅 亮太1、青木 俊夫1、内藤 晋2、田口 安則2、加藤 佑一2、中田 康太2 （1. 東芝

ESS、2. 東芝） 

ケーブル絶縁材の健全性診断技術開発 
(4)実機取替ケーブルを用いた検討 
*藤吉 宏彰1、石井 元武1、礒部 仁博1、川島 崇利2、鈎 忠志3、池田 隆3、冨宅 ゆかり3、大本 正人3 （1. 原燃工、2.

関西電子ビーム、3. 関西電力） 

ケーブル絶縁材の健全性診断技術開発 
(5)高温下における照射劣化 
*石井 元武1、藤吉 宏彰1、礒部 仁博1、川島 崇利2、冨宅 ゆかり3、大本 正人3 （1. 原燃工、2. 関西電子ビーム、3.

関西電力） 
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SA解析 
座長：藤井 正 (日立 GE) 9月17日(木) 14:45～15:40 

K会場
 

API機能を活用した MAAPの熱交換器モデル高度化に関する検討 
*魏 明喜1、藤原 大資1、中坪 清一郎1 （1. テプシス） 

MAAPにおける1F事故を踏まえた発電所安全対策設備のモデル化（その2） 
*楠木 貴世志1、高木 俊弥1、佐野 直樹1、中村 晶1 （1. INSS） 

サンプスクリーン下流側影響の LOCA後炉⼼⻑期冷却に係る検討 
(4)炉⼼⼊⼝部の冷却材供給流路に関する２体燃料集合体試験 
*東 慧1、緒方 智明1、福田 龍1、坂田 英之1、白土 雄元3、中野 利彦2 （1. MHI、2. 関西電力、3. MHI NSエンジ） 

 
 
 

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）

溶融炉心挙動， FCI・ MCCI対策 
座長：神山 健司 (JAEA) 9月17日(木) 15:40～17:05 

K会場
 

MELTSPREADコードによる溶融物の拡がり挙動解析 
(2)感度解析 
*桂木 一行1、合田 博志1、林 直哉1、上田 謙一郎1 （1. MHI） 

水蒸気爆発の緩和対策に関する検討 
*藤井 正1、栗原 圭祐1、森山 清史2 （1. 日立 GE、2. マサキテック） 

シビアアクシデント時の溶融炉心冷却・ MCCI対策の信頼性向上に係る研究 
(その7)溶融炉心と低粘性化材の混合溶融物の拡がり実験 
*合田 博志1、蒲原 覚1、竹内 淳一1、戸田 太郎1 （1. MHI） 

シビアアクシデント時の溶融炉心冷却・ MCCI対策の信頼性向上に係る研究 
(その8)溶融炉心拡がり解析結果(実験解析) 
*原 伸英1、小田 拓央1、吉田 啓祐1、野口 浩徳1、谷本 浩一1、合田 博志1、竹内 淳一1、林 直哉1 （1. MHI） 

シビアアクシデント時の溶融炉心冷却・ MCCI対策の信頼性向上に係る研究 
(その9)実機プラントへの低粘性化材の適用による影響評価 
*林 直哉1、竹内 淳一1、合田 博志1、原 伸英1、戸田 太郎1 （1. MHI） 
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リスク評価・金属材料モデル 
座長：山野 秀将 (JAEA) 9月17日(木) 17:05～18:30 

K会場
 

格納容器ベント実施判断における組織間相互作用に着目したシステムリスク分析 
*廣川 直機1、山口 彰1、高田 孝1、張 承賢1 （1. 東大） 

六ヶ所再処理施設を対象とする内的事象 PRAに係る人間信頼性解析の高度化検討の試行について 
*山本 将寛1、武部 和巳1、芳賀 弘樹1、岸本 和也2、水野 義信3、小玉 貴司1、早海 賢1 （1. 日本原燃、2. MHI、3.

MHI NSエンジ） 

多変数フラジリティ曲線の変動がシステム損傷確率に与える影響に関する検討 
*中島 正人1 （1. 電中研） 

二軸応力状態を考慮した高強度金網材料モデルの構築 
*南波 宏介1、兵頭 佑紀2 （1. 電中研、2. テラサービス） 
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測定値を用いた最小二乗法による BWRの出力分布の最確値推定法の見直(1) 
*江連 秀夫1 （1. ナイス） 

 
 

2020年9月18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）

FP・エアロゾル挙動 
座長：唐澤 英年 (JAEA) 9月18日(金) 11:15～12:00 

K会場
 

Naプール中の希ガス気泡内 Csエアロゾルの除去機構に関する解析検討 
(2)エアロゾルの粒径分布と凝集による影響 
*宮原 信哉1 （1. 福井大） 

シビアアクシデント時のセシウム、ヨウ素の化学挙動に与えるホウ素の影響 
*三輪 周平1、鈴木 恵理子1、塩津 弘之1、杉山 智之1、逢坂 正彦1 （1. JAEA） 

 
 
 

全体会議

「原子力安全部会」第24回全体会議 
9月18日(金) 12:10～12:50 

K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

SMR等革新炉の安全と安全規制について 
今後の取組 
座長：関村 直人 (東大) 9月18日(金) 13:00～14:30 

K会場
 

原子力イノベーションの追求 
*舟木 健太郎1 （1. 経産省） 

海外で検討が進んでいる革新炉の安全設計の特徴等について（事例紹介： NuScale） 
*吉田 英爾1 （1. 日揮） 

海外で検討が進んでいる革新炉の安全設計の特徴等について（事例紹介： BWRX-300） 
*松浦 正義1 （1. 日立 GE） 

小型モジュール炉に係る諸外国の規制動向 
*鈴木 清照1 （1. 三菱総研） 
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ナトリウム冷却高速炉1 
座長：張 承賢 (東大) 9月18日(金) 14:45～16:25 

K会場
 

ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故時の制御棒材の共晶溶融挙動に関する研究 
(19)プロジェクト全体概要及び令和元年度までの進捗 
*山野 秀将1、高井 俊英1、菊地 晋1、江村 優軌1、東 英生2、福山 博之2、西 剛史3、太田 弘道3、守田 幸路4、中村 勤

也5 （1. JAEA、2. 東北大、3. 茨城大、4. 九大、5. 電中研） 

ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故時の制御棒材の共晶溶融挙動に関する研究 
(20)17mass%B4C-SS 共晶物の固相物性測定 
*高井 俊秀1、古川 智弘1、山野 秀将1 （1. JAEA） 



[3K05]

[3K06]

[3K07]

[3K08]

[3K09-11]

[3K09]

[3K10]

[3K11]

[1L01-06]

[1L01]

[1L02]

[1L03]

[1L04]

- 48 -

ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故時の制御棒材の共晶溶融挙動に関する研究 
(21)2.5mass%B4C-SS共晶溶融物の密度および表面張力測定 
*福山 博之1、東 英生1、山野 秀将2 （1. 東北大、2. JAEA） 

ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故時の制御棒材の共晶溶融挙動に関する研究 
(22)2.5mass%B4C-SS 共晶溶融物の垂直分光放射率、熱容量および熱伝導率測定 
*東 英生1、福山 博之1、山野 秀将2 （1. 東北大、2. JAEA） 

ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故時の制御棒材の共晶溶融挙動に関する研究 
(23)2.5mass%B4C-SS共晶溶融物の粘度測定 
*西 剛史1、佐藤 理花1、高塚 祐理子1、太田 弘道2、山野 秀将2 （1. 茨城大、2. JAEA） 

ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故時の制御棒材の共晶溶融挙動に関する研究 
(24)炭化ホウ素とステンレス鋼の共晶反応時の相互拡散 
*中村 勤也1、菊地 晋2、山野 秀将2 （1. 電中研、2. 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）

ナトリウム冷却高速炉2 
座長：藤村 幸治 (日立 GE) 9月18日(金) 16:25～17:15 

K会場
 

SA統合評価解析コード SPECTRAの高度化 
炉心損傷挙動評価モジュールの開発(1)モデル概要と計画 
*川田 賢一1、髙田 孝1、鈴木 徹2 （1. JAEA、2. 東京都市大） 

ナトリウム冷却高速炉の炉心崩壊事故時における溶融炉心物質の再配置挙動に関する研究 
(8)炉心入口プレナムに流出した溶融炉心物質の微粒化・冷却挙動に関する炉外試験 
*松場 賢一1、加藤 慎也1、神山 健司1、 Dmitry Ganovichev2、 Assan Akayev2、 Viktor Baklanov2 （1. JAEA、2.

カザフスタン国立原子力センター） 

ナトリウム冷却高速炉の炉心崩壊事故時における溶融炉心物質の再配置挙動に関する研究 
(9)ナトリウム中水平構造物に衝突する炉心溶融物質の微細化・冷却挙動に対する解析モデルの検証 
*五十嵐 魁1、堺 公明1、加藤 慎也2、松場 賢一2、神山 健司2 （1. 東海大、2. JAEA） 

 
 

2020年9月16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

外的 PRA 
座長：倉本 孝弘 (原子力エンジ) 9月16日(水) 10:00～11:45 

L会場
 

ダイナミック PRA手法の開発 
(1)JAEAにおける開発の概要 
*玉置 等史1、鄭 嘯宇1、田中 洋一1、久保 光太郎1、杉山 智之1、丸山 結1 （1. JAEA） 

ダイナミック PRA手法の開発 
(2)手法の構築及びツールの開発 
*鄭 嘯宇1、久保 光太郎1、田中 洋一1、玉置 等史1、杉山 智之1、丸山 結1 （1. JAEA） 

RI-PB に基づく新しい耐震設計体系のフレームワーク 
その5:原子力発電所の耐震多様性とロバストネスの評価 
*片山 吉史1、大鳥 靖樹2、酒井 俊朗1、牟田 仁2、安中 正3 （1. 電中研、2. 東京都市大、3. 東電設計） 

RI-PBに基づく新しい耐震設計体系のフレームワーク 
その6:原子力施設の周期特性の多様性を考慮したシステム解析コードの開発 
*大原 光晴1、大鳥 靖樹1、牟田 仁1、片山 吉史2、酒井 俊朗2 （1. 東京都市大、2. 電中研） 
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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5：地震・津波の確率論的ハザード評価 
*大鳥 靖樹1、原田 龍1、安中 正2、牟田 仁1 （1. 東京都市大、2. 東電設計） 

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6：地震・津波リスク評価とまとめ 
*牟田 仁1、大鳥 靖樹1、原田 龍1、山川 裕久1 （1. 東京都市大） 

 
 
 

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

津波 PRA 
座長：蛯澤 勝三 (電中研) 9月16日(水) 14:45～17:00 

L会場
 

津波ＰＲＡに関する技術基盤の構築 
その6：ハザード評価結果を忠実に反映した津波入力条件の設定方法 
*吉井 匠1、松山 昌史1、綿貫 理研1、佐藤 嘉則2、浅香 光晴2、大津 正士3、加藤 勝秀3 （1. 電中研、2. ユニック、3.

中部電力） 

津波ＰＲＡに関する技術基盤の構築<gdiv></gdiv> 
その7：外郭施設への津波影響を考慮したフラジリティ評価用検討波群の作成<gdiv></gdiv> 
*松山 昌史1、吉井 匠1、綿貫 理研1、佐藤 嘉則2、浅香 光晴2、和仁 雅明3、伊藤 公人3 （1. 電中研　、2. ユ

ニック、3. 中部電力） 

津波 PRAに関する技術基盤の構築 
その8：津波波圧に対する建屋外壁の漏水量評価フローの提案 
*甲斐田 秀樹1、松山 昌史1、綿貫 理研1、美原 義徳2、平木 隆文3、尾之内 厚志3 （1. 電中研、2. 鹿島建設、3. 中部

電力） 

津波ＰＲＡに関する技術基盤の構築 
その9: 内部溢水評価モデルから津波による建屋内浸水伝播解析モデルの構築方法 
*三宅 雄一朗1、山田 博幸2、岡本 旭生3、中村 健太郎3 （1. 東芝 ESS、2. 電中研、3. 中部電力） 

津波ＰＲＡに関する技術基盤の構築 
その10：建屋内浸水を考慮した機器フラジリティ評価手法の開発 
*山田 博幸1、三浦 弘道1、宇井 淳1、加藤 達也2、津村 真吾3 （1. 電中研、2. 東芝 ESS、3. 中部電力） 

津波ＰＲＡに関する技術基盤の構築 
その11 : 実機を対象とした事故シーケンス評価の概要 
*三浦 弘道1、綿貫 理研1、倉沢 弘樹2、小森 祐嗣3、加藤 貴士3、原 暢宏3、北原 直人3 （1. 電中研、2. 中部電力、3.

東芝 ESS） 

津波ＰＲＡに関する技術基盤の構築 
その12: 津波影響のある人間信頼性解析(HRA)の高度化 
*桐本 順広1、武田 大介1、野々瀬 晃平1、早瀬 賢一1、倉沢 弘樹2 （1. 電中研、2. 中部電力） 

津波ＰＲＡに関する技術基盤の構築 
その13 : 実機を対象とした事故シーケンス評価モデルの構築 
*加藤 貴士1、小森 祐嗣1、原 暢宏1、北原 直人1、三浦 弘道2、鈴木 求2、倉沢 弘樹3 （1. 東芝 ESS、2. 電中研、3. 中

部電力） 
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2020年9月17日(木)
 

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

PRA新手法 
座長：井手 善広 (アドバンスソフト) 9月17日(木) 10:00～11:45 

L会場
 

損傷モードと評価方法が配管系の地震フラジリティ評価におよぼす影響 
*大野 陽平1、酒井 理哉1、嶋津 龍弥1、松浦 真一1 （1. 電中研） 

余震の影響を考慮した地震と溢水の複合事象の確率論的リスク評価 
*張 承賢1、尾串 一樹1、高田 孝1、山口 彰1 （1. 東大） 

EALを対象としたリスク評価手法の開発 
(1)レベル1PRAモデルを利用した評価手法 
田原 美香2、*青木 貴則1、竹澤 伸久2、中川 孝博1 （1. 東芝プラントシステム、2. 東芝 ESS） 

外的事象を対象とした統合的リスク評価手法の開発 
その4：インタラクションマルチレイヤーモデルを用いた動的リスク評価手法の検討 
*森 憲治1、牟田 仁1、大鳥 靖樹1 （1. 東京都市大） 

レベル3PRAモデルの不確かさに関するクラスター分析手法の検討 
*市川 竜平1 （1. 規制庁） 

リスク概念を取り入れた原子力損害賠償の社会的費用モデル 
有限責任原則下でのモラルハザード問題回避の可能性に関する考察 
*三宅 貴志1、張 承賢1、高田 孝1、山口 彰1 （1. 東大） 

 
 
 

全体会議

「リスク部会」第7回全体会議 
9月17日(木) 12:10～12:50 

L会場
 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | リスク部会

熱流動とリスク評価 
座長：成宮 祥介 (原安進) 9月17日(木) 13:00～14:30 

L会場
 

リスク評価における熱流動解析の寄与 
*丸山 結1 （1. JAEA） 

原子炉熱流動解析からリスク評価への展開 
*宇井 淳1 （1. 電中研） 

核燃料施設の熱流動と詳細なリスク評価 
*吉田 一雄1 （1. JAEA） 

パネルディスカッション 
 
 
 

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

CCF評価 
座長：氏田 博士 (アドバンスソフト) 9月17日(木) 14:45～15:30 

L会場
 

CMMC法による複数機器間の相関を考慮した PRAに関する検討 
*澤田 憲人1、遠藤 知弘1、山本 章夫1、張 承賢2、藤原 大資3、佐藤 親宏3 （1. 名大、2. 東大、3. テプシス） 
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米国の事前分布評価手法を用いた SRV16弁の CCFパラメータ試評価 
*池側 智彦1、木村 竜介2 （1. 日立、2. 日立 GE） 

 
 
 

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 RI・加速器 
座長：豊川 弘之 (産総研) 9月17日(木) 15:30～16:40 

L会場
 

BWRを用いた標的α線治療向け Ac-225の生成法検討 
*井上 徹也1、川本 航大1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

ナトリウム冷却高速炉を用いた標的α線治療向け Ac-225の生成法検討 
*川本 航大1、岩橋 大希1、井上 徹也1、佐々木 悠人1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

Production cross sections of the medically interesting radionuclide 45Ti in the deuteron-induced
reaction on 45Sc. 
*Zolbadral Tsoodol1, Aikawa Masayuki1, Dagvadorj Ichinkhorloo1,2, Tegshjargal Khishigjargal3, Erdene Norov3

, Komori Yukiko4, Hiromitsu Haba4, Sá ndor Taká cs5, Ferenc Ditró i5, Szű cs Zoltá n5 （1. Hokkaido Univ., 2.

Univ. of Mongolia., 3. Univ. of Mongolia., 4. RIKEN, 5. Inst. for Nuclear Research (ATOMKI), Debrecen,

Hungary.） 

ホウ素中性子捕捉療法のための電子加速器中性子源と陽子加速器中性子源のコンポーネントと放射線特性
の比較 
*妹島 誠彦1、平賀 富士夫2 （1. 北大、2. 北大） 

 
 

2020年9月18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 | 203-1 加速器・ビーム加速技術/203-2 ビーム計測

加速器・ビーム技術 
座長：林崎 規託 (東工大) 9月18日(金) 10:30～11:40 

L会場
 

垂直 FFA加速器のマルチコイルを用いた電磁石設計に関する研究 
*足立 恭介1、和賀 雄飛1、伊藤 彰洋1、臼井 琢巳1、小堀 樹己1、米村 祐次郎1、有馬 秀彦1、池田 伸夫1、森 義治2

（1. 九大、2. 京大） 

相対論的フェムト秒電子線パルスを用いた超高速時間分解電子線回折に関する研究 
*玄 一貴1、楊 金峰1、神戸 正雄1、菅 晃一1、吉田 陽一1 （1. 阪大） 

レーザー変調を用いた超短パルス電子ビーム発生の研究 
*菅 晃一1、神⼾ 正雄1、楊 ⾦峰1、吉⽥ 陽⼀1 （1. 阪大） 

シリコン結晶による回折を用いたレーザー・コンプトン散乱ガンマ線の(E, θ)分布の診断 
*羽島 良一1、早川 岳人1、静間 俊行1、宮本 修治2、松葉 俊哉3 （1. QST、2. 兵庫県立大、3. JASRI） 

 
 
 

全体会議

「加速器・ビーム科学部会」第43回全体会議 
9月18日(金) 12:10～12:50 

L会場
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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

福島県における加速器の利用に関する状況 
座長：増田 開 (QST) 9月18日(金) 13:00～14:30 

L会場
 

ホウ素中性子捕捉療法 
世界初病院附設加速器 BNCT研究センターの現状 
*高井 良尋1 （1. 南東北 BNCT研究セ） 

加速器製造アルファ放射体を用いたアイソトープ治療への取り組み 
*鷲山 幸信1 （1. 福島県立医科大） 

ナノ微粒子支援型質量分析 
*平 修1 （1. 福島大） 

 
 
 

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/203-4 放射光，レーザー

中性子利用 
座長：木野 幸一 (産総研) 9月18日(金) 14:45～15:55 

L会場
 

中性子共鳴吸収分光法に粒子輸送シミュレーション計算を援用した温度解析法のスペクトル積分強度抽出
に関する研究 
*貞永 直樹1、佐藤 博隆1、加美山 隆1 （1. 北大） 

中性子透過ブラッグエッジイメージングにおける結晶組織構造情報直接推定法の実験データ解析に向けた
改善 
*榊原 亜子1、佐藤 博隆1、加美山 隆1 （1. 北大） 

中性子透過ブラッグディップイメージング法における3次元結晶方位解析に関する研究 
*櫻井 洋亮1、佐藤 博隆1、足立 望2、加美山 隆1 （1. 北大、2. 豊橋技科大） 

パルス中性子透過分光法によるフェライト鋼中マルテンサイト相分率解析法の開発 
*楠見 敦也1、佐藤 博隆1、林田 洋寿2、渡辺 賢一3、加美山 隆1、鬼柳 善明3 （1. 北大、2. CROSS、3. 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 | 203-3 ビーム利用・ターゲット/203-4 放射光，レーザー

量子ビーム利用 
座長：岡本 一将 (阪大) 9月18日(金) 15:55～17:05 

L会場
 

メタルレジスト配位子のビーム誘起反応初期過程の解明 (2) 
*池内 健吾1、大塚 友惠1、室屋 裕佐1、古澤 孝弘1、池田 卓也2、小室 嘉崇2、川名 大助2 （1. 阪大、2. 東京応化） 

ポルトランドセメントの加湿・乾燥によるナノ構造変化 
*林 雄一郎1、大沼 正人1、原 かおる1 （1. 北大） 

初期養生温度の違いがセメントのナノ構造へ及ぼす影響 
*原 かおる1、森永 祐加1、依田 侑也2、辻埜 真人2、西田 朗2、大沼 正人1 （1. 北大、2. 清水建設） 

ピコ秒レーザ加工 FBGセンサの鉄筋コンクリート柱への実装と計測 
*西村 昭彦1,3、西尾 悠平2、兼松 学2 （1. JAEA、2. 東京理科大、3. 福井大） 
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2020年9月16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 | 202-2 放射線物理，放射線計測

線量計開発 
座長：金 政浩 (九大) 9月16日(水) 10:30～11:45 

M会場
 

4層ホスイッチ検出器によるβ・γ同時弁別型線量計の開発 
(1)基本設計 
*前川 立行1、久米 直人2、牧野 俊一郎1、菊池 賢太郎2、大島 雄志1、藤原 栄一1 （1. 東芝電力放射線テクノサービ

ス、2. 東芝 ESS） 

4層ホスイッチ検出器によるβ・γ同時弁別型線量計の開発 
(2)装置設計と基本性能評価 
*久米 直人1、前川 立行2、牧野 俊一郎2、菊池 賢太郎2、大島 雄志2、藤原 栄一2 （1. 東芝 ESS、2. 東芝電力放射線

テクノサービス） 

BeO OSLを用いた BNCT場でのガンマ線線量測定手法に関する詳細検討 
*中村 悟1、山﨑 淳1、渡辺 賢一1、吉橋 幸子1、瓜谷 章1 （1. 名大） 

リアルタイムγ線スペクトル・線量同時計測システムの開発 
*西村 日加里1、三好 孝明1、日下 祐江1、玉置 真悟1、佐藤 文信1、村田 勲1 （1. 阪大） 

 
 
 

全体会議

「放射線工学部会」第53回全体会議 
9月16日(水) 12:10～12:50 

M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 | 202-2 放射線物理，放射線計測

ガンマ線・ X線測定1 
座長：野上 光博 (東北大) 9月16日(水) 14:45～15:55 

M会場
 

全方向コンプトンイメージングに基づく放射線源可視化・定量法の開発 
(3)無人ビークル搭載全方向コンプトンカメラを用いた実験的検証 
*向 篤志1、原 真太朗1、寺林 稜平1、島添 健次2、田村 雄介3、禹 ハンウル2、岸本 卓也2、高橋 浩之2、淺間 一2、富

田 英生1 （1. 名大、2. 東大、3. 東北大） 

Double photon Compton imaging with TOF capability 
*ZHIHONG ZHONG1, Kenji Shimazoe1, Hiroyuki Takahashi1 （1. Univ. of Tokyo） 

Prototype development of sphere Compton imaging system with GFAG scintillators 
*Agus Nur Rachman1, Kenji Shimazoe1, Hiroyuki Takahashi 1, Yusuke Tamura2, Hideki Tomita3, Hanwool Woo1

, Kei Kamada2, Fumihiko Ishida4, Eiiji Takada4, Kosuke Tanabe5 （1. Univ. of Tokyo, 2. Tohoku Univ. , 3.

Nagoya Univ., 4. NIT Toyama College, 5. NRIPS） 

RIを用いた集積と局所情報の同時取得技術の研究 
*上ノ町 水紀1、島添 健次1、高橋 浩之1 （1. 東大） 

 
 



[1M09-12]

[1M09]

[1M10]

[1M11]

[1M12]

[2M01-04]

[2M01]

[2M02]

[2M03]

[2M04]

[2M05-06]

[2M05]

[2M06]

[2M07-11]

[2M07]

- 54 -

 

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

ガンマ線・ X線測定2 
座長：富田 英生 (名大) 9月16日(水) 15:55～17:05 

M会場
 

TlBr指向性放射線検出器を用いた VPCの製作と評価 
*野上 光博1、人見 啓太朗1、鳥居 建男2、佐藤 優樹2、谷村 嘉彦2、川端 邦明2、渡辺 賢一3、小野寺 敏幸4、石井 慶

造1、高橋 浩之5 （1. 東北大、2. JAEA、3. 名大、4. 東北工大、5. 東大） 

後方散乱 X線検査用大型一次元検出器の虚像に関する検討 
*松江 俊樹1、渡辺 賢一1、山崎 淳1、瓜谷 章1、吉橋 幸子1、豊川 弘之2、藤原 健2、萬代 新一3、伊佐 英範3 （1. 名

大、2. 産総研、3. BEAMX） 

放射線量とエネルギースペクトルによる放射線源の位置推定 
*佐藤 駿1、山崎 はるか1、高瀬 つぎ子1、山口 克彦1 （1. 福島大） 

NaI(Tl)および BGOを用いた Bayes推定法におけるモンテカルロ式収束判定法についての検証 
*玉置 真悟1、佐藤 文信1、村田 勲1 （1. 阪大） 

 
 

2020年9月17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

中性子応用／同位体分析 
座長：渡辺 賢一 (名大) 9月17日(木) 10:00～11:10 

M会場
 

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（4） 
DDAシステムによる模擬高線量核物質測定試験 
*大図 章1、前田 亮1、米田 政夫1、藤 暢輔1 （1. JAEA） 

TOF-PGAを⽤いた⽔素測定における試料密度の影響 
*前田 亮1、常⼭ 正幸1,2、瀬川 ⿇⾥⼦1、藤 暢輔1、遠藤 駿典1、中村 詔司1、⽊村 敦1 （1. JAEA、2. 日本アド） 

BNCTのための熱外・高速中性子束強度測定検出器の開発 
*青木 計志1、村田 勲1、佐藤 文信1、玉置 真悟1 （1. 阪大） 

ストロンチウム共鳴イオン化における自動電離準位のシュタルクシフト観測 
*岩田 圭弘1、 Donguk Cheon1、宮部 昌文2、長谷川 秀一1 （1. 東大、2. 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

測定回路／信号処理 
座長：前田 亮 (JAEA) 9月17日(木) 11:10～11:50 

M会場
 

高線量場における CdTe半導体検出器のディジタル信号処理の開発 
*池田 好輝1、河原林 順1、羽倉 尚人1 （1. 東京都市大） 

電荷敏感型前置増幅器を応用した低雑音電流敏感型前置増幅器の開発 
*神野 郁夫1、尾鍋 秀明2 （1. 京大、2. レイテック） 

 
 
 

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

中性子スペクトル，減速特性，断面積解析及び集光ミラー 
座長：木野 幸一 (産総研) 9月17日(木) 14:45～16:15 

M会場
 

コンバータ箔の閾値反応を利用した X線用 IP転写法による高エネルギー中性子スペクトル測定結果の評
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価 
*藤谷 佑樹1、加美山 隆1、佐藤 博隆1、日塔 光一2、上松 幹夫2、園田 幸夫2、鵜野 浩行3、上本 龍二3、鬼柳 善明4

（1. 北大、2. TTSI、3. 住重アテックス、4. 名大） 

メシチレン冷減速材の中性子減速特性 
*田崎 誠司1、安部 豊1、山田 寛人1、山川 寛晶1 （1. 京大） 

軽水と重水の混合系に対する熱中性子散乱断面積解析 
*安部 豊1、田崎 誠司1、日野 正裕1 （1. 京大） 

中性子減速体系での小型シンチレーション検出器を用いた計測と熱中性子散乱則を考慮した解析 
*眞壁 風1、亀山 高範1、大江 俊昭1、高田 英治2 （1. 東海大、2. 富山高専） 

中性子集光ミラー開発と J-PARC MLF 中性子共鳴スピンエコー分光器群(VIN ROSE)の進展 
*日野 正裕1、小田 達郎1、遠藤 仁2、細畠 拓也3、船間 史晃1、山田 悟史2、山形 豊3、川端 祐司1 （1. 京大、2.

KEK、3. 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 | 202-3 中性子源・中性子工学

小型加速器中性子源 
座長：坂佐井 馨 (JAEA) 9月17日(木) 16:15～17:30 

M会場
 

小型電子加速器中性子施設 AISTANSからのファースト中性子ビーム 
*木野 幸一1,2、大島 永康1,2、小川 博嗣1,2、 O'Rourke Brian1,2、加藤 英俊1,2、黒田 隆之助1,2、佐藤 大輔1,2、鈴木 良

一1,2、清 紀弘1,2、田中 真人1,2 （1. 産総研、2. 新構造材料技術研究組合） 

小型加速器中性子源と高効率中性子回折装置を用いた結晶配向性の観察 
*渡辺 賢一1、今井 頌1、山﨑 淳1、吉橋 幸子1、瓜谷 章1、田﨑 誠司2、佐藤 節夫3 （1. 名大、2. 京大、3. KEK） 

名古屋大学における BNCT用加速器型中性子源システム開発 
(1)システム開発の進捗状況 
*吉橋 幸子1、土田 一輝1、瓜谷 章1、本田 祥梧1、渡辺 賢一1、山﨑 淳1、鬼柳 善明1、宮島 司2 （1. 名大、2. KEK） 

名古屋大学における BNCT用加速器型中性子源システム開発 
(2)Li封入型ターゲットの開発 
*本田 祥梧1、吉橋 幸子1、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） 

 
 

2020年9月18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 | 202-4 量子線の医学利用

医療応用 
座長：前畑 京介 (帝京大) 9月18日(金) 10:30～11:45 

M会場
 

電子線形加速器を利用した Ac-225の製造基礎試験 
*田所 孝広1、上野 雄一郎1、可児 祐子1、渡辺 敬仁2、佐々木 貴裕2、島田 真生子2、菊永 英寿3、柏木 茂3、大槻 勤4

、関本 俊4 （1. 日立、2. 日立ヘルスケア、3. 東北大、4. 京大） 

炭素線ビームを照射した３ Dゲル線量計中の放射性同位元素の評価 
*豊原 尚実1、蓑原 伸一2、五東 弘昭1、下野 義章3、湯原 勝3、山下 雄生3、赤山 類3 （1. 横浜国立大、2. 神奈川県立

がんセ、3. 東芝 ESS） 

放射性核種の共鳴励起に向けた半導体レーザー直接励起チタンサファイアレーザーの開発 
*服部 浩也1、 Volker Sonnenschein1、寺林 稜平1、富田 英生1,2、島添 健次2,3、 Klaus Wendt4 （1. 名大、2. JSTさ

きがけ、3. 東大、4. マインツ大） 

放射性炭素分析のための光フィードバック－キャビティリングダウン分光法の開発 
*齊藤 圭亮1、寺林 稜平1、 Volker Sonnenschein1、奥山 雄貴1、富田 英生1,2、吉田 賢二3、二宮 真一3、真野 和音4
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、池原 辰弥4、神谷 直浩4 （1. 名大、2. JSTさきがけ、3. 積水メディカル、4. 島津製作所） 
 
 
 

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

計測とシミュレーション 
座長：奥野 功一 (安藤ハザマ) 9月18日(金) 14:45～15:45 

M会場
 

リアルタイム中性子個人被ばく線量計の開発と応答特性評価に関する研究 
*阿部 洋平1,2、高田 真志1、中村 尚司2,4、青山 敬2、布宮 智也2、松本 哲郎3、増田 明彦3 （1. 防衛大、2. 富士電

機、3. 産総研、4. 東北大） 

コンクリート建屋内部における宇宙線中性子束の位置依存性 
*寳来 悠1、山口 尚紀2,1、渡辺 幸信1 （1. 九大、2. 東大） 

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

 
 
 

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 | 202-1 放射線挙動，遮蔽工学

遮蔽材 
座長：谷口 雅弘 (大成建設) 9月18日(金) 15:45～17:00 

M会場
 

Am-Be中性子線源を用いたコンクリートの含水量非破壊測定法の実験的検証 
*宮地 嘉弘1、村田 勲1、佐藤 文信1、玉置 真悟1、日下 祐江1 （1. 阪大） 

タングステン微粉末塗工遮蔽布の補助遮蔽実用化研究 
*岩宮 陽子1、川合 將義1,2、伊藤 大介3、密本 俊典4 （1. 超越化研、2. KEK、3. KURNS、4. 住友重機） 

遮蔽材料標準の策定について 
(15)元素組成の考え方 
*奥野 功一1、谷口 雅弘2、前中 敏伸3、島本 龍4、吉田 昌弘5、木村 健一6、田中 健一7 （1. 安藤ハザマ、2. 大成建

設、3. 竹中工務店、4. 中部電力、5. 原安技セ、6. フジタ、7. エネ総研） 

遮蔽材料標準の策定について 
(16)主要元素組成変動による線量率影響評価 
*中田 幹裕1、月山 俊尚2、松山 惠璃菜3、小迫 和明4、天野 俊雄5、河野 秀紀6 （1. MHI NSエンジ、2. 日立 GE、3.

東芝 ESS、4. 清水建設、5. CTC、6. アトックス） 
 
 

2020年9月16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 | 201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，核反応工学

核分裂理論 
座長：湊 太志 (JAEA) 9月16日(水) 10:00～10:55 

N会場
 

4次元ランジュバン模型による236U, 240Puの核分裂片 TKEの励起エネルギー依存性 
*島田 和弥1、張 旋1、石塚 知香子1、千葉 敏1 （1. 東工大） 

4次元ランジュバン模型による超重原子核の核分裂 
*石塚 知香子1、張 旋1、 Fedir Ivanyuk2、 Mark Usang3、千葉 敏1 （1. 東工大　、2. キエフ原子核研、3. マレーシ

ア原子力庁） 

時間依存平均場計算で導出した核分裂片の荷電偏極の対相関依存性 
*江幡 修一郎1、奥村 森2、石塚 知香子3、千葉 敏3 （1. 埼玉大、2. IAEA、3. 東工大） 
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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 | 201-1 原子核物理，核データ測定・評価・検証，核反応工学

不確かさ評価 
座長：中山 梓介 (JAEA) 9月16日(水) 10:55～11:50 

N会場
 

塩化物溶融塩高速炉のための塩素の核データ評価 
*稲倉 恒法1、山野 直樹1、石塚 知香子1、千葉 敏1 （1. 東工大） 

廃止措置における放射化放射能量の不確定性の評価 
*網谷 達輝1、稲倉 恒法1、山野 直樹1、田中 健一2、石塚 知香子1、水野 良治3、渡邉 将人4、千葉 敏1 （1. 東工

大、2. エネ総研、3. 中電 CTI、4. 中部電力） 

コンクリート深層透過における28Si断面積の不確かさ解析手法の考察 
Total Monte Carlo法による T6と SANDYの比較 
*山野 直樹1、稲倉 恒法1、千葉 敏1 （1. 東工大） 

 
 
 

全体会議

「核データ部会」第42回全体会議 
9月16日(水) 12:10～12:50 

N会場
 
 
 
 

企画セッション | 合同セッション | 合同セッション2（核データ部会、「シグマ」調査専門委員会）

核データ部会20年間の歩みとこれからの20年 
座長：渡辺 幸信 (九大) 9月16日(水) 13:00～14:30 

N会場
 

核データライブラリーの揺籃期から部会設立まで 
*吉田 正1 （1. 東工大） 

核データ部会20年に寄せて 
*深堀 智生1 （1. JAEA） 

私の夢見る20年後の核データ研究  
測定研究を通して 
*木村 敦1 （1. JAEA） 

20年後の未来へ、核データから道を切り拓く 
*湊 太志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

核データ評価、モデル計算 
座長：石塚 知香子 (東工大) 9月16日(水) 14:45～15:35 

N会場
 

重陽子核反応データファイル JENDL/DEU-2020の開発と検証 
*中山 梓介1、岩本 修1、渡辺 幸信2、緒方 一介3,4 （1. JAEA、2. 九大、3. 阪大、4. 大阪市立大） 

ガウス過程回帰を用いた核種生成断面積データの生成 
*岩元 大樹1、竹下 隼人2 （1. JAEA、2. 九大） 

核内カスケード模型による(p,nx)反応と(n,px)反応二重微分断面積の計算 
*片山 杜萌1、魚住 裕介1 （1. 九大） 
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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 | 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1 
座長：明午 伸一郎 (JAEA) 9月16日(水) 15:35～16:25 

N会場
 

Sn-Pb合金の透過中性子測定による熱中性子散乱則の実験的評価 
*上村 拓也1、堀 順一1、佐野 忠史2、西山 潤3、寺田 和司1、中島 健1 （1. 京大、2. 近大、3. 東工大） 

J-PARC・ MLF・ ANNRI における 93Nb中性子断面積測定と共鳴パラメータの導出 
*遠藤 駿典1、木村 敦1、中村 詔司1、岩本 修1、岩本 信之1 （1. JAEA） 

直線偏光ガンマ線を用いた Ta-181の核共鳴蛍光散乱実験 
*静間 俊行1、 Mohamed Omer2、羽島 良一1 （1. QST、2. 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

核データ測定2 
座長：片渕 竜也 (東工大) 9月16日(水) 16:25～17:15 

N会場
 

Double differential cross-section measurement of the medium-heavy nuclei (g,xn) reaction for
16.6 MeV polarized photons 
*Tuyet Kim Tran1, Toshiya Sanami1,2, Hirohito Yamazaki1,2, Toshiro Itoga3, Akihiro Takeuchi1, Shuji Miyamoto
4, Hiroshi Nakashima5, Yoshihiro Asano 2 （1. SOKENDAI, 2. KEK, 3. JASRI, 4. Univ. of Hyogo, 5. Hokkaido

Univ.） 

GeV領域陽子入射反応による Mn, Coの核種生成断面積 
*竹下 隼人1、明午 伸一郎2、松田 洋樹2、岩元 大樹2、中野 敬太2、渡辺 幸信1、前川 藤夫2 （1. 九大、2. JAEA） 

8 GeVおよび30 GeV陽子における弾き出し断面積測定 
*明午 伸一郎1、松田 洋樹1、岩元 洋介1、吉田 誠2、前川 藤夫1、岩元 洋樹1、長谷川 勝一1、牧村 俊助2、中本 建志2

、石田 卓1 （1. JAEA、2. KEK） 
 
 

2020年9月17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）

液体増殖材, 固体増殖材 
座長：八木 重郎 (京大) 9月17日(木) 10:00～11:25 

N会場
 

フッ化水素含有 FLiNaK中における JLF-1鋼とその合金元素の耐食性 
*山崎 樂1、長坂 琢也1,2、浜地 志憲1,2、田中 照也2、申 晶潔1,2 （1. 総研大、2. 核融合研） 

軟 X線分光分析法による鉄チタン合金中窒素の詳細分析 
*大村 涼1、八木 重郎1、向井 啓祐1、小柳津 誠2、落合 謙太郎2、春日井 敦2、小西 哲之1 （1. 京大、2. QST） 

過定比メタチタン酸リチウム Li2.12(2)TiO3+yの蒸発特性評価 
*向井 啓祐1、安本 勝2、寺井 隆幸3 （1. 京大、2. 富士山環境セ、3. 東大） 

湿潤空気下におけるブランケット候補材料 Li2TiO3の CO2吸収特性 
*秋田 佑馬1、平野 晃大1、谷池 晃1、古山 雄一1 （1. 神戸大） 

様々な曝露雰囲気における Li₂ ZrO₃の CO₂吸収特性 
*平野 晃大1、古山 雄一1、谷池 晃1、秋田 佑馬1 （1. 神戸大） 
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一般セッション | VI. 核融合工学 | 601-5 核融合中性子工学

中性子輸送と核融合反応計測 
座長：片山 一成 (九大) 9月17日(木) 11:25～12:00 

N会場
 

中性子輸送計算によるブランケット模擬体系内部の中性子空間分布の計算および実験にむけた検討 
*荻野 靖之1、向井 啓祐2、八木 重郎2、小西 哲之2 （1. 京大、2. 京大） 

単結晶 CVDダイヤモンド検出器の波形弁別によるトリチウム増殖反応定量計測手法の開発 
*小林 真1,2、吉橋 幸子3、小川 国大1,2、磯部 光孝1,2、神尾 修治1、藤原 大1、瓜谷 章3、長壁 正樹1,2 （1. 核融合

研、2. 総研大、3. 名大） 
 
 
 

全体会議

「核融合工学部会」第55回全体会議 
9月17日(木) 12:10～12:50 

N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

核融合原型炉に向けた研究開発の現状と展望 
座長：中島 徳嘉 (核融合研) 9月17日(木) 13:00～14:30 

N会場
 

原型炉開発の概要と炉設計の課題 
*坂本 宜照1 （1. QST） 

炉内機器設計に向けた研究開発と課題 
*谷川 博康1 （1. QST） 

遠隔保守の概念と開発課題 
*大西 宏行1 （1. MHI） 

トリチウム燃料サイクルシステム概念と開発課題 
*岩井 保則1 （1. QST） 

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）

燃料生成・燃料循環 
座長：林 巧 (QST) 9月17日(木) 14:45～16:45 

N会場
 

ベリリウム資源の安定的な確保に向けた革新的金属精製技術開発研究 
(1)ベリリウム 鉱石の溶解工程の試験研究 
*金 宰煥1、中野 優1、中道 勝1 （1. QST） 

ベリリウム資源の安定的な確保に向けた革新的金属精製技術開発研究 
(2)ベリリウム鉱石溶解液からの不純物分離工程の試験研究 
*中野 優1、金 宰煥1、中道 勝1 （1. QST） 

Water vapor release behavior and mass loss of Li4TiO4-Li2TiO3 core-shell breeding ceramic
pebbles with enhanced stability 
*Ruichong Chen1, Kazunari Katayama2, Akito Ipponsugi2, Ran Oyama2, Takahiro Matano2, Taku Matsumoto2

（1. Sichuan Univ., 2. Kyushu Univ.） 
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水素雰囲気下での長時間加熱による Li添加型 Li2TiO3からの Li質量移行と構造変化 
*一本杉 旭人1、片山 一成1、星野 毅2 （1. 九大、2. QST） 

プロトンポンプによる原型炉一次燃料系水素同位体ダイレクトリサイクルの効果２ 
*小西 哲之1、宮垣 寛之1、向井 啓祐1、日渡 良爾2、磯部 兼継2、増崎 貴3、田中 将裕3、原 正憲4、片山 一成5 （1. 京

大、2. QST、3. 核融合研、4. 富山大、5. 九大） 

高温ガス炉における T製造用 Liロッドの検討 
Zr水素吸収速度の温度依存性 
*中川 恭一1、松浦 秀明1、古賀 友稀1、片山 一成1、大塚 哲平2、後藤 実3、濱本 真平3、石塚 悦男3、中川 繁昭3、飛

田 健次4 （1. 九大、2. 近大、3. JAEA、4. 東北大） 

超臨界 CO2とステンレス鋼界面での物質移動に関する研究 
*片山 一成1、久保 海斗1、大宅 諒1、芦川 直子2、田中 照也2、相良 明男2、石山 新太郎3、近田 拓未4、中村 博文5

、田口 明6 （1. 九大、2. 核融合研、3. 弘前大、4. 静大、5. QST、6. 富山大） 
 
 
 

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）

ダイバータ工学 
座長：小西 哲之 (京大) 9月17日(木) 16:45～17:25 

N会場
 

先進的ろう付接合法を応用したタングステンと低放射化フェライト鋼の接合技術によるダイバータ受熱機
器開発 
*山下 東洋1、時谷 政行2、浜地 志憲2、能登 裕之2、増崎 貴2、室賀 健夫2 （1. 総研大、2. 核融合研） 

先進多段階ろう付接合法(AMSB)によるダイバータ受熱機器の開発 
*時谷 政行1、浜地 志憲1、平岡 裕2、増崎 貴1、田村 仁1、能登 裕之1、田中 照也1、恒吉 達矢3、辻 義之3、室賀 健夫
1 （1. 核融合研、2. 岡山理科大、3. 名大） 

 
 

2020年9月18日(金)
 

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）

ブランケット構造材 
座長：近田 拓未 (静岡大) 9月18日(金) 10:00～12:00 

N会場
 

Effect of tungsten matrix on mechanical properties of SiC fiber reinforced W composites 
*Yina Du1, Bo Huang 1, Fujio Shinoda1, Kanjiro Kawasaki1, Tatsuya Hinoki1 （1. Kyoto Univ.） 

Characterization of ion irradiatiated interface in Ti-clad V-4Cr-4Ti composite material 
*RAN RAN LI1, Hideo Watanabe1 （1. Kyushu Univ.） 

低放射化バナジウム合金中の窒素移行に及ぼすチタン濃度の影響 
*齋藤 千貴1、小林 真1,2、申 晶潔1,2、山崎 樂1、長坂 琢也1,2、 Valentyn Tsisar3、室賀 健夫1,2 （1. 総研大、2. 核融

合研、3. ベルギー原子力エネ研） 

バナジウム二元合金の微細組織・強度に及ぼす原子炉運転履歴効果 
*三浦 柊一郎1、福元 謙一1 （1. 福井大） 

Effects of Ti and Cr concentrations on high temperature tensile properties of high purity V
alloys 
*Jingjie Shen1, Takuya Nagasaka1, Masayuki Tokitani1, Takeo Muroga1, Ryuta Kasada2 （1. NIFS, 2. Tohoku

Univ.） 

燃料供給による核融合出力制御と不純物応答 
*林 祐太1、向井 啓祐1、八木 重郎1、藤田 隆明2、小西 哲之1 （1. 京大、2. 名大） 



[3N07]

[3N08-13]

[3N08]

[3N09]

[3N10]

[3N11]

[3N12]

[3N13]

[3N14-16]

[3N14]

[3N15]

[3N16]

[1M_PL]

[1M_PL01]

- 61 -

低放射化フェライト・マルテンサイト鋼の粒界シンク効果に及ぼす核変換ヘリウム及び水素の影響 
*圖子 光樹1、橋本 直幸1、安堂 正巳2、渡辺 淑之2、野澤 貴史2 （1. 北大、2. QST） 

 
 
 

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）

プラズマ対向材料 
座長：向井 啓祐 (京大) 9月18日(金) 14:45～16:25 

N会場
 

高温・高照射量で中性子照射されたタングステンの水素同位体吸蔵特性 
*大宅 諒1、 Shimada Masashi2、 Chase N. Taylor2、小林 真3、信太 祐二4、山内 有二4、孫 飛5、大矢 恭久5、上田

良夫6、波多野 雄治7 （1. 九大、2. INEEL、3. 核融合研、4. 北大、5. 静岡大、6. 阪大、7. 富山大） 

ベーキング処理による中性子照射タングステンからの水素同位体放出 
*波多野 雄治1、 Vladimir Kh. Alimov2,4、外山 健2、桑原 竜弥3、 Alexander V. Spitsyn4、染谷 洋二5 （1. 富山

大、2. 東北大、3. 愛工大、4. クルチャトフ研、5. QST） 

照射欠陥導入タングステンへの重水素プラズマ照射による滞留挙動に及ぼす照射温度依存性 
*山﨑 翔太1、小池 彩華1、和田 拓郎1、芦沢 京祐1、趙 明忠1、孫 飛2、外山 健3、大矢 恭久1 （1. 静岡大、2. 静岡

大、3. 東北大） 

Impact of surface helium on hydrogen isotopes retention behavior in tungsten materials 
*Fei Sun1, T. Wada1, S. Yamazaki1, A. Koike1, M. Zhao1, S.E. Lee2, M. Hara2, Y. Oya1 （1. Shizuoka Univ., 2.

Univ. of Toyama） 

QUEST2019S/Sでの水素プラズマ曝露による水素同位体滞留評価に及ぼす照射損傷影響評価 
*小池 彩華1、孫 飛1、趙 明忠1、和田 拓郎1、山﨑 翔太1、芦沢 京佑1、吉田 直亮2、花田 和明2、大矢 恭久1 （1. 静岡

大、2. 九大） 

複合イオン照射したプラズマ対向材料中の水素・ヘリウム挙動の高精度測定 
*宮本 光貴1、杉本 有隆1、原 一智1、治田 充貴2、岩切 宏友3、倉田 博基2 （1. 島根大、2. 京大、3. 琉球大） 

 
 
 

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）

ブランケット用機能性材料 
座長：波多野 雄治 (富山大) 9月18日(金) 16:25～17:15 

N会場
 

液体ブランケット用機能性被覆の照射―腐食相乗効果 
*三浦 颯太1、中村 和貴1、赤星 江莉果1、叶野 翔2、八木 重郎3、菱沼 良光4、田中 照也4、近田 拓未1 （1. 静岡

大、2. 東大、3. 京大、4. 核融合研） 

電気絶縁用セラミックス－鉄接合被覆の作製と特性評価 
*法月 亮介1、田中 照也2、赤星 江莉加1、木村 圭佑1、中村 和貴1、近田 拓未1 （1. 静岡大、2. 核融合研） 

Li2TiO3固体増殖ブランケット構造材 F82H表面に生成する酸化被膜の水素透過特性 
*岩松 尚杜1、向井 啓祐2、近田 拓未3、八木 重郎2、小西 哲之2 （1. 京大、2. 京大、3. 静岡大） 

 
 

2020年9月16日(水)
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 放射線工学部会

中性子計測技術の現状と展望 
座長：渡辺 賢一 (名大) 9月16日(水) 13:00～14:30 

M会場
 

中性子標準の開発と応用 
*松本 哲郎1 （1. 産総研） 
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軽量可搬型中性子線量計の開発 
*布宮 智也1 （1. 富士電機） 

ダイヤモンド中性子検出器の開発 
*金子 純一1 （1. 北大） 

 
 

2020年9月17日(木)
 

ポスターセッション

学生連絡会ポスターセッション　コアタイム1 
9月17日(木) 10:00～12:00 

PS会場1 (ポスターセッション会場1)
 
 
 
 

ポスターセッション

学生連絡会ポスターセッション　コアタイム2 
9月17日(木) 14:00～16:00 

PS会場1 (ポスターセッション会場1)
 
 
 

2020年9月16日(水)
 

ポスターセッション

ダイバーシティ推進委員会ポスターセッション 
9月16日(水) 10:00～17:15 

PS会場2 (ポスターセッション会場2)
 
 
 

2020年9月17日(木)
 

ポスターセッション

ダイバーシティ推進委員会ポスターセッション 
9月17日(木) 10:00～15:00 

PS会場2 (ポスターセッション会場2)
 
 
 
 

ポスターセッション

ダイバーシティ推進委員会ポスターセッション　意見交換会 
9月17日(木) 15:00～17:00 

PS会場2 (ポスターセッション会場2)
 
 
 
 

ポスターセッション

ダイバーシティ推進委員会ポスターセッション 
9月17日(木) 17:00～18:30 

PS会場2 (ポスターセッション会場2)
 
 
 



[2PS02_PS05]

[2PS03_PS01]

[2PS03_PS02]

- 63 -

2020年9月18日(金)
 

ポスターセッション

ダイバーシティ推進委員会ポスターセッション 
9月18日(金) 10:00～17:15 

PS会場2 (ポスターセッション会場2)
 
 
 

2020年9月17日(木)
 

ポスターセッション

広報情報委員会ポジション・ステートメント WGポスターセッション　コアタイム1 
9月17日(木) 10:00～12:00 

PS会場3 (ポスターセッション会場3)
 
 
 
 

ポスターセッション

広報情報委員会ポジション・ステートメント WGポスターセッション　コアタイム2 
9月17日(木) 14:00～16:00 

PS会場3 (ポスターセッション会場3)
 




