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2023年3月13日(月)
 

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）

液体金属・機能性材料 
座長:大塚 哲平(近大) 3月13日(月)10:15～11:55 

A会場
 

FeCrAl-ODS合金の保護性酸化被膜形成挙動と密着強度に関する研究 
*北村 嘉規1、大野 直子2、菱沼 良光3、近藤 正聡1 （1. 東工大、2. 横浜国大、3. 核融合研） 

再成膜による機能性被覆の修復技術の検討 
*伊藤 鉄馬1、藤原 輝1、城田 賢渡1、松浦 航1、 Kheim Duy1、清水 悠加1 （1. 静岡大） 

二酸化ケイ素を主成分とする機能性被覆の作製と特性評価 
*清水 悠加1、藤原 輝1、城田 賢渡1、松浦 航1、伊藤 鉄馬1、近田 拓未1 （1. 静岡大） 

APMT円管の内壁に形成されたα-Al2O3被膜による MHD圧力損失低減の検討 
*武藤 龍平1、西尾 龍乃介1、田中 照也2、近藤 正聡1 （1. 東工大、2. 核融合研） 

核融合炉液体増殖ブランケットにおける FeCrAl-ODS合金上のα-Al2O3被膜による MHD圧力損失抑制効
果に関する研究 
*西尾 龍乃介1、田中 照也2、大野 直子3、近藤 正聡1 （1. 東工大、2. 核融合研、3. 横浜国大） 

液体金属と3元系塩化物溶融塩間におけるリチウム–6同位体の平衡分配 
*伊藤 諒1、野本 楓1、荒谷 舜1、向井 啓祐1、八木 重郎1 （1. 京大） 

 
 
 

全体会議

「核融合工学部会」第60回全体会議 
3月13日(月)12:05～12:55 

A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

核融合研・新研究体制での核融合工学研究の展開 
座長:林 巧(QST) 3月13日(月)13:00～14:30 

A会場
 

核融合研の新体制（ユニット）の概要 
*吉田 善章1 （1. 核融合研） 

様々な超高流束場と協奏する材料の創製 
*長坂 琢也1 （1. 核融合研） 

プラズマ・複相間輸送ユニットにおける炉工学研究 
*増崎 貴1 （1. 核融合研） 

超伝導・低温工学ユニットの研究計画 
*平野 直樹1 （1. 核融合研） 

核融合プラントからの新たなエネルギー創出の可能性とその安全性 
*芦川 直子1 （1. 核融合研） 

東芝エネルギーシステムズ社の核融合への取組と核融合研究進展への期待 
*早川 敦郎1 （1. 核融合研） 

総合討論 
講演者全員  
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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）

ダイバータ材／超伝導材 
座長:小西 哲之(京都フュージョニアリング) 3月13日(月)14:45～16:10 

A会場
 

STEM-EELSによるタングステン中の重水素, ヘリウム挙動の高精度評価 
*佐野 航平1、澤江 伴弥1、治田 充貴2、倉田 博基2、宮本 光貴1 （1. 島根大、2. 京大） 

W-Y2O3合金の耐プラズマ照射性に及ぼす Moまたは Zrの添加効果 
*徐 ぎゅう1、宮本 光貴2、時谷 政行3、佐藤 紘一4 （1. 京大、2. 島根大、3. 核融合研、4. 鹿児島大） 

アニーリングによるタングステン内のひずみの減少と水素同位体の透過量の変化 
*矢田 裕貴1、小林 真1,2、長坂 琢也1,2 （1. 総合研究大学院大、2. 核融合研） 

タングステンーレニウム合金における HD混合プラズマ照射による水素同位体透過挙動 
*星野 柚香1、芦川 直子2、大矢 恭久1 （1. 静岡大、2. 核融合研） 

第一原理計算による REBCO中の照射欠陥の評価 
*櫻井 洸太1、大野 直子1 （1. 横浜国大） 

 
 
 

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）

中性子増倍材／固体増殖材 
座長:徐 ぎゅう(京大) 3月13日(月)16:10～17:15 

A会場
 

質量分析計直結型透過型電子顕微鏡による Be中のガス放出挙動のその場観察 
*中尾 智也1、澤江 伴弥1、大久保 慎高1、宮本 光貴1 （1. 島根大） 

Li2TiO3-Li4SiO4混合セラミックス材の鉛添加率によるトリチウム放出挙動の変化 
*三福寺 旭1、周 啓来2、 Tan Guangfan3、小林 真4、大矢 恭久1 （1. 静岡大、2. 武漢理工大、3. 北京科技大、4. 核

融合研） 

中性子照射した Li2TiO3-Li4SiO4混合セラミックにおけるトリチウム放出挙動に及ぼす照射量影響 
*周 啓来1,2、三福寺 旭1、譚 広繁1,3、大矢 恭久1 （1. 静岡大、2. 武漢理工大、3. 北京科技大） 

Comparison of tritium recovery behavior in Li2TiO3-Li4SiO4 ceramic pebbles and powder
irradiated with neutron 
*Guangfan Tan1, sanfukuji asahi2, hirata shiori2, Qilai Zhou3, Yasuhisa Oya2, Yingchun Zhang1 （1. Univ. of

Science and Technology Beijing., 2. Shizuoka Univ., 3. Wuhan Univ. of Tech.） 
 
 

2023年3月14日(火)
 

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）

トリチウム製造 
座長:小林 真(核融合研) 3月14日(火)10:30～11:55 

A会場
 

高温ガス炉トリチウム生産に向けた中性子照射 LiALO2からのトリチウム放出挙動 
*五十川 浩希1、片山 一成1、松浦 秀明1 （1. 九大） 

高温ガス炉を用いた核融合炉用 T製造法の検討 
(1) 模擬試験体を用いた円筒状Ｚ rのトリチウム閉じ込め性能評価実験 
*片山 一成1、五十川 浩希1、松浦 秀明2、大塚 哲平3、後藤 実4、中川 繁昭4、石塚 悦男4 （1. 九大、2. 九大、3. 近

大、4. JAEA） 

高温ガス炉を用いた核融合炉用 T製造法の検討 
(2) 酸化物共存下における Ni被覆水素吸蔵金属の水素吸収特性 
*大塚 哲平1、山下 和輝1、松浦 秀明2、片山 一成2、後藤 実3、中川 繁昭3、石塚 悦男3、濱本 真平4 （1. 近大、2. 九
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大、3. JAEA、4. Blossom Energy） 

高温ガス炉を用いた核融合炉用 T製造法の検討 
(3) Ni被覆 Zr球の水素吸収性能及び試験体の製作 
*松浦 秀明1、阿部 泰成1、北川 堪大1、川井 大海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、濱

本 真平5 （1. 九大、2. 九大、3. 近大、4. JAEA、5. Blossom Energy） 

高温ガス炉を用いた核融合炉用 T製造法の検討 
(4) トリチウム製造試験体の照射試験に関する予備検討 
*石塚 悦男1、 Ho Hai Quan1、島崎 洋祐1、中川 繁昭1、後藤 実1、松浦 秀明2、大塚 哲平3、片山 一成2、飯垣 和彦1

（1. JAEA、2. 九大、3. 近大） 
 
 
 

企画セッション | 総合講演・報告 | 「原子力アゴラ」調査専門委員会　核燃およびRI等研究施設検討・提言分科会

原子力人材育成と核燃・ RI研究施設との関わり 
座長:斉藤 拓巳(東大) 3月14日(火)13:00～14:30 

A会場
 

核燃および RI等研究施設検討・提言分科会概要 
*佐藤 修彰1 （1. 東北大） 

人材育成と核燃・ RI研究施設の必要性 
*上坂 充1 （1. 原子力委員会） 

大学等 RI施設の状況と対応 
*渡部 浩司1 （1. 放射線施設協議会、東北大） 

総合討論 
佐藤 修彰1、上坂 充2、渡部 浩司3、新井 知彦4、熊谷 直樹5、森下 泰5 （1. 東北大、1. 原子力委員会、3. 放射線

施設協議会、東北大、4. 文科省、5. 規制庁） 
 
 
 

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:見城 俊介(QST) 3月14日(火)14:45～16:25 

A会場
 

小型低出力核融合実験プラントの燃料システム 
*小西 哲之1 （1. 京都フュージョニアリング） 

リチウム鉛液滴からのトリチウム連続回収能率 
*興野 文人1、浜地 志憲2、田中 照也2、八木 重郎1 （1. 京大、2. 核融合研） 

純バナジウム中の水素同位体蓄積挙動のモデリング 
*小林 真1,2、山内 有二3、長坂 琢也1,2 （1. 核融合研、2. 総合研究大学院大、3. 北大） 

固体中トリチウムの深さ方向へのベータ線誘起 X線スペクトルの応答性のモンテカルロシミュレーション
による評価 
*原 正憲1、赤丸 悟士1、藤本 裕也1、阿蘇 司2 （1. 富山大、2. 富山高専） 

マイクロ波焼結により製作したプロトン導電体セルの物性評価 
*片岡 浩輔1、田宮 裕之1、向井 啓祐1、八木 重郎1 （1. 京大） 

先進固体トリチウム増殖材 Li2TiO3 + 20wt% Li2ZrO3からのリチウム蒸発量の定量 
*一本杉 旭人1、片山 一成1、星野 毅2 （1. 九大、2. QST） 
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2023年3月15日(水)
 

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 
座長:岡本 敦(名大) 3月15日(水)9:30～10:40 

A会場
 

LHDにおける低 Z粒子を用いた壁リサイクリング制御の進展 
*芦川 直子1,2、 Zhen SUN3、大石 鉄太郎1,2、川手 朋子1,2、吉沼 幹朗1、 Robert Lunsford3、鈴木 康浩4 （1. 核融合

研、2. 総研大、3. PPPL、4. 広島大） 

SPS法を用いたタングステン－銅合金接合によるダイバータ受熱機器の開発 
*村瀬 尊則1、森﨑 友宏1,2、林 祐貴1,2、坂田 浩章3、北垣 慎二3、高橋 雄太3、中島 擁平3 （1. 核融合研、2. 総研

大、3. 東邦金属） 

二段階接合法による Wと RAFM鋼の接合技術開発 
*山下 東洋1、時谷 政行2、能登 裕之2、浜地 志憲2、申 晶潔2、増崎 貴2、室賀 健夫2、野澤 貴史3、谷川 博康3 （1. 総

研大、2. 核融合研、3. QST） 

分割型高温超伝導マグネット用機械的エッジジョイントの接合抵抗の導体構造・温度磁場依存性評価 
*鈴木 和也1、伊藤 悟1、橋爪 秀利1 （1. 東北大） 

 
 
 

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）/601-5 核融合中性子工学/601-6 核融合炉
システム・設計・応用

炉内機器・リスク評価 
座長:芦川 直子(核融合研) 3月15日(水)10:40～12:00 

A会場
 

長時間熱流束評価におけるターゲット冷却の効果 
*松浦 寛人1、ブイ ソン2 （1. 大阪公立大、2. 大阪府立大） 

ダイバータ排気経路に適用可能なガス圧力分布計算手法の開発 
*岡本 敦1、矢ヶ崎 誇楠1、杉本 みなみ1、樋口 舜也1、小池 宗生1、佐藤 剛貴1、山田 悠斗1、藤田 隆明1 （1. 名大） 

核融合中性子源の液体 Liターゲットループに用いられる断熱材との共存下における Li燃焼に関する実験
的研究 
*見城 俊介1、小柳津 誠1、小幡 和弘1、落合 謙太郎1、佐藤 聡1 （1. QST） 

湾曲流路を流れる高速 Li噴流の内部流動構造の解明に関する研究 
*葉狩 大地1、沖田 隆文1、帆足 英二1 （1. 阪大） 

放射線リスク研究を踏まえた核融合規制検討への情報提供 
欧州の核融合研究に基づく放射線リスクと放射線リスクカーブの比較分析 
*井野 孝1、小西 哲之1、 Gé rald Degreef1、 Colin Baus1、 Paul Barron1、 Reuben Holmes1,2 （1. 京都

フュージョニアリング、2. 東大） 
 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 標準委員会

グレーデッドアプローチを適用した廃止措置の在り方 
座長:岡本 孝司(東大) 3月15日(水)13:00～14:30 

A会場
 

廃止措置におけるグレーデッドアプローチの適用 
*田中 健一1 （1. エネ総研） 

廃止措置計画における安全評価へのグレーデッドアプローチの適用 
*工藤 清一1 （1. MHI） 
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総合討論 
岡本 孝司1、田中 健一2、工藤 清一3 （1. 東大、2. エネ総研、3. MHI） 

 
 

2023年3月14日(火)
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

線量測定・管理等 
座長:真辺 健太郎(JAEA) 3月14日(火)9:30～10:35 

B会場
 

PVA-KIゲル線量計へのγ線照射よる光吸収 In-situ測定研究 
*砂川 武義1、吉橋 幸子2、グレン ハーベル3、青木 祐太郎1 （1. 福井工大、2. 名大、3. オンタリオ工科大） 

次世代放射光施設（ NanoTerasu）の放射線管理 
*萩原 雅之1、松田 洋樹1、竹内 章博1、糸賀 俊朗2、小西 啓之1 （1. QST、2. JASRI） 

GOSと WHAを骨材とした放射線遮蔽体の開発 
*中山 幸一1、日塔 光一2、鬼柳 善明3、北垣 亮馬4、加美山 隆4、佐藤 博隆4 （1. 東芝 ESS、2. 東芝 TSI、3. 北大名

誉、4. 北大） 

福島第一原子力発電所滞留水におけるサンプリング容器のα核種付着の評価について 
*今野 勝弘1、勝又 一1、鴨志田 守1 （1. 東電 HD） 

 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

福島県内河川の環境放射能 
座長:寺田 宏明(JAEA) 3月14日(火)10:35～12:00 

B会場
 

DGTを用いた福島県河川における137Cs置換活性成分の評価 
（3）地球化学パラメータを用いた検討 
*田中 琢朗1、斉藤 拓巳1、戸田 賀奈子1、藤原 健壮2、寺島 元基2、中西 貴宏2、小林 奈通子1、田野井 慶太朗1、加藤

弘亮3 （1. 東大、2. JAEA、3. 筑波大） 

福島県浜通りの河川における固液分配係数に基づく溶存態放射性セシウム濃度の推定 
*竹内 幸生1、那須 康輝1、入澤 歩1、樊 少艶1、谷口 圭輔2、恩田 裕一3 （1. 福島県環境創造セ、2. 津山高専、3. 筑

波大） 

Cs-137が含まれる河川中懸濁粒子の評価における捕集法の検証 
*那須 康輝1、竹内 幸生1、入澤 歩1、樊 少艶1、谷口 圭輔2、恩田 裕一3 （1. 福島県、2. 津山高専、3. 筑波大） 

広塩性魚ヌマガレイにおける異なる塩分条件下での餌料からの放射性セシウムの取込の評価 
*馬目 由季1、和田 敏裕1 （1. 福島大） 

ALPS処理水添加海水による水産物飼育と FWT移行評価 
*一場 雄太1、柴田 敏宏1、古田 岳志1、石沢 昇1、入野 隆之1、山中 和夫1 （1. 東電 HD） 

 
 
 

全体会議

「保健物理・環境科学部会」第46回全体会議 
3月14日(火)12:05～12:55 

B会場
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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

都市域での放射線テロ対策の最前線 
座長:永井 晴康(JAEA) 3月14日(火)13:00～14:30 

B会場
 

核セキュリティ対策に資する検知技術と初動対応 
*土屋 兼一1 （1. 科警研） 

局所域高分解能大気拡散・線量評価システム LHADDASの開発と放射線テロ対策への応用 
*中山 浩成1 （1. JAEA） 

総合討論：放射線テロ対策にシミュレーション情報をどのように活用したら良いか？ 
全講師および会場参加者  

 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

原子力防災・緊急時対応等 
座長:砂川 武義(福井工大) 3月14日(火)14:45～15:50 

B会場
 

ベイズ放出量推定手法の緊急時リアルタイム推定への適用性評価 
*寺田 宏明1、永井 晴康1、都築 克紀1、門脇 正尚1 （1. JAEA） 

大気拡散予測におけるプルーム拡散方向の不確実性推定 ‐ベイズ機械学習の適用‐ 
*門脇 正尚1、永井 晴康1、吉田 敏哉2、寺田 宏明1、都築 克紀1 （1. JAEA、2. ウインドエナジーコンサルティング） 

原子力災害時における車両汚染検査の最適化手法の研究 
(1) 既存の可搬型車両用ゲート型モニタによる測定迅速化 
*平岡 大和1、川崎 晃平2、木村 仁宣1、外川 織彦1、齊藤 将大1、江㟢 巌2 （1. JAEA、2. 千代田テクノル） 

避難指示区域における屋外作業時の被ばく線量評価 
*斎須 要文1、内山 恵三1、石井 利明1、安藤 維彦1、上野 敏弘1、中山 和美2、佐藤 里奈2、吉村 和也2、眞田 幸尚2

（1. 東電 HD、2. JAEA） 
 
 
 

一般セッション | VII. 保健物理と環境科学

内部被ばく・放射線影響・リスク 
座長:萩原 雅之(QST) 3月14日(火)15:50～17:30 

B会場
 

内部被ばく線量評価コード簡易版（ウェブアプリ）の開発 
*真辺 健太郎1、高橋 史明1 （1. JAEA） 

成人日本人ポリゴンファントムにおける臓器変形機能の構築 
*佐藤 薫1、古田 琢哉1 （1. JAEA） 

低線量率放射線の生体影響に関する新規数理モデルの検討 
*新美 秋桜1、中島 和也1、河井 宏斗1、松尾 陽一郎1、泉 佳伸2 （1. 福井大、2. 福井大） 

マウスへの複数酸化ストレスに伴う障害に対する低線量Ｘ線照射による作用に関する検討 
*片岡 隆浩1、直江 翔太2、藤本 有希2、村上 海斗2、雪峰 諒平2、田中 歩2、山岡 聖典1 （1. 岡山大、2. 岡山大） 

ラドン吸入が LPS 誘発マウス肺炎に及ぼす作用に関するプロテオーム解析を用いた基礎検討 
*直江 翔太1、片岡 隆浩2、雪峰 諒平1、村上 海斗1、藤本 有希1、田中 歩1、宮地 孝明3、山岡 聖典2 （1. 岡山大、2.

岡山大、3. 岡山大） 

一般廃棄物処分場における放射性セシウム濃度の深さ方向分布に関する定量評価 
*髙瀨 和之1、国分 宏城1 （1. 福島県環境創造セ） 
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2023年3月13日(月)
 

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）

過酷事故解析 
座長:松崎 隆久(日立 GE) 3月13日(月)10:15～11:55 

C会場
 

新物理モデルを用いた SIMMER-Vコードシステムの開発 
(1) SIMMER-V開発計画とコード概要 
*田上 浩孝1、石田 真也1、飛田 吉春1、岡野 靖1、山野 秀将1、久保 重信1、 Frederic PAYOT2、 Laurent SAAS2、

Laurent TROTIGNON2、 Pierre GUBERNATIS2 （1. JAEA、2. フランス原子力庁） 

SIMMER-Vコードの詳細燃料ピンモデルの開発 
(2)燃料ピンの熱的挙動に関する検証 
*石田 真也1、田上 浩孝1、岡野 靖1、山野 秀将1、久保 重信1 （1. JAEA） 

過酷事故時の原子炉格納容器・原子炉建屋の安全性解析コード BAROCの開発 
(1)ISP-47/ThAI国際標準問題に対する検証解析 
*大西 史倫1、浜野 明千宏1、三橋 利玄1、高橋 淳郎1、波田地 洋隆1、小池 秀耀1 （1. アドバンスソフト） 

過酷事故時の原子炉格納容器・原子炉建屋の安全性解析コード BAROCの開発 
(2)　FPエアロゾル挙動の詳細解析 
*高橋 淳郎1、三橋 利玄1、大西 史倫1、波田地 洋隆1、浜野 明千宏1、小池 秀耀1 （1. アドバンスソフト） 

建屋室温評価における空調系圧損係数の自動探索手法に関する検討 
*魏 明喜1、藤原 大介1、富永 浩太1 （1. テプシス） 

福島第一原子力発電所２号機原子炉建屋で水素爆発が起きなかった理由の検討 
*柴 鵬輝1、野崎 謙一郎1、末廣 詳一1、本多 剛2、溝上 暢人2、溝上 伸也2、大和田 賢治2 （1. テプシス、2. 東電

HD） 
 
 
 

全体会議

「原子力安全部会」第29回全体会議 
3月13日(月)12:05～12:55 

C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

原子力規制の変更から10年。原子力安全部会の活動を批判的に振り返る 
座長:山本 章夫(名大) 3月13日(月)13:00～14:30 

C会場
 

原子力安全部会の課題と挑戦 
*更田 豊志1 （1. 元規制委） 

総合討論 
更田 豊志1、糸井 達哉2、竹山 弘恭3 （1. 元規制委、2. 東大、3. 中部電力） 

 
 
 

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挙動 
座長:金井 大造(電中研) 3月13日(月)14:45～15:50 

C会場
 

ナトリウム冷却高速炉のシビアアクシデント時におけるガス状ヨウ素の生成挙動に関する研究 
(1) 研究開発の全体概要 
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*清野 裕1、近藤 俊樹1、土井 大輔1、菊地 晋1 （1. JAEA） 

ナトリウム冷却高速炉のシビアアクシデント時におけるガス状ヨウ素の生成挙動に関する研究 
(2) 化学平衡計算によるヨウ素挙動の予備評価 
*土井 大輔1、近藤 俊樹1、菊地 晋1、清野 裕1 （1. JAEA） 

ナトリウム冷却高速炉のシビアアクシデント時におけるガス状ヨウ素の生成挙動に関する研究 
(3) 不活性雰囲気におけるヨウ化ナトリウムの熱的挙動 
*近藤 俊樹1、菊地 晋1、土井 大輔1、清野 裕1 （1. JAEA） 

SA時の FP挙動モデルの評価 
4. SAコードにおける化学反応モデルの検討 
*唐澤 英年1、三輪 周平1、木野 千晶2 （1. JAEA、2. エネ総研） 

 
 
 

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）

FCVS 
座長:鄭 嘯宇(JAEA) 3月13日(月)15:50～16:55 

C会場
 

イオン液体によるフィルタベントシステムの高度化 
（１）全体概要 
*布川 大樹1、富永 和生1、福井 宗平1 （1. 日立 GE） 

イオン液体によるフィルタベントシステムの高度化 
（２）イオン液体による有機よう素の除去メカニズム 
*福井 宗平1、和田 陽一1、布川 大樹1、富永 和生1 （1. 日立 GE） 

イオン液体によるフィルタベントシステムの高度化 
（３）水共存環境でのイオン液体の有機よう素除去効果 
*金井 大造1、福井 宗平2、布川 大樹2、和田 陽一2、富永 和生2 （1. 電中研、2. 日立 GE） 

放射性希ガスによる被ばくを防止するフィルタベントシステムの開発 
(5)事故シーケンスやシステムがプラント挙動や被ばくに与える影響 
*松崎 隆久1、布川 大樹1、田中 基1、木藤 和明1、藤井 正1、青木 保高2、浅見 康行3 （1. 日立 GE、2. 東芝 ESS、3.

東電 HD） 
 
 

2023年3月14日(火)
 

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）

評価手法整備，親設炉の安全要件 
座長:村上 健太(東大) 3月14日(火)10:15～11:55 

C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 
（ H-5）火炎面モデルに係る燃焼速度モデルと起爆項モデルを用いた実スケール施設内での爆轟遷移の予
測性能の検証 
*中森 一郎1、富塚 孝之1、高橋 淳郎1、大西 史倫1、小玉 貴司2、玉内 義一2、佐藤 直弥2、坪井 伸幸4、林 光一3 （1.

アドバンスソフト、2. 日本原燃、3. コスモシルバ、4. 九州工大） 

原子力発電所の事故時の対応策自動生成のためのフレームワーク 
*阿部 哲1、出町 和之1、陳 実1 （1. 東大） 

グローブボックス火災の事象進展評価における火災解析に関する検討 
*瀧澤 真1、櫻井 智明1 （1. 規制庁） 

可視性解析を用いた森林火災による輻射影響評価の精緻化 
*榎本 開途1、藤原 大輔1、白井 浩嗣1、京 久幸1、加藤 基1 （1. テプシス） 
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高エネルギーアーク損傷(HEAF)の評価手法の整備 
（１） Cu蒸気の熱流動評価手法の検討 
*櫻井 智明1、椛島 一1、笠原 文雄1、吉井 敏浩2 （1. 規制庁、2. FMIC R&D） 

国内新設原子力発電所の安全要件とその成立可能性に関する研究 
その２：国内新設原子力発電所の安全要件の提案 
*山形 浩史1 （1. 長岡技科大） 

 
 
 

全体会議

「リスク部会」第12回全体会議 
3月14日(火)12:05～12:55 

C会場
 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | リスク部会[標準委員会、土木学会原子力土木委員会共催]

外的事象に対する原子力安全の基本的考え方の実効的な取り組み 
座長:糸井 達哉(東大) 3月14日(火)13:00～14:30 

C会場
 

外的事象に対する原子力安全の基本的考え方2021の概要 
*成宮 祥介1 （1. 原安進） 

安全目標の役割と普及 
*山口 彰1 （1. 原安協） 

地震・津波重畳による事故シナリオ 
*桐本 順広1 （1. 電中研） 

地震起因の内部溢水による事故シナリオ 
*白井 孝治1 （1. 電中研） 

原子力土木委員会との連携活動（リスコミ、原子力地震複合防災） 
*蛯沢 勝三1 （1. 土木学会） 

討議 
糸井 達哉1、成宮 祥介2、山口 彰3、桐本 順広4、白井 孝治4、蛯沢 勝三5 （1. 東大、2. 原安進、3. 原安協、4. 電

中研、5. 土木学会） 
 
 
 

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手法 
座長:氏田 博士(アドバンスソフト) 3月14日(火)14:45～15:35 

C会場
 

安全目標における「社会」の位置付けに関する概念的検討 
*菅原 慎悦1 （1. 関西大） 

情報量規準に基づくベイズ更新による LOCA時の燃料被覆管破断の予測精度向上 
*濱口 修輔1、成川 隆文1、高田 孝1 （1. 東大） 

CMMC法を利用した時間依存性を持つ人的因子を考慮したリスク評価の検討 
*森下 裕貴1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 
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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高度化 
座長:張 承賢(北大) 3月14日(火)15:35～17:00 

C会場
 

AI技術を活用した確率論的リスク評価手法の高度化研究 
(1) AIツールの開発計画 
*二神 敏1、山野 秀将1、栗坂 健一1、氏田 博士2 （1. JAEA、2. アドバンスソフト） 

より現実的な動的 PRAに向けた故障物理モデリング方法の導入 
*鄭 嘯宇1、玉置 等史1、柴本 泰照1、高田 毅士1 （1. JAEA、2. アドバンスソフト） 

地震 PRAにおける損傷相関に関する研究 
その3：応答相関に与える建屋の非線形応答の影響 
*小峰 諒1、大鳥 靖樹1、牟田 仁1、中島 正人2 （1. 東京都市大、2. 電中研） 

地震 PRAにおける耐震多様性の評価 
その4：応答曲面法を使った耐震多様性システムの効率的評価法 
*片山 吉史1、大鳥 靖樹2、牟田 仁2、酒井 俊朗3、中島 正人3 （1. 中電技術コンサルタント、2. 東京都市大、3. 電中

研） 

繰返し計算を必要としない等価線形化手法による建屋内機器のフラジリティ曲線の効率的作成法 
*茶谷 彰紀1、大鳥 靖樹1、中島 正人2 （1. 東京都市大、2. 電中研） 

 
 

2023年3月15日(水)
 

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

原子炉の設計と検査 
座長:浅野 和仁(東芝 ESS) 3月15日(水)10:30～11:55 

C会場
 

原子炉容器の非破壊検査結果に基づく仮想欠陥寸法の検討 
*田嶋 正和1、廣田 貴俊1、北条 隆志2、中崎 亮2 （1. MHI、2. 関西電力） 

人工知能を用いた配管、空調ダクト、ケーブルトレイの自動設計システムの開発 
(7) 配管物量を概略評価できる自動設計技術 
*高橋 志郎1、奥山 圭太1、山田 諄太2、井上 智靖2、若林 英祐2、黒崎 通明2、行田 将之佑3 （1. 日立、2. 日立

GE、3. 日立産業制御ソリューションズ） 

人工知能を用いた配管、空調ダクト、ケーブルトレイの自動設計システムの開発 
(8)原子力プラントへの適用例３ 
*山田 諄太1、井上 智靖1、黒崎 通明1、若林 英祐1、高橋 志郎2、奥山 圭太2、行田 将之佑3 （1. 日立 GE、2. 日

立、3. 日立産業制御ソリューションズ） 

柔軟性を有する三菱小型ナトリウム冷却高速炉（ MCR） 
*坂場 弘1、菅 太郎2、碓井 志典1 （1. MHI、2. MFBR） 

タンク型ナトリウム冷却高速炉における崩壊熱除去系概念とプラント基本運用 
*市川 健太1、中田 崇平1、安藤 将人2、近澤 佳隆2、加藤 篤志2 （1. MFBR、2. JAEA） 

 
 
 

全体会議

「原子力発電部会」第43回全体会議 
3月15日(水)12:05～12:55 

C会場
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企画セッション | 部会・連絡会セッション | 原子力発電部会

BWR型原子力発電所の再稼働に向けたソフト面およびハード面の取り組み 
座長:北田 孝典(阪大) 3月15日(水)13:00～14:30 

C会場
 

柏崎刈羽原子力発電所7号機における力量向上の取り組みについて 
*伊能 雅雄1 （1. 東電 HD） 

女川原子力発電所2号機における安全対策について 
*猪股 一正1 （1. 東北電力） 

島根原子力発電所2号機におけるブローアウトパネル閉止装置について 
*中島 大志1 （1. 中国電力） 

 
 
 

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

原子炉の運転管理と点検保守 
座長:藤原 斉二(東芝 ESS) 3月15日(水)14:45～16:10 

C会場
 

もんじゅ燃料体取出し作業の総括 
(1)もんじゅ燃料体取出しの位置づけと計画 
*浜野 知治1、塩田 祐揮1、津野 大海1、工藤 淳貴1 （1. JAEA） 

もんじゅ燃料体取出し作業の総括 
(2)燃料体取出し作業のリスク管理 
*塩田 祐揮1、浜野 知治1、津野 大1、工藤 淳貴1 （1. JAEA） 

もんじゅ燃料体取出し作業の総括 
(3)燃料体取出し作業の実績 
*津野 大海1、浜野 知治1、塩田 祐揮1、工藤 淳貴1 （1. JAEA） 

もんじゅ燃料体取出し作業の総括 
(4)燃料体取出し作業の評価 
*工藤 淳貴1、浜野 知治1、塩田 裕揮1、津野 大海1 （1. JAEA） 

整数計画法を用いた原子力プラントの点検工程自動作成手法の開発 
*橋立 竜太1、矢田 浩基1、高屋 茂1、伊藤 真理2、鈴木 正昭3 （1. JAEA、2. 神戸大、3. 中京大） 

 
 

2023年3月13日(月)
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | シニアネットワーク連絡会

次世代革新炉について語ろう 
原子力の社会的受容性を改善するゲームチェンジャになるには 
座長:早野 睦彦(SNW) 3月13日(月)13:00～14:30 

D会場
 

次世代革新炉の種類と開発のポートフォリオ 
*齋藤 伸三1 （1. SNW） 

次世代革新炉の意義とその役割について 
*針山 日出夫1 （1. SNW） 

革新炉開発がいざなう次世代の原子力技術者 
*高木 直行1 （1. 東京都市大） 

学生視点からの革新炉政策 
*篠原 知篤1 （1. 東京都市大） 
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パネル討論：次世代革新炉に期待すること 
モデレータ：針山日出夫1、齋藤 伸三1、高木 直行2、篠原 知篤2、堀越 蓮3、田丸 友也2 （1. SNW、2. 東京都市

大、3. 東工大） 
 
 
 

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 | 202-1 放射線挙動，遮蔽工学

放射線しゃへい 
座長:吉田 昌弘(原安技セ) 3月13日(月)14:45～16:55 

D会場
 

次世代放射光施設ナノテラスの蓄積リングにおける制動放射線の遮蔽設計 
*松田 洋樹1、萩原 雅之1、竹内 章博1、糸賀 俊朗2、小西 啓之1 （1. JAEA、2. JASRI） 

遮蔽材料標準の作成について(21) 
組成変動による線量率影響評価のうち高エネルギー光子に係る検討 
*中田 幹裕1、坂本 幸夫2、吉田 昌弘3、大石 晃嗣4、河野 秀紀2 （1. NDC、2. アトックス、3. 原安技セ、4. 日環研） 

クリアランス測定容器へのランダム収納による放射能換算係数への影響評価 (2) 
*渡邉 将人1、葛谷 敏男2 （1. 中部電力、2. テクノ中部） 

CERN/CHARMにおける24GeV 陽子を用いた遮蔽実験 
（13）ボナー球スペクトロメータを用いた鋼鉄・コンクリート遮蔽後の中性子スペクトル測定 
*松本 哲郎1、増田 明彦1、李 恩智2、佐波 俊哉2、大山 隆弘2、梶本 剛3、中尾 徳晶4、 Robert Froeschl5、 Elpida

Iliopoulou 5、 Angelo Infantino5 （1. 産総研、2. KEK、3. 広島大、4. 清水建設、5. CERN） 

遮蔽解析コード V&Vにおける妥当性確認実験 
*後神 進史1、川口 真穂1、松本 哲郎2、増田 明彦2、真鍋 征也2、原野 英樹2、佐藤 理3、奥野 功一4、佐波 俊哉5,6

（1. 規制庁、2. 産総研、3. NUCLTECH、4. 安藤ハザマ、5. KEK、6. 総研大） 

CERN/CHARMにおける24GeV陽子を用いた遮蔽実験 
(14)液体シンチレータとボナー球スペクトロメータによる遮蔽透過後中性子スペクトル 
*李 恩智1、松本 哲郎2、増田 昭彦2、佐波 俊哉1、執行 信寛3、梶本 剛4、中尾 徳晶5、 Robert Froeschl6、 Elpida

Iliopoulou6、 Angelo Infantino6 （1. KEK/総研大、2. 産総研、3. 九大、4. 広島大、5. 清水建設、6. CERN） 

燃料デブリから放出される中性子の特性評価 
*松村 太伊知1、坂本 雅洋1、寺島 顕一1、 Eka Riyana1、奥村 啓介1 （1. JAEA） 

点群データを用いた線量率評価システムの構築 
*岡本 力1、杉田 武志1 （1. ナイス） 

 
 

2023年3月14日(火)
 

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

検出器開発 
座長:金 政浩(九大) 3月14日(火)10:00～11:55 

D会場
 

中性子を用いた非破壊分析法のための高速応答中性子検出システムの開発 
*前田 亮1、藤 暢輔1 （1. JAEA） 

全方位指向性検出器 (FRIE) の開発 
(1) 検出器の設計製作とその特性 
*鳥居 建男1、杉田 武志2、佐々木 美雪3、眞田 幸尚3 （1. 福島大、2. 科学システム研、3. JAEA） 

全方位指向性検出器 (FRIE) の開発 
(2)逆問題解析を用いたイメージングアルゴリズム 
*佐々木 美雪1、眞田 幸尚1、鳥居 建男2 （1. JAEA、2. 福島大） 
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全方位指向性検出器 (FRIE) の開発 
(3) 環境中でのフィールド試験 
*眞田 幸尚1、佐々木 美雪1、宮崎 信之2、鳥居 建男3 （1. JAEA、2. クリアパルス、3. 福島大） 

ビーム中性子源を用いた熱外中性子測定用スペクトロメータの妥当性検証 
*藤原 悠1、玉置 真悟1、日下 祐江1、佐藤 文信1、村田 勲1 （1. 阪大） 

Development Position-Sensitive Gaseous Radiation Detector Based on Glass Gas Electron
Multiplier 
*HAMDAN MOH1, Yuki Mitsuya1, Kenji Shimazoe1, Hiroyuki Takahashi1 （1. Utokyo） 

Development of activation detector for quantity of long-term D-T neutron irradiation 
*Minwoo Han1, Ryota Eguchi1, Yoshihide Iwanaka2, Fuminobu Sato1, Isao Murata1 （1. OSAKA Univ., 2. KYOTO

Univ.） 
 
 
 

全体会議

「海外情報連絡会」第68回全体会議 
3月14日(火)12:05～12:55 

D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

エネルギー危機による世界の原子力情勢の変化 
座長:石川 顕一(東大) 3月14日(火)13:00～14:30 

D会場
 

エネルギー危機による世界の原子力情勢の変化 
*黒田 雄二1 （1. 海外電力調査会） 

 
 
 

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

放射線分析技術 
座長:渡辺 賢一(九大) 3月14日(火)14:45～16:05 

D会場
 

β、γ、 X線同時解析による迅速・高感度放射性核種分析法の開発 
(1)スペクトル定量法とその１ Fデブリ中40放射性核種分析への適用 
*大島 真澄1、後藤 淳2、早川 岳人3、篠原 宏文1、鈴木 勝行1、佐野 友一1、沈 海鋒1、小林 慧人1、金 政浩4、浅井 雅

人5 （1. 分析セ、2. 新潟大、3. QST、4. 九大、5. JAEA） 

β、γ、 X線同時解析による迅速・高感度放射性核種分析法の開発 
(2) SDM解析の GAGGシンチレータへの適用性 
*早川 岳人1、大島 真澄2、後藤 淳3、鈴木 勝行2、沈 海峰2、佐野 友一2、篠原 宏文2、金 政浩4 （1. QST、2. 分析

セ、3. 新潟大、4. 九大） 

β、γ、 X線同時解析による迅速・高感度放射性核種分析法の開発 
(3) Convolution法による LSC標準スペクトルデータベースの作成 
*鈴木 勝行1、後藤 淳2、大島 真澄1、沈 海峰1、佐野 友一1、篠原 宏文1 （1. 分析セ、2. 新潟大） 

β、γ、 X線同時解析による迅速・高感度放射性核種分析法の開発 
(4)機械学習を用いた試料中ガンマ線放出核種の迅速識別 
*金 政浩1、高橋 龍平1、後藤 淳2、大島 真澄3 （1. 九大、2. 新潟大、3. 分析セ） 

β、γ、 X線同時解析による迅速・高感度放射性核種分析法の開発 
(5) SDM法の精度向上に資する化学分離スキームの検討 
*小林 慧人1、佐野 友一1、沈 海峰1、鈴木 勝行1、大島 真澄1、篠原 宏文1 （1. 分析セ） 
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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

新装置・新技術 
座長:北山 佳治(JAEA) 3月14日(火)16:05～17:10 

D会場
 

低雑音電流敏感型プリアンプ VIECのダイナミックレンジ評価 
*神野 郁夫1、西川 潤一郎1、尾鍋 秀明2 （1. 京大、2. レイテック） 

SoCによる簡素なアナログ MCA機能の構築（2） 
試作と評価 
*前川 立行1 （1. TM RAMS Consulting） 

三次元マルチピクセル型検出器の自己遮蔽プロファイルを用いた線源方向推定法の開発 
*向 篤志1、海老 英虎1、神田 皆人1、富田 英生1 （1. 名大） 

TlBr半導体の結晶性の評価 
*渡辺 賢一1、野上 光博2、人見 啓太朗2 （1. 九大、2. 東北大） 

 
 

2023年3月15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

イメージング・基礎物理計測 
座長:神野 郁夫(京大) 3月15日(水)10:00～11:55 

D会場
 

摂動角相関を利用した磁場計測手法による RIイメージング技術の研究 
*上木 太晟1、上ノ町 水紀2、島添 健次1、富田 英生3,4、鎌田 圭5、高橋 浩之1 （1. 東大、2. 京大、3. 名大、4. JSTさ

きがけ、5. 東北大） 
169Ybの角度相関の測定と磁場応答の研究 
*封 博宇1、上木 太晟1、上ノ町 水紀4、島添 健次1、高橋 浩之1、富田 英生2、鎌田 圭3 （1. 東大、2. 名大、3. 東北

大、4. 京大） 

新規クリアランス対象物を想定したＸ線 CTの画像再構成条件に関する検討 
*仲宗根 峻也1、吉居 大樹1,3、澁谷 憲悟1、酒井 宏隆1、藤原 健2、河原林 順3 （1. 規制庁、2. 産総研、3. 東京都市

大） 

超微細シリコンピクセルセンサを用いた反跳電子飛跡計測コンプトンイメージングの検証 
*上ノ町 水紀1、 Qinghong ZHU2、島添 健次2、高橋 浩之2、眞方 恒陽3、川島 陸斗3、武田 彩希3、鶴 剛1 （1. 京

大、2. 東大、3. 宮大） 

波長分解型光ファイバ放射線位置検出器を用いた福島第一原子力発電所における放射線分布測定 
*寺阪 祐太1、佐藤 優樹1、瓜谷 章2 （1. JAEA、2. 名大） 

カルシウム同位体分析に向けたリュードベリ原子のエネルギーシフト観測 
*岩田 圭弘1、宮部 昌文1、赤岡 克昭1、若井田 育夫1、長谷川 秀一2 （1. JAEA、2. 東大） 

光フィードバック量子カスケードレーザーを用いたキャビティリングダウン分光に基づく放射性炭素分析
システムの評価 
*齊藤 圭亮1、寺林 稜平2,1、フォルカ ゾンネンシャイン1、岩元 一輝1、真野 和音3、川嶋 悠太3、古宮 哲夫3、東條 公

資3、吉田 賢二4、富田 英生1,5 （1. 名大、2. 東大、3. 島津製作所、4. 積水メディカル、5. JSTさきがけ） 
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全体会議

「放射線工学部会」第58回全体会議 
3月15日(水)12:05～12:55 

D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

放射線標準のトレンド 
座長:山田 崇裕(近大) 3月15日(水)13:00～14:30 

D会場
 

中性子標準の現在と今後 
*松本 哲郎1 （1. 産総研） 

ラドンの標準化に関する国際動向 
*床次 眞司1 （1. 弘前大） 

JAEAにおける二次標準の現状について 
*谷村 嘉彦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 | 202-3 中性子源・中性子工学

中性子源及び装置技術 
座長:坂佐井 馨(JAEA) 3月15日(水)14:45～16:25 

D会場
 

J-PARC核破砕中性子源からの遅発性中性子の観測 
*原田 正英1、勅使河原 誠1、大井 元貴1、山口 雄司1、及川 健一1、土川 雄介1、羽賀 勝洋1 （1. JAEA） 

大面積超薄多層膜中性子ミラー開発の現状 
*日野 正裕1、小田 達郎2、遠藤 仁3、細畠 拓也4、中村 吏一朗1、竹田 真宏4、吉永 吉永尚生1、山形 豊4 （1. 京

大、2. 東大、3. KEK、4. 理研） 

広い時空間領域の観測のための中性子スピンエコー分光法に関する技術開発 
*小田 達郎1、遠藤 仁2、日野 正裕3 （1. 東大、2. KEK、3. 京大） 

小型核融合中性子源によるインフラ非破壊検査技術の研究 
*加藤 大典1、藤原 健2、長谷川 純1、片渕 竜也1、林崎 規託1 （1. 東工大、2. 産総研） 

Study of proton distribution in the backing material of accelerator neutron source solid target
by ERDA analytical techniques 
*HONGFU LIU1, Naoto HAGURA1, Tomohiro KOBAYASHI2, Jun KAWARABAYASHI1 （1. TCU, 2. RIKEN） 

IEC小型核融合中性子源の高出力運転に向けた PIC-MCC解析 
*長谷川 純1、松田 和大1 （1. 東工大） 

 
 

2023年3月14日(火)
 

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（医療用を含む）・放射光・レーザー

加速器・放射光・レーザー 
座長:羽倉 尚人(東京都市大) 3月14日(火)9:45～10:50 

E会場
 

EPICSを用いた加速器の遠隔監視システム開発と人材育成 
*林崎 規託1、井上 遼1、長江 大輔1、帯名 崇2、佐々木 信哉2、佐藤 政則2 （1. 東工大、2. KEK） 

コヒーレント高調波の観測に向けた小型高分解紫外分光器の構築 
*坂本 文人1、南野 冠汰1、全 炳俊2 （1. 秋田高専、2. 京大） 
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UVSORにおける F-LCSガンマ線ビーム発生に関する研究：実験 
*大垣 英明1、全 炳俊1、紀井 俊輝1、早川 岳人2、静間 俊行2、平 義隆3、藤本 将輝4、アリ カレッド1,5 （1. 京大、2.

QST、3. 分子研、4. あいちシンクロトロン光セ、5. サウスバレイ大） 

高出力密度高速掃引レーザー除染と模擬汚染剤による除染係数評価 
*峰原 英介1、小菅 淳2 （1. LDD、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 | 203-2 ビーム利用・ビーム計測・ターゲット

ビーム応用・計測 
座長:坂本 文人(秋田高専) 3月14日(火)10:50～12:00 

E会場
 

加速器線源の中性子・ X線ビームプロファイルの IPを用いた計測 
*上本 龍二1、鵜野 浩行1、日塔 光一2、上松 幹夫2、加美山 隆3、佐藤 博隆3、鬼柳 善明3 （1. 住重アテックス、2. 東

芝 TSI、3. 北大） 

PIGE分析により得られた陽子ビームの不確かさが PIXE分析の定量評価に与える影響の研究 
*鎌田 凌河1、羽倉 尚人1、佐藤 勇1、中島 邦久2、河原林 順1 （1. 東京都市大、2. JAEA） 

都市大タンデムにおける大気 PIXEビームラインに関する基礎研究 
*松井 隆祥1、羽倉 尚人1、河原林 順1 （1. 東京都市大） 

荷電粒子誘起発光分析法による岩絵具の産地推定 
*近松 優真1、羽倉 尚人1、河原林 順1、渡部 創2 （1. 東京都市大、2. JAEA） 

 
 
 

全体会議

「加速器・ビーム科学部会」第48回全体会議 
3月14日(火)12:05～12:55 

E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

「もんじゅ」サイトに設置する新たな試験研究炉計画の現状 
座長:峯尾 英章(JAEA) 3月14日(火)13:00～14:30 

E会場
 

新試験研究炉の概念検討 
*辻本 和文1 （1. JAEA） 

新試験研究炉の幅広い利用運営 
*日野 正裕1 （1. 京大） 

新試験研究炉利用に向けた地元関係機関との連携構築 
*宇埜 正美1 （1. 福井大） 

 
 
 

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・実験データベース 
座長:木村 敦(JAEA) 3月14日(火)14:45～15:50 

E会場
 

Isotope separation by using crown ether 
*Pantiwa Kumsut1, Ryuta Hazama1, Takaaki Yoshimoto1, Chonlada Pitakchaianan1, Kanyanan Kosinarkaranun1

, Anawat Rittirong2 （1. Osaka Sangyo Univ., 2. Osaka Univ.） 

The comparison of nuclear data, theoretical calculations, and experimental results for
photoneutron spectra on Ta, W, and Bi targets for 17 MeV photons 



[2E11]

[2E12]

[2E13-17]

[2E13]

[2E14]

[2E15]

[2E16]

[2E17]

[3E01-06]

[3E01]

[3E02]

[3E03]

[3E04]

[3E05]

[3E06]

- 17 -

*Thuong Thi Hong Nguyen1, Toshiya Sanami2,1, Hirohito Yamazaki2,1, Yasuhito Sakaki2,1, Toshiro Itoga3, Yoichi

Kirihara4, Kenta Sugihara2,1, Shuji Miyamoto5, Satoshi Hashimoto6, Yoshihiro Asano2,5 （1. SOKENDAI, 2. KEK,

3. JASRI, 4. JAEA, 5. Osaka Univ., 6. Hyogo Univ./LASTI） 

180度方向に放出される核破砕中性子による Bi箔を用いた放射化反応率測定 
*杉原 健太1、明午 伸一郎2、岩元 大樹2、前川 藤夫2 （1. KEK、2. JAEA） 

原子核反応実験データベース EXFORにおける FAIR原則の実装 
*奥村 森1、 Georg Schnabel1、 Arjan Koning1 （1. IAEA） 

 
 
 

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

荷電粒子入射反応 
座長:国枝 賢(JAEA) 3月14日(火)15:50～17:10 

E会場
 

400 MeV - 3 GeV陽子における Al(p,xp)反応の二重微分断面積 (DDX) の測定 
(2) 400 MeV 陽子を用いた測定 ― 
*明午 伸一郎1、山口 雄司1、岩元 大樹1 （1. JAEA/J-PARC） 

京都大学 FFAG 加速器を用いた核データ測定実験における中性子生成二重微分断面積の解析及び 237Np 核
分裂計数管を用いた核破砕中性子場の測定 
*岩元 大樹1、明午 伸一郎1、佐藤 大樹1、岩元 洋介1、杉原 健太3、石 禎浩2、上杉 智教2、栗山 靖敏2、八島 浩2、西

尾 勝久1 （1. JAEA、2. 京大、3. KEK） 

230MeV/u　α粒子入射荷電粒子生成二重微分断面積の測定(2) 
*古田 稔将1、魚住 裕介1、山口 雄司2、岩元 洋介2、佐波 俊哉3、古場 裕介4 （1. 九大、2. JAEA、3. KEK、4. QST） 

反対称化分子動力学における100-200MeV領域の p+12C, 27Al反応断面積の平均場模型依存性 
*向原 悠太1、佐波 俊哉2,3、小野 章4、稲倉 恒法1、石塚 知香子1、千葉 敏1 （1. 東工大、2. KEK、3. 総研大、4. 東北

大） 

半古典歪曲波模型による重陽子入射包括的非弾性散乱の記述 
*中田 響1、吉田 数貴2、緒方 一介3,1 （1. 阪大、2. JAEA、3. 九大） 

 
 

2023年3月15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

核分裂反応 
座長:岩本 修(JAEA) 3月15日(水)9:30～11:05 

E会場
 

4次元 Langevin模型を用いる統計崩壊計算のための収率及び TKEの評価 
*藤尾 和樹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ウラン同位体の核分裂機構の研究 
*島田 和弥1、石塚 知香子1、 Fedir Ivanyuk2、千葉 敏1 （1. 東工大、2. Institute for Nuclear Research） 

4次元ランジュバン模型によるメンデレビウム同位体の核分裂片の全運動エネルギーの研究 
*稲垣 潤1、島田 和弥1、石塚 知香子1、フェディル イワニューク2、千葉 敏1 （1. 東工大、2. キエフ原子核研） 

アクチノイドおよび超重核における TKEの系統性 
*石塚 知香子1、マーク ウサング3、フェディエール イワニューク2、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） 

動力学模型による中性子過剰核の核分裂収率計算 
*田中 翔也1、西村 信哉1、西村 絃志2、湊 太志3、有友 嘉浩2 （1. 理研、2. 近大、3. JAEA） 

5次元 Cassiniパラメータを用いたアクチノイド領域における核分裂動力学の研究 II 
*岡田 和記1、和田 隆宏1、 Nicolae Carjan2,3 （1. 関西大、2. IFIN-HH、3. LP2i, Bordeaux Univ.） 
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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

核データ評価・応用 
座長:中山 梓介(JAEA) 3月15日(水)11:05～11:55 

E会場
 

ベイズ深層学習による235Uの核分裂生成物収率のエネルギー依存性評価 
*陳 敬徳1、向原 悠太1、石塚 知香子1、千葉 敏1 （1. 東工大） 

巨大共鳴のピークエネルギーの不確かさ推定とピークエネルギーを再現する新しいパラメーターセット 
*稲倉 恒法1 （1. 東工大） 

原子炉ニュートリノを用いる原子炉等遠隔監視の研究 
*佐々木 華蓮1、吉田 正2、石塚 知香子1、千葉 敏1 （1. 東工大、2. 東京都市大） 

 
 
 

全体会議

「核データ部会」第47回全体会議 
3月15日(水)12:05～12:55 

E会場
 
 
 
 

企画セッション | 総合講演・報告 | 「シグマ」調査専門委員会[核データ部会共催]

シグマ委員会設立60周年記念 
核データ研究へのオールジャパンでの取り組み 
座長:渡辺 幸信(九大) 3月15日(水)13:00～14:30 

E会場
 

シグマ委員会60年の歩み 
*深堀 智生1 （1. JAEA） 

核データ部会と今後の期待 
*西尾 勝久1 （1. JAEA） 

JENDL委員会とのかかわり 
*吉岡 研一1 （1. 東芝 ESS） 

シグマ委員会に期待すること 
*千葉 敏1 （1. 東工大） 

 
 
 

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

革新炉用核データ 
座長:執行 信寛(九大) 3月15日(水)14:45～16:25 

E会場
 

革新型原子炉開発のための核データ整備基盤の構築 
(1) プロジェクトの全体概要 
*堀 順一1、岩本 修2、片渕 竜也3、佐野 忠史4 （1. 京大、2. JAEA、3. 東工大、4. 近大） 

革新型原子炉開発のための核データ整備基盤の構築 
(2) 熱中性子散乱則に関する微分断面積測定 
*木村 敦1、遠藤 駿典1、中村 詔司1、 Gerard Rovira1 （1. JAEA） 

革新型原子炉開発のための核データ整備基盤の構築 
(3) 構造材に対する荷電粒子放出反応断面積測定 
*片渕 竜也1、中野 秀仁1、小木曽 喬晧1、児玉 有1、登坂 健一1、 Gerard Rovira2、木村 敦2、遠藤 駿典2、中村 詔司2

（1. 東工大、2. JAEA） 
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革新型原子炉開発のための核データ整備基盤の構築 
(4) 京大炉ライナックを用いた熱中性子散乱則データ検証のための積分実験 
*髙橋 佳之1、堀 順一1、八島 浩1、寺田 和司1、松尾 泰典2、神田 峻2、佐野 忠史2 （1. 京都大、2. 近大） 

革新型原子炉開発のための核データ整備基盤の構築 
(5) 近大炉を用いた熱中性子散乱則データ検証のための試料反応度実験 
*佐野 忠史1、神田 峻1、松尾 泰典1、池田 晶一1、福田 洋之1、後藤 正樹1、左近 敦士1、堀 順一2 （1. 近大、2. 京

大） 

革新型原子炉開発のための核データ整備基盤の構築 
(6) 熱中性子散乱則および荷電粒子放出反応断面積の評価手法の検討 
*中山 梓介1、岩本 修1 （1. JAEA） 

 
 

2023年3月13日(月)
 

全体会議

「社会・環境部会」第48回全体会議 
3月13日(月)12:05～12:55 

F会場
 
 
 
 

企画セッション | 合同セッション | 「原子力に関わる人文・社会科学的総合知問題」研究専門委員会、社会・環境部会

「総合知」の視点と原子力利用の諸課題 
「風評」問題をめぐって 
座長:土田 昭司（関西大） 3月13日(月)13:00～14:30 

F会場
 

委員会設立の狙いと活動の経過報告 
*佐田 務1 （1. JAEA） 

「風評」問題に関する検討状況の報告 
*寿楽 浩太1 （1. 東京電機大） 

風評被害のメカニズム 
東京電力福島第一原子力発電所事故後のリスクの社会的増幅 
*関谷 直也1 （1. 東大） 

総合討論 
 
 
 

一般セッション | I. 総論

安全文化・将来技術 
座長:澤田 哲生(元東工大) 3月13日(月)14:45～15:35 

F会場
 

原子力産業従業員の安全風土評価における世代差 
*寺口 司1 （1. INSS） 

原子力発電所における安全風土の変遷 
アンケート調査を通して 
*福井 宏和1 （1. INSS） 

日本における SMR技術の適応可能性について-原子炉熱応用- 
*青木 祐太郎1、グレン ハーヴェル2 （1. 福井工大、2. オンタリオ工科大） 
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一般セッション | I. 総論

コミュニケーション 
座長:山本 隆一(所属なし) 3月13日(月)15:35～16:25 

F会場
 

ソーシャルメディアにおけるエネルギー関連投稿の分析 
*夛田 幹宏1 （1. INSS） 

原⼦⼒発電をめぐる議論の深化のための論点の分析 
第2報：原子力発電に関する主観的論理構造の分析 
*椎野 直1、高橋 信1 （1. 東北大） 

放射線の健康影響に対する不安に寄り添う情報提供方策の提案 
メンタルモデルを踏まえたメッセージ案の検討 
*桑垣 玲子1、小杉 素子2、土屋 智子3 （1. 電中研、2. 静岡大、3. 複合リスク学際研究・協働ネットワーク） 

 
 
 

一般セッション | I. 総論

社会調査 
座長:竹田 宜人(北大) 3月13日(月)16:25～17:30 

F会場
 

「福井県 高校生の原子力に関する意識調査」から見えてくるもの 
森 夕乃1、今泉 友里1、*浅井 佑記範1、澤田 哲生 （1. 福井南高） 

欧州における原子力発電に対する世論の考察 
*大磯 眞一1 （1. INSS） 

福島事故後10年間の意識の軌跡 
世代間変動と世代内変動への分解 
*藤田 智博1 （1. INSS） 

福島第一原子力発電所事故後の原子力利用の動向に関する世論の推移 
社会調査の手法に則した調査の分析 
*篠田 佳彦1 （1. 福島県環境創造セ） 

 
 

2023年3月14日(火)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 501-1 基礎物性

基礎反応・基礎物性 
座長:佐藤 勇(東京都市大) 3月14日(火)10:00～11:05 

F会場
 

Oxygen potential measurements of Nd-doped (U,Pu,Am)O2± x mixed oxides 
*Romain Jean-Marie Vauchy1, Takeo Sunaoshi1, Shun Hirooka1, Shinya Nakamichi1, Tatsutoshi Murakami1,

Masato Kato1 （1. JAEA, 2. Inspection Development） 

Chemical reaction between cesium compounds and zircaloy-4 at 1073 K 
*Mai Dung Do Thi Do Thi1, Tadachika Nakayama1, Hisayuki Suematsu1 （1. Nagaoka Univ. of Tech.） 

高 Am含有 UO2の酸素ポテンシャルと熱伝導率 
*渡部 雅1、横山 佳祐1、加藤 正人1、日野 哲士2 （1. JAEA、2. 日立 GE） 

高温領域における MOXのエンタルピー測定と比熱評価 
*廣岡 瞬1、松本 卓1、加藤 正人1、小笠原 誠洋2 （1. JAEA、2. 検査開発） 

 
 



[2F05-07]

[2F05]

[2F06]

[2F07]

[2F_GM]

[2F_PL]

[2F_PL01]

[2F_PL02]

[2F_PL03]

[2F_PL04]

[2F08-10]

[2F08]

[2F09]

- 21 -

 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 501-1 基礎物性

機械学習・高速炉リサイクル・ FP有効活用 
座長:渡部 雅(JAEA) 3月14日(火)11:05～11:55 

F会場
 

MOX燃料ペレットの機械学習焼結密度予測モデル 
*土持 亮太1、加藤 正人1、中嶋 竜矢1、廣岡 瞬1、渡部 雅1、中道 晋哉1、村上 龍敏1、石井 克典1 （1. JAEA） 

マイナーアクチニド含有低除染燃料による高速炉リサイクルの実証 
(9)模擬 FP含有 MOX の微細組織及び熱伝導率 
*堀井 雄太1、廣岡 瞬1、宇野 弘樹2、小笠原 誠洋2、田村 哲也2、山田 忠久2、古澤 尚也2、中道 晋哉1、村上 龍敏1

、加藤 正人1 （1. JAEA、2. 検査開発） 

照射済燃料中における核分裂生成物の有効利用に関する研究 
減圧加熱による白金族合金の挙動観察 
*樽見 直樹1、山﨑 晃也1、大岩 祐毅1、松浦 治明1、鈴木 俊一2、佐藤 勇1 （1. 東京都市大、2. 東京大） 

 
 
 

全体会議

「核燃料部会」第50回全体会議 
3月14日(火)12:05～12:55 

F会場
 
 
 
 

企画セッション | 合同セッション | 核燃料部会、計算科学技術部会

核燃料開発におけるシミュレーション技術の活用【討論編】 
座長:佐藤 勇(東京都市大) 3月14日(火)13:00～14:30 

F会場
 

公開燃料コード FEMAXI-8における軽水炉燃料挙動モデル整備の現状と課題【レビュー】 
*宇田川 豊1 （1. JAEA） 

高速炉 MOX燃料挙動のシミュレーション解析技術開発【レビュー】 
*加藤 正人1 （1. JAEA） 

構造材料を対象とした分子シミュレーションの現状と課題【レビュー】 
*沖田 泰良1 （1. 東大） 

計算科学を用いた核燃料物性研究【レビュー】 
*中村 博樹1 （1. JAEA） 

 
 
 

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

乾式貯蔵 
座長:中村 勤也(電中研) 3月14日(火)14:45～15:35 

F会場
 

BWR使用済燃料被覆管の乾式貯蔵時における機械的特性及び微細組織に及ぼす 熱処理の影響 
(1) 硬さ測定による照射硬化回復挙動の評価 
*青見 雅樹1、山田 大智2、島 晃洋2、手塚 英志2、清水 仁3、石岡 真一3、坂本 寛4、三浦 祐典4、横山 博紀4 （1.

GNF-J、2. 東電 HD、3. 日立 GE、4. NFD） 

BWR使用済燃料被覆管の乾式貯蔵時における機械的特性及び微細組織に及ぼす熱処理の影響 
(2) 熱処理後の被覆管引張特性 
*三浦 祐典1、坂本 寛1、横山 博紀1、青見 雅樹2、清水 仁3、石岡 真一3、山田 大智4、島 晃洋4、手塚 英志4 （1.

NFD、2. GNF-J、3. 日立 GE、4. 東電 HD） 
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BWR使用済燃料被覆管の乾式貯蔵時における機械的特性及び微細組織に及ぼす熱処理の影響 
(3) 熱処理後の被覆管微細組織評価 
*横山 博紀1、坂本 寛1、三浦 祐典1、青見 雅樹2、清水 仁3、石岡 真一3、山田 大智4、島 晃洋4、手塚 英志4 （1.

NFD、2. GNF-J、3. 日立 GE、4. 東電 HD） 
 
 
 

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

次世代燃料・事故耐性燃料 
座長:廣岡 瞬(JAEA) 3月14日(火)15:35～17:00 

F会場
 

次世代革新炉のための MOX燃料技術 
(1) 比熱と熱伝導率における電子的欠陥の寄与 
*加藤 正人1、廣岡 瞬1、渡部 雅1、オマ ヴォシー1、沖 拓海1 （1. JAEA） 

次世代革新炉のための MOX燃料技術 
(2) 照射試験データを用いた熱伝導率の検討及び挙動解析 
*沖 拓海1、加藤 正人1、生澤 佳久1、廣岡 瞬1 （1. JAEA） 

乾式回収粉の粒度調整技術開発 
(8) 乾式回収粉による焼結密度制御と微細構造評価 
*瀬川 智臣1、川口 浩一1、石井 克典1、山本 和也1、牧野 崇義1、奥村 和之1 （1. JAEA） 

粒度の異なる乾式回収 MOX粉末の焼結挙動 
*林崎 康平1、廣岡 瞬1、砂押 剛雄2、中道 晋哉1、村上 龍敏1 （1. JAEA、2. 検査開発） 

設計基準外事故時におけるクロム被覆ジルコニウム合金燃料棒の挙動 
*中村 勤也1、稲垣 健太1、 Juri Stuckert2、 Martin Š eveč ek3 （1. 電中研、2. カールスルーエ工科大、3. チェコ工

科大） 
 
 

2023年3月15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

照射効果 
座長:福元 謙一(福井大) 3月15日(水)9:30～10:40 

F会場
 

ポリエチレンの電子線照射による影響評価 
*古橋 幸子1、増子 雄太1、山根 正嗣1 （1. 東電 HD） 

高速炉ラッパ管用 PNC-FMSの長時間熱時効による強度変化 
*藤田 江示1、静川 裕太1、敬嗣 丹野1、矢野 康英1 （1. JAEA） 

衝突カスケードにおける点欠陥クラスターの生成メカニズム：大規模分子動力学シミュレーション 
*Yuting Chen1、森下 和功1 （1. 京大） 

中性子照射下における Fe内の非平衡欠陥生成に関する統計的評価 
*祝 梁帆1、陳 昱婷1、森下 和功1 （1. 京大） 

 
 
 

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

軽水炉材料 
座長:森下 和功(京大) 3月15日(水)10:40～11:55 

F会場
 

原子炉圧力容器クラッド部境界の局所力学特性に関する研究 
野呂 崇史1、*笠田 竜太1、余 浩1、 Diancheng Geng 1、近藤 創介1、熊野 秀樹2、遠藤 美奈子2 （1. 東北大、2. 中部

電力） 
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Fe-Mn合金中の転位ループ形成に対する Ni添加の影響 
*石田 優太1、福元 謙一1、藤井 克彦2 （1. 福井大、2. INSS） 

国内 PWRプラントの原子炉圧力容器廃炉材の照射脆化挙動の評価 
(1) 溶質原子クラスター形成状況の評価 
*大厩 徹1、三浦 照光1、藤井 克彦1、福谷 耕司1 （1. INSS） 

国内 PWRプラントの原子炉圧力容器廃炉材の照射脆化挙動の評価 
(2) 硬さ及び転位ループ形成状況の評価 
*三浦 照光1、大厩 徹1、藤井 克彦1、福谷 耕司1 （1. INSS） 

PWR1次冷却材模擬水中の Co基合金の亀裂進展と腐食の関係 
*山田 卓陽1、笹岡 孝裕2、寺地 巧2、金島 義在1、國谷 耕平1、有岡 孝司1 （1. INSS、2. 関西電力） 

 
 
 

全体会議

「材料部会」第46回全体会議 
3月15日(水)12:05～12:55 

F会場
 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 材料部会

ハイエントロピー合金の材料科学と原子力材料としての可能性 
座長:福元 謙一(福井大) 3月15日(水)13:00～14:30 

F会場
 

M/HEAの研究開発状況 
原子炉材料への応用 
*橋本 直幸1 （1. 北大） 

Coフリー MEAの重照射効果 
*岡 弘1 （1. 北大） 

ハイエントロピー合金の照射損傷：元素と格子欠陥の多様性と不均一性 
*永瀬 丈嗣1 （1. 兵庫県立大） 

ハイエントロピー合金の電気化学特性の解析と高耐食合金開発への応用 
*西本 昌史1 （1. 東北大） 

 
 
 

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

ジルコニウム合金 
座長:中司 雅文(ジルコテクノロジー) 3月15日(水)14:45～15:15 

F会場
 

イオン照射した Zr合金の酸化膜形成挙動 
*高橋 克仁1、王 昀1、青野 泰久1、牟田口 嵩史2、島袋 瞬2、渡邉 英雄2 （1. 日立、2. 九大） 

Evaluation of irradiation induced hardness and microstructure of Zry-2 under applied stress (2) 
*Luwei Xue1, Hideo Watanabe1 （1. Kyushu Univ.） 

 
 
 

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

セラミックス 
座長:笠田 竜太(東北大) 3月15日(水)15:15～16:00 

F会場
 

Effect of high temperature ion irradiation on swelling and microstructure of Liquid Phase
Sintering SiC 



[3F13]

[3F14]

[3F15-16]

[3F15]

[3F16]

[1G01-07]

[1G01]

[1G02]

[1G03]

[1G04]

[1G05]

[1G06]

- 24 -

*Yansong Zhong1, Baopu Wang1, Yina Du1, Kanjiro Kawasaki1, Fujio Shinoda1, Yasunori Hayashi1, Tatsuya

Hinoki1 （1. Kyoto Univ.） 

Effects of Irradiation Temperature and Fluence on Mechanical Properties and Surface Residual
Stress of SiC 
*Baopu WANG1, Yansong ZHONG1, Yina DU1, Kanjiro KAWASAKI1, Fujio SHINODA1, Yasunori HAYASHI1,

Tatsuya HINOKI1 （1. Kyoto Univ.） 

高速重イオン照射誘起によるスピネル中カチオンの不規則挙動の X線分光分析 
*吉岡 聰1、山本 知一1、安田 和弘1、松村 晶2、小林 英一3、奥平 幸司4、石川 法人5 （1. 九大、2. 久留米高専、3. 九

州シンクロトロン光研、4. 千葉大、5. 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

非破壊検査 
座長:高橋 克仁(日立) 3月15日(水)16:00～16:30 

F会場
 

機械学習を利用したペレット外観検査技術開発 
(2)MOXペレットを用いた実証と製造ラインへの導入に向けた検討 
*後藤 健太1、廣岡 瞬1、堀井 雄太1、中道 晋哉1、村上 龍敏1、柴沼 公和1、小野 高徳1、山本 和也1、畑中 延浩1、奥

村 和之1 （1. JAEA） 

打音法による燃料デブリ分別技術開発のための予備的実験 
*中司 雅文1、遠藤 洋一2、樋口 徹2、熊谷 将也3、黒崎 健3 （1. ジルコテクノロジー、2. 日本核燃料開発、3. 京大） 

 
 

2023年3月13日(月)
 

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 
座長:井口 幸弘(福井大) 3月13日(月)10:00～11:55 

G会場
 

「東北大学原子炉廃止措置基盤研究センター（ CFReND）福島第一原子力発電所廃炉支援基盤研究部
門」の研究活動状況 
*青木 孝行1、堂﨑 浩二1、渡邉 豊1 （1. 東北大） 

溶脱による変質を考慮した汚染コンクリート廃棄物の合理的処理・処分の検討 
(8) 溶脱方法が硬化セメントペースト中の微細構造に与える影響 
*森永 祐加1、湊 大輔1、松本 圭裕2、植松 慎一郎2、長岡 亨1、渡邊 直子2、小崎 完2 （1. 電中研、2. 北大） 

溶脱による変質を考慮した汚染コンクリート廃棄物の合理的処理・処分の検討 
(9) 異なる溶脱処理によって変質した硬化セメントペーストへの Cs-137の収着挙動 
*松本 圭裕1、渡邊 恭也1、植松 慎一郎1、渡邊 直子1、小崎 完1、森永 祐加2、湊 大輔2、長岡 亨2 （1. 北大、2. 電中

研） 

溶脱による変質を考慮した汚染コンクリート廃棄物の合理的処理・処分の検討 
(10)硬化セメントペースト中の酢酸イオンの拡散に及ぼす溶脱変質の影響 
*小池 拓道1、植松 慎一郎1、渡邊 直子1、小崎 完1、森永 裕加2、湊 大輔2、長岡 亨2 （1. 北大、2. 電中研） 

溶脱による変質を考慮した汚染コンクリート廃棄物の合理的処理・処分の検討 
(11)セメント系材料における電気泳動試験を用いたストロンチウムイオンの拡散性評価 
*三浦 知暉1、橋本 勝文1、杉山 隆文1、 Yingyao Tan1 （1. 北大） 

溶脱による変質を考慮した汚染コンクリート廃棄物の合理的処理・処分の検討 
(12) 放射性核種濃度分布の計算 
*川崎 大介1、西野 将平1、渡辺 直子2、駒 義和3 （1. 福井大、2. 北大、3. JAEA） 
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溶脱による変質を考慮した汚染コンクリート廃棄物の合理的処理・処分の検討 
(13)廃棄物管理シナリオの構築と評価方法の検討 
*渡邊 直子1、柳原 敏2、川崎 大介2、駒 義和3、小崎 完1 （1. 北大、2. 福井大、3. JAEA） 

 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | ダイバーシティ推進委員会[内閣府原子力委員会、WiN-Japan共催]

原子力分野におけるダイバーシティ＆インクルージョンの推進 
アンケート結果から明らかになった課題への取り組み 
座長:黒崎 健(京大) 3月13日(月)13:00～14:30 

G会場
 

原子力分野のジェンダーバランスの改善に向けて 
*岡田 往子1 （1. 原子力委員会） 

参加者とのディスカッション 
 
 
 

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

廃止措置に係る評価技術 
座長:渡邊 直子(北大) 3月13日(月)14:45～15:50 

G会場
 

原子力施設の廃止措置の最適化に係る研究 
（3）複数基、複数サイトを対象とした中間貯蔵戦略の評価 
*井口 幸弘1、川崎 大介1、柳原 敏1 （1. 福井大） 

リスク情報を活用した廃止措置段階の劣化管理プログラム開発 
*上坂 昌生1、村上 健太2 （1. 長岡技科大、2. 東大） 

原子力プラント廃止措置遠隔作業向け仮想現実シミュレーション技術の開発 
*関 洋1、笠原 孝保1、平野 克彦2、長井 隆浩2 （1. 日立、2. 日立 GE） 

原子力プラントの廃止措置に伴う鉛ブロックの切断手法の研究開発Ⅱ 
*五嶋 智久1,3、グレン ハーベル2、青木 祐太郎1、砂川 武義1 （1. 福井工大、2. オンタリオ工科大、3. 太平電業） 

 
 
 

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

廃止措置に係る計測技術 
座長:川崎 大介(福井大) 3月13日(月)15:50～17:00 

G会場
 

プラスチックシンチレーションファイバを用いたクリアランス計測手法の開発 
*名雲 靖1、吉原 有里1、上田 清隆2、角田 洋一2 （1. 日立、2. 日立 GE） 

XRにおけるアバタ動作履歴を用いた被ばく評価 
*宮村 浩子1、佐藤 朋樹1、沼田 良明1、飛田 康弘1、岩田 亜矢子1、町田 昌彦1 （1. JAEA） 

JENDL-5から作成した ORIGENと ORIGEN-S用放射化ライブラリ 
*今野 力1、河内山 真美1、林 宏一1 （1. JAEA） 

テラヘルツ波による非破壊検査技術の確立のために必要な研究開発課題の抽出検討 
*堂﨑 浩二1、田邉 匡生2、藤井 翔3、西脇 智哉1、青木 孝行1 （1. 東北大、2. 芝浦工大、3. 木更津高専） 
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2023年3月14日(火)
 

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挙動,高温での腐食 
座長:和田 陽一(日立) 3月14日(火)10:00～11:10 

G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 
(11) 福島第一原子力発電所における長期間 FP移行挙動評価モデルの開発 
*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） 

様々な雰囲気条件下における水酸化セシウムと鉄さびの化学反応挙動 
*井元 純平1、中島 邦久1、逢坂 正彦1 （1. JAEA） 

Corrosion behavior of nickel bearing materials in molten salts FLiNaK and LiCl-KCl 
*Ariel Christ Gaynellius1, Masatoshi Kondo1 （1. Tokyo Tech） 

1173Kの液体 LiPb環境下における316Lオーステナイト鋼の化学的共存性に関する研究 
*大野 健士1、畑山 奨1、大野 直子2、近藤 正聡1 （1. 東工大、2. 横浜国大） 

 
 
 

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

ラジオリシスと電気化学 
座長:渡邉 豊(東北大) 3月14日(火)11:10～12:00 

G会場
 

PWR一次冷却水環境の照射下での水素注入効果の評価 
(8) ラジオリシス評価に及ぼす” OH+H2<=>H+H2O”の順反応及び逆反応の影響 
*端 邦樹1、内田 俊介1、塙 悟史1、知見 康弘1、佐藤 智徳1 （1. JAEA） 

PWR一次冷却水環境の照射下での水素注入効果の評価 
(9) ラジオリシスと腐食電位の結合解析 
*内田 俊介1、端 邦樹1、塙 悟史1、知見 康弘1、佐藤 智徳1 （1. JAEA） 

分極測定に基づく電気化学パラメータを用いた過酸化水素環境での腐食電位計算モデル 
*和田 陽一1、石田 一成1、橘 正彦1、佐々木 麻由2、長瀬 誠2、清水 亮介2 （1. 日立、2. 日立 GE） 

 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 水化学部会

プラント再稼働に必要となる水化学の取り組み 
座長:渡邉 豊(東北大) 3月14日(火)13:00～14:30 

G会場
 

PWRプラント再稼働に向けた1，2次系水化学の取り組みについて 
*前田 哲宏1 （1. MHI） 

PWRプラントの高経年化対策としての一次冷却材の溶存水素濃度最適化に関する取り組み 
*杉野 亘1 （1. 原電） 

プラント長期停止後の CF逆洗管理について 
*六沢 隼人1 （1. 東北電力） 

BWRプラントの腐食電位測定 
*伊藤 剛1 （1. 日立） 
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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

安定化・固定化1 
座長:牧 涼介(岡山理科大) 3月14日(火)14:45～16:05 

G会場
 

A study of the compaction properties of potassium and metakaolin-based geopolymers for
radioactive metals. 
*Yaru Yang1, Hisayuki Suematsu1, Thi Mai Dung Do2, Thi Chau Duyen Le4, Tadachika Nakayama1, Koichi

Niihara1, Gordon Thorogood3 （1. Nagaoka Univ. of Tech., 2. Nagaoka Univ. of Tech., 3. ANSTO, 4. Dandang

Univ. of Science and Tech.） 

Leaching behavior of Cs from cement and geopolymer solidified forms of Cs adsorbent and fly
ash 
*Lang Lang1, Kanako Toda1, Takumi Saito1 （1. UTokyo） 

Alkali-activated materialsの結晶化に繋がる因子の探求：文献レビュー 
*伊藤 あずさ1、黒木 亮一郎1 （1. JAEA） 

ジオポリマー廃棄体のセシウム保持特性 
*有阪 真1、加藤 友彰1、佐川 祐介2、ビンセント カンタレル1 （1. JAEA、2. 原子力エンジ） 

セメント固化体の高性能化に向けた音響ミキサーによる新規混練手法の開発 
*田畑 光一1、佐藤 淳也1、齊藤 利充1、砂原 淳1、谷口 拓海1、大杉 武史1 （1. 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2 
座長:有阪 真(JAEA) 3月14日(火)16:05～17:25 

G会場
 

福島原子力発電所事故由来の難固定核種の新規ハイブリッド固化への挑戦と合理的な処分概念の構築・安
全評価 
(6)プロジェクト進捗とハイブリッド固化体への放射線照射影響と浸出挙動について 
*中瀬 正彦1、渡邊 真太1、牧 涼介2、丸山 恵史4、菊永 英寿3、小林 徹5、桜木 智史6、浜田 涼6、針貝 美樹6、朝野 英

一6 （1. 東工大、2. 岡山理科大、3. 東北大、4. 東京都市大、5. JAEA、6. 原環セ） 

福島原子力発電所事故由来の難固定核種の新規ハイブリッド固化への挑戦と合理的な処分概念の構築・安
全評価 
(7) ハイブリッド固化体の閉じこめ性能に及ぼす合成プロセスの影響評価 
*牧 涼介1、中瀬 正彦2、渡邊 真太2、丸山 恵史3、菊永 英寿4、小林 徹5、桜木 智史6、浜田 凉6、針貝 美樹6、朝野 英

一6 （1. 岡山理科大、2. 東工大、3. 東京都市大、4. 東北大、5. JAEA、6. 原環セ） 

福島原子力発電所事故由来の難固定核種の新規ハイブリッド固化への挑戦と合理的な処分概念の構築・安
全評価 
(8) 放電プラズマ焼結（ SPS）法を用いたシンロック固化体の迅速固化技術の開発 
*丸山 恵史1、野村 知司1、牧 涼介2、中瀬 正彦3、渡邊 真太3、菊永 英寿4、針貝 美樹5、桜木 智史5、浜田 凉5、朝野

英一5 （1. 東京都市大、2. 岡山理科大、3. 東工大、4. 東北大、5. 原環セ） 

福島原子力発電所事故由来の難固定核種の新規ハイブリッド固化への挑戦と合理的な処分概念の構築・安
全評価 
(9) 放射光 XAFSによる固化体の化学状態と局所構造解析 
*小林 徹1、中瀬 正彦2、渡邊 真太2、牧 涼介3、丸山 恵史4、菊永 英寿5、朝野 英一6、桜木 智史6、浜田 涼6、針貝 美

樹6 （1. JAEA、2. 東工大、3. 岡山理科大、4. 東京都市大、5. 東北大、6. 原環セ） 

福島原子力発電所事故由来の難固定核種の新規ハイブリッド固化への挑戦と合理的な処分概念の構築・安
全評価 
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(10) ヨウ素を閉じ込めたハイブリッド固化体の安全評価 
*針貝 美樹1、浜田 涼1、桜木 智史1、朝野 英一1、渡邊 真太2、中瀬 正彦2、牧 涼介3、菊永 英寿4、小林 徹5 （1. 原環

セ、2. 東工大、3. 岡山理科大、4. 東北大、5. JAEA） 
 
 

2023年3月15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

地質環境 
座長:有馬 立身(九大) 3月15日(水)9:45～10:35 

G会場
 

処分場周辺の乾燥過程に起因した溶質析出に伴う間隙率および透水性変化 
*本郷 幹太1、関 亜美1、千田 太詩1、新堀 雄一1 （1. 東北大） 

Adsorption of Metal Ions on a Pre-Neogene Sedimentary Rock 
*Linyi Hou1, Kanako Toda1, Takumi Saito1 （1. UTokyo） 

隆起・侵食による地形・処分場深度の変遷の核種移行評価での取り扱いに関する検討 
*樺沢 さつき1、坂本 道仁2、髙橋 裕太1、山口 正秋1 （1. JAEA、2. 東海大） 

 
 
 

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:武田 匡樹(JAEA) 3月15日(水)10:35～12:00 

G会場
 

ろ過媒体としてのベントナイト中の元素の移行 
*出光 一哉1、稲垣 八穂広1、有馬 立身1 （1. 九大） 

高塩分冠水環境におけるカルシウムシリケート水和物とユウロピウムとの相互作用に対するマグネシウム
の影響 
*太原 亮1、関 亜美1、千田 太詩1、新堀 雄一1 （1. 東北大） 

処分環境の温度を考慮したマグネシウムイオン共存下における過飽和ケイ酸の析出挙動の評価 
*泉浦 匡秀1、千田 太詩1、関 亜美1、新堀 雄一1 （1. 東北大） 

薄片状黒雲母への陽イオンの収着挙動に関する温度依存性 
*小林 凜太朗1、千田 太詩1、関 亜美1、新堀 雄一1 （1. 東北大　） 

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(15) 
阿武隈川の川砂利で作製したモルタルとコンクリートへの実汚染条件での Csと Srの見かけの拡散係数 
*山田 一夫1、村中 徳生2、檜森 恵大2、洞 秀幸3、富田 さゆり3、粟飯原 はるか4、東條 安匡2、細川 佳史5、五十嵐

豪6、丸山 一平7 （1. 国環研、2. 北大、3. 太平洋コンサルタント、4. JAEA、5. 太平洋セメント、6. 名大、7. 東大） 
 
 
 

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15回フェローの集い 
座長:松井 一秋(フェロー企画小委員長) 3月15日(水)13:00～14:30 

G会場
 

カーボンニュートラル社会実現の為のイノベーション 
*松橋 隆治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 | 505-2 放射性廃棄物処分と環境

廃棄物 
座長:千田 太詩(東北大) 3月15日(水)14:45～16:10 

G会場
 

低レベル放射性廃棄物に含まれるアルミニウム物品のモルタル充填固化 
(1)アルミニウム物品の課題と対策全般 
*西浦 英明1、花畑 満典1、北村 正志1、加藤 真嗣1、岩崎 満2、本山 光志3 （1. 関西電力、2. 東北電力、3. 日揮） 

低レベル放射性廃棄物に含まれるアルミニウム物品のモルタル充填固化 
(2)現在検討中のアルミニウム対策 
*本山 光志1、花畑 満典2、加藤 真嗣2、岩崎 満3 （1. 日揮、2. 関西電力、3. 東北電力） 

燃料デブリ難分析核種インベントリ評価に向けた理論的スケーリングファクタ法の開発 
*坂本 雅洋1,2、奥村 啓介1、金子 純一2,1、溝上 暢人3、溝上 伸也3 （1. JAEA、2. 北大、3. 東電 HD） 

The Effect of Structural Interaction of Radionuclides and Sodium Alkalinized Metakaolin-Based
Geopolymer on Leakage from Host Matrix 
*ANIL CAN YILDIRIM1, KANAKO TODA1, TAKUMI SAITO1 （1. UTokyo） 

X線 CTを用いた in-situでの緩衝材膨潤過程の密度分布測定 
*大澤 紀久1、石井 智子1,2、石井 健嗣3、林 大介4、新堀 雄一2 （1. 太平洋コンサルタント、2. 東北大、3. 鹿島建

設、4. 原環セ） 
 
 

2023年3月13日(月)
 

一般セッション | V. 核燃料サイクルと材料 | 504-1 同位体分離，同位体応用，ウラン濃縮

同位体分離 
座長:長谷川 秀一(東大) 3月13日(月)10:30～11:55 

H会場
 

MCCCE法を用いたリチウム-7濃縮技術開発 
(4) 最新の開発概要 
*福森 麻衣1、山田 楓1、長谷川 信1、綱田 宜司2、田中 健哉2、岸本 忠史3 （1. アトックス、2. ペスコ、3. 阪大） 

MCCCE法を用いたリチウム-7濃縮技術開発 
(5) 平板型濃縮装置による Li-7濃縮実験の概要 
*岸本 忠史1、小川 泉2、松岡 健次1、福本 敬夫1、硲 隆太3、長谷川 信4、福森 麻衣4、白石 敬宣5、川上 智彦5、塚原

剛彦6 （1. 阪大、2. 福井大、3. 大阪産業大、4. アトックス、5. 化研、6. 東工大） 

MCCCE法を用いたリチウム-7濃縮技術開発 
(6) 電場分布を考慮した模擬平板型流路内の数値シミュレーション 
*堀口 直樹1、吉田 啓之1、北辻 章浩1、福森 麻衣2、長谷川 誠2、岸本 忠史3 （1. JAEA、2. アトックス、3. 阪大） 

リチウム同位体分離への擬似移動層プロセスの適用性評価 
*加藤 昌太朗1、香村 迅1、大橋 利正1、杉山 貴彦1 （1. 名大） 

多孔質シリカを担体とした疎水性白金触媒を充填した水-水素化学交換反応塔の分離性能評価 
*中根 柚香1、大橋 利正1、杉山 貴彦1 （1. 名大） 

 
 
 

全体会議

「再処理・リサイクル部会」第44回全体会議 
3月13日(月)12:05～12:55 

H会場
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企画セッション | 委員会セッション | 福島特別プロジェクト

福島復興・再生に向けて 
福島特別プロジェクトの活動 
座長:藤田 玲子(福島特別 PJ) 3月13日(月)13:00～14:30 

H会場
 

福島特別プロジェクトのこれまでの活動と今後 
*藤田 玲子1 （1. 福島特別 PJ） 

南相馬市における稲作へのセシウム影響について 
*三倉 通孝1 （1. 東芝 ESS） 

福島県における環境回復と福島環境創造センターの取組 
*上榁 治男1 （1. 福島県環境創造セ） 

総合討論 
 
 
 

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

アクチノイドの分離・回収 
座長:鈴木 達也(長岡技科大) 3月13日(月)14:45～16:10 

H会場
 

ウランの光化学的反応性を活用した炭酸系簡易再処理技術基盤研究 
(1) 炭酸系水溶液からのウラン回収原理の構築および実証 
内田 昇吾1、津島 悟1,2、*鷹尾 康一朗1 （1. 東工大、2. ロッセンドルフ研） 

核燃料物質選択的沈殿法再処理における回収ウランのイエローケーキ化と架橋ピロリドン沈殿剤のリサイ
クル 
*小野 遼真1、鷹尾 康一朗1 （1. 東工大） 

ウラニル錯体化学に基づくテーラーメイド型新規海水ウラン吸着材開発 
(3)H2saldian型吸着材の開発 
*伊藤 広真1、鷹尾 康一朗1 （1. 東工大） 

Am/Cm分離用抽出剤 ADAAMを使ったバッチ式多段抽出試験 
*佐々木 祐二1、金子 政志1、鈴木 英哉1、伴 康俊1 （1. JAEA） 

SELECTプロセスにおける ADAAM及び B-TONAADA混合溶媒による Am分離 
*鈴木 英哉1、下条 晃司郎1、中村 聡志1、江森 達也1、黒澤 達也1、柴田 光敦1、川崎 倫弘1、伴 康俊1 （1. JAEA） 

 
 
 

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

土壌吸着・分析技術 
座長:佐々木 祐二(JAEA) 3月13日(月)16:10～17:00 

H会場
 

Cs(I)土壌吸着挙動における各種カルボン酸の化学的相互作用の影響 
*TAEYI NAM1、鷹尾 康一朗1 （1. 東工大） 

放射性ガレキを対象とした129Iと36Clの分析手法の検討 
*太田 祐貴1、黒澤 きよ子1、元木 良明1、 Van-Khoai Do1、古瀬 貴広1 （1. JAEA） 

燃料デブリ分析のための超微量分析技術の開発 
(17)アクチノイド分析前処理の二酸化ウラン含有固体粉体化処理の熱酸化法とプラズマ酸化法比較 
*麻 卓然1、立野 嵩陽1、本間 佳哉2、⼩無 健司2、鈴⽊ 達也1 （1. 長岡技科大、2. 東北大） 
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2023年3月14日(火)
 

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

水素発生・蒸発乾固事故 
座長:西原 健司(JAEA) 3月14日(火)10:00～11:25 

H会場
 

水素発生 G値の温度依存性に関する調査研究 
(5) 硝酸 Pu溶液を用いた水素発生量測定の試験方法の検討と検証試験 
*熊谷 友多1、小山 幹一2、佐藤 智徳1、石島 暖大1、田口 光正3、渡邉 雅之1、阿部 侑馬1,2、中野 正直2、玉内 義一2

（1. JAEA、2. 日本原燃、3. QST） 

水素発生 G値の温度依存性に関する調査研究 
(6) 硝酸 Pu溶液を用いた水素発生 G値の温度依存性に関する考察 
*阿部 侑馬1,2、熊谷 友多1、宝徳 忍1、井上 将男1、鈴木 紗智子1、樋川 智洋1、渡邉 雅之1、中野 正直2、小山 幹一2

、玉内 義一2 （1. JAEA、2. 日本原燃） 

再処理施設における蒸発乾固事故の影響評価のための PIRTの整備 
(1)蒸発乾固 PIRT整備の位置付け 
*天野 祐希1、山根 祐一1、村松 健、藤原 大資2、京 久幸2 （1. JAEA、2. テプシス） 

再処理施設における蒸発乾固事故の影響評価のための PIRTの整備 
(2)蒸発乾固 PIRTの整備手順 
*京 久幸1、小玉 貴司2、天野 祐希3、山根 祐一3、藤原 大資1、松岡 伸吾5、村松 健4 （1. テプシス、2. 日本原燃、3.

JAEA、4. 東京都市大、5. UI技研） 

再処理施設における蒸発乾固事故の影響評価のための PIRTの整備 
(3)蒸発乾固 PIRTの内容紹介及び今後の展望について 
*藤原 大資1、京 久幸1、天野 祐希3、山根 祐一3、小玉 貴司2、松岡 伸吾4 （1. テプシス、2. 日本原燃、3. JAEA、4.

UI技研） 
 
 
 

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

使用済燃料管理 
座長:鷹尾 康一朗(東工大) 3月14日(火)11:25～12:00 

H会場
 

プルサーマル使用済み核燃料の管理 
(1)直接処分概念の検討 
*阿部 拓海1、西原 健司1 （1. JAEA） 

プルサーマル使用済み核燃料の管理 
(2) 諸量評価 
*西原 健司1、阿部 拓海1 （1. JAEA） 

 
 
 

全体会議

「核不拡散，保障措置，核セキュリティ連絡会」第29回全体会議 
3月14日(火)12:05～12:55 

H会場
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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

試験研究炉の高濃縮ウラン低減と核不拡散 
座長:堀 雅人(JAEA) 3月14日(火)13:00～14:30 

H会場
 

文部科学省における核不拡散・核セキュリティに関する取組 
*佐藤 政文1 （1. 文科省） 

試験研究炉の低濃縮化に関する取り組みと国際動向 
*宇根崎 博信1 （1. 京大） 

 
 
 

一般セッション | VIII. 核不拡散・保障措置・核セキュリティ | 801-2 核不拡散・保障措置・核セキュリティ技術

次世代原子力システムにおける核不拡散・核セキュリティ 
座長:木村 祥紀(JAEA) 3月14日(火)14:45～15:35 

H会場
 

核拡散抵抗性・核物質防護ワーキンググループ白書の改定 
*芝 知宙1 （1. JAEA） 

高い固有安全・核不拡散性を有する中小型軽水炉の研究-核セキュリティ性の評価- 
*三星 夏海1、相楽 洋1 （1. 東工大） 

浮体式洋上原子力発電所の3S特性と実現可能性  
(1)Shaped Chargeによる生成超高速ジェットの水中挙動の解明 
*原 大輔1、相楽 洋1 （1. 東工大） 

 
 
 

一般セッション | VIII. 核不拡散・保障措置・核セキュリティ | 801-2 核不拡散・保障措置・核セキュリティ技術

核物質防護 
座長:堀 雅人(JAEA) 3月14日(火)15:35～16:40 

H会場
 

管理区域立入照合における機械化 
*成田 真之1、柴野 智武1、平 純一1 （1. 東電 HD） 

Design of a virtual cyber physical system for simulating cyber-attacks on nuclear facilities 
*肖 楽1、董 飛艶1、陳 実1、出町 和之1 （1. 東大） 

Game Engine Based Data Augmentation for Malicious Behaviors Identification in Nuclear Security 
*宋 星宇1、李 湛1、陳 実1、出町 和之1 （1. 東大） 

Temporal scene graph based action sequence analysis for malicious behaviors identification in
nuclear security 
*李 湛1、宋 星宇1、陳 実1、出町 和之1 （1. 東大） 

 
 
 

一般セッション | VIII. 核不拡散・保障措置・核セキュリティ | 801-2 核不拡散・保障措置・核セキュリティ技術

核検知・核鑑識 
座長:芝 知宙(JAEA) 3月14日(火)16:40～17:30 

H会場
 

低コスト可搬型核物質検知装置の高度化 
*米田 政夫1、藤 暢輔1、⽥辺 鴻典2 （1. JAEA、2. 科警研） 

ボクセル型検出器モジュールによるガンマ線源の位置推定技術開発 
ボクセル型検出器モジュールを対象とした線源位置推定アルゴリズムの検討 
*木村 祥紀1、高橋 時音1 （1. JAEA） 
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第7回核鑑識共同試料分析演習(CMX-7)における核鑑識分析能力の評価 
*松井 芳樹1、木村 祥紀1、海野 勇次1、細井 雅春1、松本 哲也1、篠原 伸夫1、山崎 斉1、山口 知輝1 （1. JAEA） 

 
 

2023年3月13日(月)
 

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1 
座長:桜木 智史(原環セ) 3月13日(月)10:00～10:50 

I会場
 

溶融ガラス中ファイン合金の挙動解明 
*山﨑 晃也1、樽見 直樹1、佐藤 勇1、多田 晴香2、松浦 治明1 （1. 東京都市大、2. IHI） 

高レベル放射性廃棄物中の不溶解残渣 (白金族合金)における 酸化・蒸発挙動の酸素分圧依存性評価 
*大岩 祐毅1、佐藤 勇1、松浦 治明1、山崎 晃也1、樽見 直樹1、千葉 紗香1、多田 晴香2 （1. 東京都市大、2. IHI） 

不溶解残渣模擬合金の硝酸溶解挙動評価 
*千葉 紗香1、山﨑 晃也1、松浦 治明1、佐藤 勇1、多田 晴香2 （1. 東京都市大、2. IHI） 

 
 
 

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2 
座長:矢野 哲司(東工大) 3月13日(月)10:50～11:55 

I会場
 

V2O5を含む模擬放射性ガラスの MoO3溶解度と耐水性 
*永田 峰奈子1、大平 俊明1、菅原 透1 （1. 秋田大） 

ガラス固化技術開発施設（ TVF）における高放射性廃液の固化安定化に向けた取り組み 
（7）運転経過に伴う流下ノズルの傾きと対策 
*鈴木 晟眞1、大髙 光1、薄井 康史2、森垣 養真2、伊藤 亮輔2 （1. JAEA、2. IHI） 

ホウケイ酸ガラスに含まれるウランの化学状態評価 
*勝岡 菜々子1、永井 崇之1、岡本 芳浩1、猪瀬 毅彦2、秋山 大輔3、桐島 陽3、佐藤 修彰3 （1. JAEA、2. 検査開発、3.

東北大） 

再処理工程から生じる溶媒劣化物の高圧熱水処理に対する金属担持触媒の影響 
*下沢 舞優1、堀米 達哉2、安齋 喜代志2、兼平 憲男2、本間 哲雄1 （1. 八戸高専、2. 日本原燃） 

 
 
 

企画セッション | 総合講演・報告 | 「1F廃炉に係るFP挙動」研究専門委員会

1F廃炉作業効率化とソースターム予測精度向上のための FP挙動に関する課題の整理 
座長:勝村 庸介(原子力システム研究懇話会) 3月13日(月)13:00～14:30 

I会場
 

本委員会の目標と活動方針 
*和田 陽一1 （1. 日立） 

実機調査から得られた課題 
*高木 純一1 （1. 東芝 ESS） 

JAEA/CLADS関連研究調査から得られた課題 
*宮原 直哉1 （1. MHI） 

実機解析調査から得られた課題 
*三輪 周平1 （1. JAEA） 

事故分析調査から得られた課題 
*唐澤 英年1 （1. JAEA） 
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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

ガラス固化3 
座長:金山 文彦(JAEA) 3月13日(月)14:45～15:50 

I会場
 

インドラム式ガラス固化技術による飛灰洗浄水中の放射性 Cs固化研究 
(1)飛灰洗浄水中の放射性 Csのインドラムガラス固化技術の開発 
*渡邊 真太1、竹下 健二1、針貝 美樹1、内海 和夫1、宗澤 潤一2 （1. 東工大、2. エンバイロテック開発） 

インドラム式ガラス固化技術による飛灰洗浄水中の放射性 Cs固化研究 
(2) インドラムガラス固化法のシステム評価と最終処分 
*竹下 健二1、渡邊 真太1、内海 和夫1、宗澤 潤一2 （1. 東工大、2. エンバイロテック開発） 

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 
(109)2022年度ガラス基盤研究事業全体概要 
*川島 英典1、薄井 康史1、兼平 憲男2、竹内 正行3、岡本 芳浩3、宇佐見 剛4 （1. IHI、2. 日本原燃、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 
(110)使用済燃料の多様化を考慮したガラス固化体の廃棄物充填率の最適化検討と処理・処分の負荷低減
に係わるシナリオ評価 
*桜木 智史1、浜田 涼1、針貝 美樹1、朝野 英一1、川合 康太2、レガラド 真理子2、近藤 直樹2、鬼木 俊郎3、伊藤 亮輔3

（1. 原環セ、2. 三菱総研、3. IHI） 
 
 
 

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4 
座長:浜田 涼(原環セ) 3月13日(月)15:50～17:10 

I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 
(111)ホウケイ酸塩メルトとモリブデン酸塩メルトの分相の熱力学的最適化 
*菅原 透1、大平 俊明1、相馬 諒2、大和久 耕平2、塚田 毅志2、兼平 憲男2 （1. 秋田大、2. 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 
(112)高燃焼度・ MOX使用済み燃料再処理に由来する高レベル放射性廃棄物ガラス固化に向けたガラス原
料供給用ブリケットの搬送性と化学反応性の評価 
*矢野 哲司1、齋藤 瑞登1、角野 裕之1、岸 哲生1、相馬 諒2、大和久 耕平2、塚田 毅志1、兼平 憲男2 （1. 東工大、2. 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 
（113）廃液多様化に対応したガラス溶融炉の運転性への影響検討 
*中野 邦彦1、宮嶋 篤海1、多田 晴香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 
(114)白金族結晶の形成挙動と共存物質 
*宇佐見 剛1、宇留賀 和義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 
(115)抽出クロマトグラフィの MA分離性能向上を目的としたポリマー被覆に関する研究 
*神長 大祐1、福元 博基1、吾郷 友宏1、宮崎 康典2、佐野 雄一2、竹内 正行2 （1. 茨城大、2. JAEA） 
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2023年3月14日(火)
 

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

廃棄物管理1 
座長:宇佐見 剛(電中研) 3月14日(火)9:30～10:50 

I会場
 

福島第一原子力発電所で採取された固形分を含む滞留水のα核種分析 
(1) 3号機滞留水のα核種分析 
大内 和希1、*岡 壽崇1、蓬田 匠1、森井 志織1、北辻 章浩1、駒 義和1、今野 勝弘2 （1. JAEA、2. 東電 HD） 

福島第一原子力発電所で採取された固形分を含む滞留水のα核種分析 
(2) SEM-EDX およびアルファトラック法によるα核種を含有する微粒子の検出 
*蓬田 匠1、大内 和希1、森井 志織1、岡 壽崇1、北辻 章浩1、駒 義和1、今野 勝弘2 （1. JAEA、2. 東電 HD） 

福島第一原子力発電所で採取された固形分を含む滞留水のα核種分析 
(3) 3号機滞留水スラッジから採取したα核種含有粒子の化学状態分析 
*薄井 茜1、山口 祐加子1、関尾 佳弘1、前田 宏治1、駒 義和1、今野 勝弘2 （1. JAEA、2. 東電 HD） 

福島第一原子力発電所で採取された固形分を含む滞留水のα核種分析 
(4)メスバウアー分光法による滞留水に含まれる粒状固形分の Fe分析 
*大内 和希1、中田 正美1、蓬田 匠1、岡 壽崇1、駒 義和1、北辻 章浩1 （1. JAEA） 

福島第一原子力発電所で採取された固形分を含む滞留水のα核種分析 
(5)３号機滞留水中の Pu, Amの存在状態の推定 
*二田 郁子1,2、比内 浩1,2、北脇 慎一1,2、駒 義和1,2 （1. JAEA、2. IRID） 

 
 
 

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

廃棄物管理2 
座長:中瀬 正彦(東工大) 3月14日(火)10:50～11:55 

I会場
 

Atmospheric effects on the formation of cesium-bearing deposits on concrete and aggregate at
200 oC 
*NHUT VU LUU1, KUNIHISA NAKAJIMA1 （1. JAEA） 

福島第一原発由来デブリ片中のプルトニウム存在状態 
*宇都宮 聡1、山崎 信哉2、堀江 憲治3、竹原 真美3、大貫 敏彦4、 Gareth Law5、 Bernd Grambow6、 Rodney Ewing
7 （1. 九大、2. 筑波大、3. 国立極地研、4. 東工大、5. ヘルシンキ大、6. ナント大、7. スタンフォード大） 

A型ゼオライトによる H-Naイオン交換反応の経時変化に及ぼすケイ素の影響 
*西田 陽貴1、橋本 康生1、大橋 利正1、杉山 貴彦1 （1. 名大） 

福島第一原子力発電所において採取された放射性試料の分析 
(5) 汚染水試料等中の Ni-63分析 
*本山 李沙1,2、比内 浩1,2、駒 義和1,2、北脇 慎一1,2 （1. JAEA、2. IRID） 

 
 
 

全体会議

「バックエンド部会」第58回全体会議 
3月14日(火)12:05～12:55 

I会場
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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

燃料デブリ性状把握・推定技術の開発状況と今後の課題 
座長:佐々木 隆之(京大) 3月14日(火)13:00～14:30 

I会場
 

燃料デブリ性状把握・推定技術の開発状況の概要 
*中野 純一1 （1. NDF） 

事故調査中長期計画と採取サンプルの分析状況 
*溝上 伸也1 （1. 東電 HD） 

燃料デブリの分析精度向上と国際共同プロジェクトの状況 
*小山 真一1 （1. JAEA） 

燃料デブリの経年変化特性の推定状況 
*鈴木 晶大1 （1. NFD） 

燃料デブリと放射性廃棄物の仕分けのための非破壊計測技術の開発状況 
*鎌田 正輝1 （1. MHI） 

総合討論 
*モデレーター: 加藤 和之1、講演者全員 （1. NDF） 

 
 
 

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

廃棄物管理3 
座長:宇都宮 聡(九大) 3月14日(火)14:45～16:05 

I会場
 

廃棄物処分の環境影響を基点とした原子力システム研究 
（10）高速炉使用済 MOX燃料由来のガラス固化体の処分場面積および被ばく線量の検討 
*浜田 涼1、朝野 英一1、桜木 智史1、針貝 美樹1 （1. 原環セ） 

廃棄物処分の環境影響を基点とした原子力システム研究 
(11) 多様な核燃料サイクル条件に対する MA 諸量評価プログラムの開発 
*韓 治暎1、相楽 洋1、朝野 英一2 （1. 東工大、2. 原環セ） 

廃棄物処分の環境影響を基点とした原子力システム研究 
(12) 簡素化 MA分離プロセスの構築 
*松村 達郎1、朝野 英一2、桜木 智史2、浜田 涼2 （1. JAEA、2. 原環セ） 

廃棄物処分の環境影響を基点とした原子力システム研究 
(13) 回収 MA燃焼を念頭に置いた高速炉炉心特性の評価 
*千葉 豪1、朝野 英一2、松村 達郎3 （1. 北大、2. 原環セ、3. JAEA） 

廃棄物処分の環境影響を基点とした原子力システム研究 
(14) 原子力システムの環境負荷低減に関する分野横断型評価 
*朝野 英一1、桜木 智史1、浜田 涼1、韓 治暎2、中瀬 正彦2、松村 達郎3、千葉 豪4、相楽 洋2、竹下 健二2 （1. 原環

セ、2. 東工大、3. JAEA、4. 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

廃棄物管理4 
座長:岡 壽崇(JAEA) 3月14日(火)16:05～17:25 

I会場
 

液面上パルス放電を用いたリン酸ジブチルの分解 
*高橋 克幸1、榊原 哲1、高木 浩一1、堀米 達哉2、兼平 憲男2 （1. 岩手大、2. 日本原燃） 
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分析廃液の無機化処理試験 -金属イオン種、処理速度の比較- 
*菊池 貴宏1、廣田 賢司1、紺野 貴裕1、関根 直紀1、田沢 勇人1 （1. JAEA） 

高ウラン含有試料を含む多種のマトリックス試料に対応した蛍光 X線自動半定量分析プログラムの開発 
*西脇 大貴1、野村 光生1、宮城 琢磨2、有馬 立身3 （1. JAEA、2. アメテック、3. 九大） 

放射性廃棄物容器内の処分制限物質に対する高エネルギー X線 CTを用いた非破壊識別方法の開発 
*村上 昌史1、吉田 幸彦1、南郷 脩史2、久保田 省吾2、黒澤 卓也3、佐々木 紀樹1 （1. JAEA、2. ラトックシステムエ

ンジニアリング、3. 原子力エンジ） 

難燃性廃棄物焼却設備の実証試験(8) 
廃ガス冷却機器の更新実績について 
*山下 健仁1、牧 翔太1、横須賀 一裕1、福井 雅裕1、家村 圭輔1 （1. JAEA） 

 
 

2023年3月15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

吸着・分離1 
座長:村上 昌史(JAEA) 3月15日(水)10:00～11:05 

I会場
 

Cs汚染コンクリートに対する浸透・溶出挙動の研究 
-乾湿サイクルによるモルタル構造の変化の分析- 
*近藤 幸祐1、佐藤 勇1、中島 邦久2 （1. 東京都市大、2. JAEA） 

セシウム化合物由来のエアロゾルによるエポキシ樹脂への吸着挙動 
*藤野 大生1、松浦 治明1、佐藤 勇1 （1. 東京都市大） 

XAFS及び多重散乱計算を用いた NTAアミドの錯体形成時における局所構造・化学状態の解明 
*箕輪 一希1、渡部 創2、伴 康俊2、中瀬 正彦3、渡邉 真太3、松浦 治明1 （1. 東京都市大、2. JAEA、3. 東工大） 

沈殿法による核燃料物質を含むアルカリ塩化物の除染プロセス 
マンガンを用いた沈殿作製 
*山本 由理1、高畠 容子2、渡部 創2、渡部 雅之2、松浦 治明1 （1. 東京都市大、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:松村 達郎(JAEA) 3月15日(水)11:05～11:55 

I会場
 

白金族元素に対するプルシアンブルー収着性能の電気化学的向上に関する研究 
（１）実験的検証 
渡邉 紘貴1、中谷 真人1、北河 康隆2、*尾上 順1 （1. 名大、2. 阪大） 

白金族元素に対するプルシアンブルー収着性能の電気化学的向上に関する研究 
（２）理論的解析 
*北河 康隆1、上村 泰五1、渡邉 紘貴2、中谷 真人2、尾上 順2 （1. 阪大、2. 名大） 

Na2CO3水溶液を用いた模擬シリカ澱物からのウラン分離 
*黒木 裕也1、浅沼 徳子1、小林 慎一2、深田 聖2、鈴木 啓二2、藤永 英司3 （1. 東海大、2. 新金属協会、3. 元・新金属

協会） 
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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の建屋・構造物健全性とリスク評価 
座長:宮野 廣(廃炉委委員長) 3月15日(水)13:00～14:30 

I会場
 

損傷を受けた構造物に対しての強度基準の在り方 
*鈴木 俊一1 （1. 東大） 

1F廃炉に係る地震時健全性評価と課題 
*高田 毅士1 （1. JAEA） 

現状のリスク評価と経年劣化の影響の検討 
*高田 孝1 （1. 東大） 

 
 
 

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

吸着・分離3 
座長:尾上 順(名大) 3月15日(水)14:45～15:50 

I会場
 

Adsorption behaviors of a 2D covalent organic framework toward Pd(II) in acid solution 
*呉 昊1、金 聖潤1 （1. 東北大） 

配位異性を示す三座ピンサー型抽出剤による硝酸水溶液からの Pd(II)抽出挙動 
*折野 匡1、 Yueming Cao1、鷹尾 康一朗1 （1. 東工大） 

福島第一汚染水処理向け粉末吸着材の吸着性能に及ぼす共存成分の影響検討 
*堤口 覚1、石田 一成1 （1. 日立） 

放射性物質で汚染されたオフサイト焼却残渣の熱的溶融処理で発生した 飛灰の減量化プロセスの経済性の
試算 
*有馬 謙一1、遠藤 和人1、大迫 政浩1 （1. 国環研） 

 
 

2023年3月13日(月)
 

全体会議

「計算科学技術部会」第33回全体会議 
3月13日(月)12:05～12:55 

J会場
 
 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 教育委員会

産業界における人材育成の現状と課題について 
座長:池田 伸夫(九大) 3月13日(月)13:00～14:30 

J会場
 

東京電力 HDにおける人材育成の取組み 
*松澤 泰弘1 （1. 東電 HD） 

原子力機構における人材育成の取組み 
*宮村 浩子1 （1. JAEA） 

日立 GEにおける人材育成の取組み 
*松井 哲也1 （1. 日立 GE） 

総合討論 
講演者全員  
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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

原子力計算科学技術1 
座長:岩田 順敬(関西大) 3月13日(月)14:45～15:50 

J会場
 

On predictability of POD-based ROM in Lagrangian particle methods 
*Guangtao Duan1, Shuo Li1, Mikio Sakai1 （1. UTokyo） 

Numerical Investigation on the Self-Leveling Behavior of a Core Debris Bed 
*Rui LI1, Mikio SAKAI1 （1. UTokyo） 

統計的安全評価における代替統計モデルの適用 
(8) スパース推定法による統計的安全評価値の評価 
*木下 郁男1 （1. INSS） 

線源分布の逆推定に対する Fused Lasso 
*山田 進1、町田 昌彦1 （1. JAEA） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 305-1 計算科学技術

原子力計算科学技術2 
座長:鈴木 正昭(中京大) 3月13日(月)15:50～16:40 

J会場
 

先進的核熱連成シミュレーションシステムの開発 
(7) JAMPAN上での MVP/NASCA連成計算 
*多田 健一1、秋江 拓志1、神谷 朋宏1、長家 康展1、吉田 啓之1 （1. JAEA） 

分子レベルの実験と第一原理計算による粘土鉱物吸着反応の系統的理解 
*山口 瑛子1,2、高橋 嘉夫1、奥村 雅彦2 （1. 東大、2. JAEA） 

鉄/B4C共晶溶融のミクロ・メゾスケール解析 
*板倉 充洋1、中村 博樹1、奥村 雅彦1 （1. JAEA） 

 
 

2023年3月14日(火)
 

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1 
座長:大川 理一郎(電中研) 3月14日(火)9:30～10:50 

J会場
 

プールスクラビングにおける小気泡群挙動がエアロゾル除去に及ぼす影響 
*門間 彩介1、河野 紀一1、金子 曉子1 （1. 筑波大） 

プールスクラビング時における単一気泡内のエアロゾル除染挙動 
*河野 紀一1、門間 彩介1、金子 暁子1 （1. 筑波大） 

プール沸騰の限界熱流束に及ぼす伝熱面内熱拡散の影響 
*柳田 大智1、大川 富雄1、小泉 安郎1 （1. 電通大） 

光ファイバセンサを用いた高温高圧下での発熱管群表面温度分布計測手法の開発 
*新井 崇洋1、大川 理一郎1、宇井 淳1、古谷 正裕1、飯山 継正1、植田 翔多1、白川 健悦1 （1. 電中研） 

長円形ノズルから流出する液噴流の分裂と液滴スプラッシュに関する研究 
*孫 国富1、詹 翼1、大川 富雄1、青柳 光裕2、内堀 昭寛2、岡野 靖2 （1. 電通大、2. JAEA） 

 
 



[2J06-09]

[2J06]

[2J07]

[2J08]

[2J09]

[2J_GM]

[2J_PL]

[2J_PL01]

[2J_PL02]

[2J_PL03]

[2J_PL04]

[2J10-16]

[2J10]

[2J11]

[2J12]

- 40 -

 

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2 
座長:吉田 啓之(JAEA) 3月14日(火)10:50～12:00 

J会場
 

Measurement of Boiling Entrainment Rate from a Liquid Film Flowing Downwards on a Vertical
Heated Surface 
*Raka Firman Baskara Permana1, Tomio Okawa1, Yuki Narushima2, Hajime Furuichi2, Kenichi Katono2 （1. UEC,

2. Hitachi） 

ディープラーニングによる物体検出・認識技術を適用した気液二相流画像解析手法の開発 
*江口 航平1、三輪 修一郎2、澤 和弘1 （1. 北大、2. 東大） 

フラッディング状態での鉛直管内流動特性への液粘性の影響 
*高木 俊弥1、村瀬 道雄1、山下 誠希2、栗本 遼2、林 公祐2、冨山 明男2 （1. INSS、2. 神戸大） 

高導電率溶液の濃度計測におけるクロストークを低減する電極構造 
*飯山 継正1、新井 崇洋1、古谷 正裕1 （1. 電中研） 

 
 
 

全体会議

「熱流動部会」第61回全体会議 
3月14日(火)12:05～12:55 

J会場
 
 
 
 

企画セッション | 総合講演・報告 | 「原子炉における機構論的限界熱流束評価手法」研究専門委員会[熱流動部会、計算科学技術部会共催]

「原子炉における機構論的限界熱流束評価手法」研究専門委員会活動報告 
座長:大川 富雄(電通大) 3月14日(火)13:00～14:30 

J会場
 

プール沸騰における実験研究と計測技術の現状 
*上澤 伸一郎1 （1. JAEA） 

燃料集合体における非定常限界熱流束の実験研究 
*新井 崇洋1 （1. 電中研） 

二相流・沸騰解析における妥当性確認について 
*吉田 啓之1 （1. JAEA） 

機構論的限界熱流束評価手法の検討結果について 
*小野 綾子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）

数値解析 
座長:新井 崇洋(電中研) 3月14日(火)14:45～16:40 

J会場
 

TRACEコードを用いた加圧熱衝撃事象の最適評価に資する原子炉プラント熱水力挙動解析 
*大川 理一郎1、古谷 正裕1 （1. 電中研） 

シビアアクシデント解析コード ASYST/SCDAPSIMを用いた原子炉注水による事故時炉心冷却性の検討 
*森田 能弘1、内藤 正則1 （1. アドバンスソフト） 

シビアアクシデント時の炉心損傷、リロケーションの検討 
（3） LOFT LP-FP-2試験と Phebus FPT0試験の MAAP5解析 
*西田 浩二1、佐野 直樹1、櫻井 征太郎1、村瀬 道雄1 （1. INSS） 
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THERMOS-JBREAKによる高温溶融物の分裂及び集積挙動解析 
*菊池 航1、堀田 亮年1 （1. 規制庁） 

鉛直管における飽和蒸気と空気の混合気体からの凝縮伝熱の数値解析 
*村瀬 道雄1、歌野原 陽一1 （1. INSS） 

空冷時における燃料デブリ熱挙動推定技術の開発 
(4) 多孔体有効熱伝導率モデルの検討 
*上澤 伸一郎1、山下 晋1、柴田 光彦1、吉田 啓之1 （1. JAEA） 

先進的核熱連成シミュレーションシステムの開発 
(8) 温度回復法を用いた相変化を含む気液二相流解析 
*神谷 朋宏1、小野 綾子1、多田 健一1、山下 晋1、長家 康展1、吉田 啓之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:守田 幸路(九大) 3月14日(火)16:40～17:30 

J会場
 

ナトリウム冷却高速炉における損傷炉心内の冷却材挙動に関する研究 
(7) 模擬デブリ内における気液二相流の局所流動評価 
*大平 直也1、山本 誠士郎1、伊藤 大介1、伊藤 啓1、齊藤 泰司1、今泉 悠也2、松場 賢一2、神山 健司2 （1. 京大、2.

JAEA） 

ナトリウム冷却高速炉における損傷炉心内の冷却材挙動に関する研究 
(8) 模擬デブリ内沸騰実験に向けた検討 
*伊藤 大介1、大平 直也1、伊藤 啓1、齊藤 泰司1、今泉 悠也2、松場 賢一2、神山 健司2 （1. 京大、2. JAEA） 

高速炉崩壊熱除去特性に関する PLANDTL-2試験 
燃料集合体通過流れ遮断時の集合体間ギャップ部流れ効果 
*江連 俊樹1、秋元 雄太1、辻 光世1、栗原 成計1、田中 正暁1 （1. JAEA） 

 
 

2023年3月15日(水)
 

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

異常検知およびロボット 
座長:五福 明夫(岡山大) 3月15日(水)10:30～11:55 

J会場
 

音響手法による Na高速炉冷却系機器の異常検知技術の検討 
(1)全体概要 
*相澤 康介1、近澤 佳隆1、植木 祥高2 （1. JAEA、2. 阪大） 

音響手法による Na高速炉冷却系機器の異常検知技術の検討 
(2) 液中気体放出の音響特性と深層学習に基づく音響識別 
*三上 奈生1、植木 祥高1、芝原 正彦1、相澤 康介2 （1. 阪大、2. JAEA） 

音響手法による Na高速炉冷却系機器の異常検知技術の検討 
(3)沸騰音響特性の検討 
*田中 翔大1、植木 祥高1、芝原 正彦1、相澤 康介2 （1. 阪大、2. JAEA） 

音響手法による Na高速炉冷却系機器の異常検知技術の検討 
(4) 音響識別と深層学習に基づく沸騰検知技術の基礎検討 
*植木 祥高1,3、橋本 俊作1、芝原 正彦1、相澤 康介2 （1. 阪大、2. JAEA、3. 東京理科大） 

調査用小型脚車輪型6脚ロボットの操作システムの構築 
*山下 雄大1、日比野 翔紀1、高見 仁陽1、嶋野 寛之2、川井 昌之1 （1. 福井大、2. シマノ） 
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全体会議

「ヒューマン・マシン・システム研究部会」第66回全体会議 
3月15日(水)12:05～12:55 

J会場
 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | ヒューマン・マシン・システム研究部会

再稼働に向けてヒューマン・マシン・システム研究部会に何ができるか？ 
座長:高橋 信(東北大) 3月15日(水)13:00～14:30 

J会場
 

BWR運転員訓練の現状 
*岩垂 功二1 （1. BWR運転訓練セ） 

原子力発電所におけるリスクマネジメントの取り組み（エラーの未然防止に向けて） 
*小笠原 和徳1 （1. 東北電力） 

総合討論 
岩垂 功二1、小笠原 和徳2、五福 明夫3、决得 恭弘4 （1. BWR運転訓練セ、2. 東北電力、3. 岡山大、4. 日本原

燃） 
 
 

2023年3月13日(月)
 

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1 
座長:鈴木 求(電中研) 3月13日(月)10:15～11:20 

K会場
 

解析的な衝突確率法に基づく粒子輸送計算手法の開発 
*松村 哲夫1、亀山 高範1 （1. 東海大） 

固有直交分解(POD)を用いたデータ駆動型中性子輸送計算手法に関する検討 
*寺谷 俊哉1、伊藤 雅人1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

Wilksの手法に基づいた POD展開次数探索アルゴリズムに関する検討 
*伊藤 雅人1、遠藤 知弘1、山本 章夫1、小玉 泰寛2、長野 浩明2 （1. 名大、2. 原燃工） 

PODに基づいたリアルタイム3次元詳細メッシュ動特性計算手法の開発 
*伊藤 魁人1、辻田 浩介2、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大、2. 原子力エンジ） 

 
 
 

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2(モンテカルロ法) 
座長:竹田 敏(阪大) 3月13日(月)11:20～11:55 

K会場
 

特異値分解による数値的な基底関数を用いた関数展開タリー法の開発 
(2) 一次元全炉心体系への適用 
*近藤 諒一1、長家 康展1 （1. JAEA） 

固有直交分解とモンテカルロ法を組み合わせた深層透過計算手法の開発 
*森 海斗1、山本 章夫1、遠藤 知弘1 （1. 名大） 
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全体会議

「炉物理部会」第58回全体会議 
3月13日(月)12:05～12:55 

K会場
 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 炉物理部会

炉物理におけるマルチフィジックス研究と今後 
座長:鈴木 求(電中研) 3月13日(月)13:00～14:30 

K会場
 

炉物理におけるマルチフィジックスシミュレーションの現状と将来展望 
*巽 雅洋1 （1. 原子力エンジ） 

JAEAマルチフィジクス用プラットフォーム JAMPANについて 
*多田 健一1 （1. JAEA） 

不連続体を対象としたマルチフィジックスシミュレーションとその産業応用 
*酒井 幹夫1 （1. 東大） 

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

解析手法開発3 
座長:渡邉 友章(JAEA) 3月13日(月)14:45～15:20 

K会場
 

離散ウェーブレット変換を用いた中性子輸送計算におけるエネルギー変数取扱手法の開発 
*鈴木 雄也1、ウィレム ファン・ローイエン1 （1. 福井大） 

RSE法を用いた二重非均質性を有する高温ガス炉燃料の共鳴計算 
*山本 章夫1、遠藤 知弘1、竹田 敏2、小池 啓基3、山路 和也3、浅野 耕司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

解析コード開発1 
座長:芳原 新也(近大) 3月13日(月)15:20～16:10 

K会場
 

GPUを活用した拡散理論に基づくα固有値計算 
*山口 響1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

公開コードによる BWR炉心計算コードシステムの開発 
(19) 核定数生成計算機能の改良 
*伊藤 瑞輝1、相澤 直人1、山内 和昭2、名久井 敬2、久保 史2、髙杉 両平2 （1. 東北大、2. 東北インフォ） 

一般化摂動論に基づくナトリウム遮蔽実験の核データ感度解析 
*丸山 修平1、遠藤 知弘2、山本 章夫2 （1. JAEA、2. 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

解析コード開発2 
座長:山根 祐一(JAEA) 3月13日(月)16:10～17:00 

K会場
 

三菱 FBR 核設計コードシステム GALAXY-H/ENSEMBLE-TRIZの開発 
(10)摂動論に基づく輸送断面積均質化手法 
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*山本 真人1、小池 啓基1、浅野 耕司1、竹田 敏2、北田 孝典2、竹田 敏一3 （1. MHI、2. 阪大、3. 福井大） 

三菱3次元詳細輸送計算コード GALAXY-Zの開発 
(6)3次元非均質輸送計算手法 
*山路 和也1、小池 啓基1、浅野 耕司1、竹田 敏2、山本 章夫3 （1. MHI、2. 阪大、3. 名大） 

LEAF法輸送計算コード GENESISを用いた高速炉3次元非均質全炉心直接計算 
*滝野 一夫1 （1. JAEA） 

 
 

2023年3月14日(火)
 

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

不確かさ解析 
座長:多田 健一(JAEA) 3月14日(火)9:30～10:20 

K会場
 

JENDL-5を用いた HZP条件の BEAVRSベンチマーク解析 
*鈴木 求1 （1. 電中研） 

CASMO5/TRACE/PARCSを用いた PWR MOX/UO2炉心過渡事象ベンチマークの不確かさ評価 
*柴 茂樹1 （1. 規制庁） 

ベイジアンモンテカルロによる水の熱中性子散乱則に起因した即発中性子減衰定数の計算不確かさ低減 
*原田 善成1、山口 響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

実験解析手法 
座長:三澤 毅(京大) 3月14日(火)10:20～12:00 

K会場
 

Pu-Be中性子源を用いた高速中性子検出器の特性評価 
*福田 洋之1、佐野 忠史1、神田 峻1、後藤 正樹1、池田 晶一1、松尾 泰典1、橋本 憲吾1 （1. 近大） 

3次スプライン補間を用いた出力挙動と反応度の推定 
*山根 祐一1 （1. JAEA） 

燃料間出力相関を考慮した炉外計装による炉心出力分布再構成手法の開発 
(6)UTR-KINKIを用いた時間依存出力分布の推定実験 
*木村 礼1、佐野 忠史2、中居 勇樹1、左近 敦士2、和田 怜志1 （1. 東芝 ESS、2. 近大） 

京都大学原子炉における出力時原子炉雑音測定のための研究　その6 
*芳原 新也1、左近 敦士1、神田 峻1、後藤 正樹1、佐野 忠史1、堀 順一2 （1. 近大、2. 京大） 

原子炉雑音解析手法の過酷な条件下への適用性の優劣 
*橋本 憲吾1 （1. 近大） 

自己相関関数を用いた原子炉雑音解析手法の提案 
*池田 晶一1、佐野 忠史1、左近 敦士1、中嶋 國弘1、神田 峻1、後藤 正樹1、高橋 佳之2、橋本 憲吾1 （1. 近大、2. 京

大） 
 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 広報情報委員会　オープンスクール小委員会

withコロナ時代のオープンスクールの在り方 
座長:羽倉 尚人(東京都市大) 3月14日(火)13:00～14:30 

K会場
 

原子力オープンスクール活動の今 
*吉田 茂生1 （1. 東海大） 
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科学館職員の立場から全国各地の取り組み状況について 
*掛布 智久1 （1. JSF） 

原子力委員として期待すること　市民感覚を受け取る場としてのオープンスクール 
*岡田 往子1 （1. 原子力委員会） 

全体討論 
 
 
 

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

溶融塩炉 
座長:松村 哲夫(東海大) 3月14日(火)14:45～15:50 

K会場
 

Na冷却ピン型溶融塩高速増殖炉の成立可能性検討 
*松前 信伍1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

フッ化物溶融塩炉における長寿命核分裂生成物の燃焼解析 
*藤倉 洪治1、相澤 直人1 （1. 東北大） 

小型塩化物溶融塩高速炉の研究開発 
(3) 燃焼解析と燃料補給方法の検討 
*平野 はるか1、田原 義壽1、望月 弘保1、千葉 敏1 （1. 東工大） 

小型塩化物溶融塩高速炉の研究開発 
(4) 最小臨界炉心の炉心パラメータに対する TRU核変換能力の依存性 
*田原 義壽1、平野 はるか1、望月 弘保1、千葉 敏1 （1. 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

核変換システム 
座長:西山 潤(東工大) 3月14日(火)15:50～16:55 

K会場
 

原子炉を用いた非破壊検査用中性子源 Cf-252の生成 
*野村 拓朗1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

低ボイド反応度及び再臨界回避特性を有する MA含有金属燃料高速増殖炉に関する研究 
*木村 優斗1、高木 直行1 （1. 東京都市大） 

遺伝的アルゴリズムを用いた MA低減型固有安全高速炉の最適化 
*松田 拓朗1、山本 祐真1、北田 孝典1、竹田 敏1 （1. 阪大） 

原子炉を用いない分離変換複合施設の提案 
*菅原 隆徳1、佐藤 匠1、村上 毅2、西原 健司1 （1. JAEA、2. 電中研） 

 
 
 

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 
座長:荒木 祥平(JAEA) 3月14日(火)16:55～17:30 

K会場
 

中性子照射のための加速器駆動システムの炉心核設計 
*河端 恒介1、相澤 直人1、菅原 隆徳2 （1. 東北大、2. JAEA） 

NSRR施設の保全活動における機器類の重要度分類 
*求 惟子1、飛田 徹1、天谷 政樹1、与能本 泰介1 （1. JAEA） 
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2023年3月15日(水)
 

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

燃料デブリ臨界解析1 
座長:名内 泰志(電中研) 3月15日(水)9:30～10:55 

K会場
 

Pá l-Mogil’ ner-Zolotukhin-Bell-Babala分布に基づいた低い中性子計数率条件下における臨界判定に関
する検討 
*遠藤 知弘1、渡辺 賢一2、田中 真伸3 （1. 名大、2. 九大、3. KEK） 

Study on the criticality monitoring method by measurements of short-half-life noble-gas fission
products for the criticality monitoring of fuel debris inside a primary containment vessel of
Fukushima Daiichi Nuclear Power Stations 
*Eka Sapta Riyana1, Masahiro Sakamoto1, Taichi Matsumura1, Kenichi Terashima1, Keisuke Okumura1 （1.

JAEA） 

非接触測定法を用いた燃料デブリ臨界解析技術の高度化 
(1) アクティブ中性子法を用いた燃料デブリ臨界特性測定システムの基礎設計 
*西山 潤1、真鍋 征也2、原野 英樹2、小原 徹1 （1. 東工大、2. 産総研） 

非接触測定法を用いた燃料デブリ臨界解析技術の高度化 
(2) アクティブ中性子法を用いた燃料デブリ臨界特性測定システム開発のための基礎実験 
*真鍋 征也1、西山 潤2、原野 英樹1、小原 徹2 （1. 産総研、2. 東工大） 

非接触測定法を用いた燃料デブリ臨界解析技術の高度化 
(3) 燃料デブリ弱結合炉体系臨界影響解析手法の高度化 
*竹澤 宏樹1、小原 徹2 （1. 長岡技科大、2. 東工大） 
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燃料デブリ臨界解析2 
座長:鈴木 求(電中研) 3月15日(水)10:55～12:00 

K会場
 

燃料デブリ粒子の大きさが臨界挙動に与える影響を熱移動の観点から調査する動特性解析 
*福田 航大1、山根 祐一1 （1. JAEA） 

燃料デブリ水中落下時の臨界解析高速化 
*三浦 拓也1、西山 潤1、小原 徹1 （1. 東工大） 

Solomonを用いた燃料乱雑体系の臨界量解析 
*渡邉 友章1、植木 太郎1、須山 賢也1 （1. JAEA） 

極値統計によるモンテカルロ乱雑化臨界計算における有界増幅の評価 
*植木 太郎1 （1. JAEA） 

 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 倫理委員会

私たちの意識と倫理的な行動 
企業風土、組織文化から考える 
座長:大場 恭子(JAEA) 3月15日(水)13:00～14:30 

K会場
 

“企業風土”を考える 
その検証と改善 
*深水 大輔1 （1. 長島・大野・常松法律事務所） 
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臨界実験装置 
座長:木村 礼(東芝 ESS) 3月15日(水)14:45～15:50 

K会場
 

KUCAの低濃縮燃料への変更計画(2) 
U-Mo燃料炉心 
*三澤 毅1、宇根崎 博信1、北村 康則1、高橋 佳之1 （1. 京大） 

燃料デブリの臨界特性を明らかにする定常臨界実験装置 STACY更新炉の整備 
(9) 初臨界及び燃料デブリの静的挙動を模擬する実験炉心の検討 
*郡司 智1、荒木 祥平1、吉川 智輝1、井澤 一彦1、須山 賢也1 （1. JAEA） 

燃料デブリの臨界特性を明らかにする定常臨界実験装置 STACY更新炉の整備 
(10)デブリ構造材模擬体を用いた炉心の臨界解析及び炉心構成範囲の検討 
*吉川 智輝1、荒木 祥平1、新垣 優1、井澤 一彦1、郡司 智1、須山 賢也1 （1. JAEA） 

燃料デブリの臨界特性を明らかにする定常臨界実験装置 STACY更新炉の整備 
(11)コンクリート構造材模擬体を用いた実験の検討 
*荒木 祥平1、郡司 智1、新垣 優1、吉川 智輝1、井澤 一彦1、須山 賢也1 （1. JAEA） 
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新型炉 
座長:相澤 直人(東北大) 3月15日(水)15:50～16:25 

K会場
 

高温ガス炉の燃料体内における詳細出力分布の予備評価 
*楠木 捷斗1、藤本 望1、 Simanullang Irwan1 （1. 九大） 

小型 PWR用 TRISO燃料に対する燃焼反応度損失の低減に向けた検討 
*山中 健史1、北田 孝典1、竹田 敏1 （1. 阪大） 

 
 

2023年3月13日(月)
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モジュール型高温ガス炉 
座長:水田 直紀(JAEA) 3月13日(月)10:00～11:10 

L会場
 

早期実用化と機動的運用が可能な蓄熱型小型モジュール高温ガス炉の開発 
（Ⅰ）全体概要 
*藤原 斉二1、永田 章人1、鈴木 哲1、田邉 賢一2、定廣 大輔 （1. 東芝 ESS、2. 富士電機） 

早期実用化と機動的運用が可能な蓄熱型小型モジュール高温ガス炉の開発 
(Ⅱ)安全設計方針の検討 
*永田 章人1、有江 和夫1、坪井 靖1、鈴木 哲1、藤原 斉二1、當房 拓朗1、滝脇 賢也1、田邉 賢一2、大橋 一孝2、定廣

大輔2 （1. 東芝 ESS、2. 富士電機） 

早期実用化と機動的運用が可能な蓄熱型小型モジュール高温ガス炉の開発 
(III) プラントシステム及び主要設備の検討 
*鈴木 哲1、藤原 斉二1、永田 章人1、若﨑 真吾1、松田 淳子1、親松 泰子1 （1. 東芝 ESS） 

早期実用化と機動的運用が可能な蓄熱型小型モジュール高温ガス炉の開発 
（Ⅳ）炉心設計と代表的な事故時の安全解析結果について 
*田邉 賢一1、中野 正明1、大橋 一孝1、定廣 大輔1、藤原　斉二2、鈴木　哲2、永田 章人2 （1. 富士電機、2. 東芝



[1L05-07]

[1L05]

[1L06]

[1L07]

[1L_PL]

[1L_PL01]

[1L_PL02]

[1L_PL03]

[1L_PL04]

[1L_PL05]

[1L_PL06]

[1L_PL07]

[1L08-10]

[1L08]

- 48 -

ESS） 
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水素製造高温ガス炉 
座長:永田 章人(東芝 ESS) 3月13日(月)11:10～12:00 

L会場
 

超高温を利用した水素大量製造技術の開発 その２ 
(1) 高温ガス炉と水素製造施設の接続設備機器の設計と開発計画 
*水田 直紀1、石井 克典1、守田 圭介1、倉林 薫1、安田 貴則1、野口 弘喜1、野本 恭信1、清水 厚志1、佐藤 博之1、坂

場 成昭1 （1. JAEA） 

超高温を利用した水素大量製造技術の開発 その２ 
(2) HTTR-熱利用試験施設の2次ヘリウム冷却設備設計 
*石井 克典1、水田 直紀1、守田 圭介1、倉林 薫1、安田 貴則1、野口 弘喜1、野本 恭信1、清水 厚志1、佐藤 博之1、坂

場 成昭1 （1. JAEA） 

超高温を利用した水素大量製造技術の開発 その２ 
(3) 超高温を利用した水素製造技術のフィージビリティスタディ 
*中桐 基裕1、浅野 耕司1、伊東 孝男1、松尾 健1、岩渕 宏之1、大西 宏行1、碓井 志典1 （1. MHI） 

 
 
 

企画セッション | 委員会セッション | 理事会

GX実現に向けた原子力学会の今後の役割とは 
座長:小山 真一(JAEA) 3月13日(月)13:00～14:30 

L会場
 

GX実現に向けて学会ステートメントで示した取り組みの全体像と課題 
*川村 愼一1 （1. 日立 GE） 

GXを実現するためのエネルギー政策について 
*大田 悠平1 （1. エネ庁） 

事業者の包括的なエネルギー戦略の取り組みと原子力の位置づけ 
*佐藤 拓1 （1. 関西電力） 

GX実現を目指す電機産業からみた原子力の役割と期待 
*小澤 隆1 （1. 日本電機工業会） 

持続的な原子炉・核燃料サイクル検討・提言分科会の論点 
*斉藤 拓巳1 （1. 東大） 

GX実現の基盤となる研究開発力とその国際競争力 
*大井川 宏之1 （1. JAEA） 

総合討論 
司会：小山 真一1、川村 愼一2、大田 悠平3、佐藤 拓4、小澤 隆5、斉藤 拓巳6、大井川 宏之1 （1. JAEA、2. 日立

GE、3. エネ庁、4. 関西電力、5. 日本電機工業会、6. 東大） 
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AI型新型炉設計システム 
座長:菅 太郎(MFBR) 3月13日(月)14:45～15:35 

L会場
 

AI支援型革新炉ライフサイクル最適化手法 ARKADIAの開発 
(8) 評価手法との連携を考慮した知識マネジメントシステムの開発 
*江沼 康弘1、吉川 雅紀1、近藤 佑樹1、橋立 竜太1、関 暁之1、横山 賢治1、高屋 茂1、光元 里香1、羽様 平1 （1.
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JAEA） 

AI支援型革新炉ライフサイクル最適化手法 ARKADIAの開発 
(9) 設計最適化支援ツール ARKADIA-Designにおける知識マネジメントシステムとの連携機能の整備 
*田中 正暁1、堂田 哲広1、浜瀬 枝里菜1、吉村 一夫1、江連 俊樹1、関 暁之1、横山 賢治1、宮崎 真之1、大木 繁夫1

（1. JAEA） 

AI支援型革新炉ライフサイクル最適化手法 ARKADIAの開発 
(10)ARKADIA-Safetyにおける安全設計最適化のための手法整備 
*岡野 靖1、内堀 昭寛1、青柳 光裕1、曽根原 正晃1、石田 真也1、曽我部 丞司1、髙田 孝2 （1. JAEA、2. 東大） 
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新型炉設計技術1 
座長:田中 正暁(JAEA) 3月13日(月)15:35～16:40 

L会場
 

高速炉用詳細炉心湾曲解析コードの高度化 
(4) 模擬集合体群の熱湾曲実験の全体計画 
*太田 宏一1、尾形 孝成1、楠見 紘司1、大釜 和也2、山野 秀将2、二神 敏2、中川 直樹3、川畠 竜3、儀間 大充3、松原

慎一郎3 （1. 電中研、2. JAEA、3. MHI） 

高速炉用詳細炉心湾曲解析コードの高度化 
(5) 模擬集合体の単体熱湾曲実験 
*中川 直樹1、川畠 竜1、儀間 大充1、松原 慎一郎1、太田 宏一3、尾形 孝成3、楠見 紘司3、大釜 和也2、山野 秀将2

、二神 敏2 （1. MHI、2. JAEA、3. 電中研） 

ベイズ最適化を用いた均質2領域炉心の設計最適化に関する検討 
*桑垣 一紀1、横山 賢治1 （1. JAEA） 

タンク型ナトリウム冷却高速炉における低ナトリウムボイド反応度炉心の設計 
*長谷川 喬1、菅 太郎2、森脇 裕之2、時崎 美奈子2、山野 秀将3、高野 和也3 （1. MHI NSエンジ、2. MFBR、3.

JAEA） 
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新型炉設計技術2 
座長:大谷 知未(MFBR) 3月13日(月)16:40～17:30 

L会場
 

原子炉構造レジリエンスを向上させる破損の拡大抑制技術の開発 
(20) 壊れ方が破局的でない受動安全構造の提案 
*笠原 直人1、出町 和之1、佐藤 拓哉1、一宮 正和1、山野 秀将2、中村 いずみ3 （1. 東大、2. JAEA、3. 防災科研） 

原子炉構造レジリエンスを向上させる破損の拡大抑制技術の開発 
(21) 過大地震時破損拡大抑制のための円筒の座屈と座屈後挙動に関する研究 
*長谷川 翔1、 Yiji Ye1、一宮 正和1、笠原 直人1 （1. 東大） 

原子炉構造レジリエンスを向上させる破損の拡大抑制技術の開発 
(22) レジリエンス向上効果可視化手法の適用性評価 
*出町 和之1、阿部 哲1、陳 実1、栗坂 健一2 （1. 東大、2. JAEA） 
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2023年3月14日(火)
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溶融塩炉高度化設計 
座長:太田 宏一(電中研) 3月14日(火)9:30～10:35 

L会場
 

ナトリウム-溶融塩熱交換器を有する蓄熱式高速炉の安全設計技術開発 
(1) プロジェクト全体概要 
*山野 秀将1、栗坂 健一1、高野 和也1、菊地 晋1、近藤 俊樹1、梅田 良太1、林 正明2 （1. JAEA、2. 日立ＧＥ） 

ナトリウム-溶融塩熱交換器を有する蓄熱式高速炉の安全設計技術開発 
(2) 熱交換器伝熱性能向上策に関する検討 
*林 正明1、中原 宏尊1、阿部 崇1、山野 秀将2 （1. 日立 GE、2. JAEA） 

ナトリウム-溶融塩熱交換器を有する蓄熱式高速炉の安全設計技術開発 
(3) ナトリウム－溶融塩の化学反応性に関する検討 
*菊地 晋1、近藤 俊樹1、梅田 良太1、山野 秀将1 （1. JAEA） 

ボイドを利用した溶融塩高速炉の反応度制御 
*望月 弘保1、中瀬 正彦1 （1. 東工大） 

 
 
 

一般セッション | III. 核分裂工学 | 302-1 新型炉システム

高速炉・ ADS設計 
座長:山野 秀将(JAEA) 3月14日(火)10:35～12:00 

L会場
 

回転型燃料シャッフリングブリードバーン高速炉の起動炉心 
*堀越 蓮1、西山 潤1、小原 徹1 （1. 東工大） 

長寿命中小型ナトリウム冷却金属燃料高速炉の固有安全性と原子炉輸送上の課題 
*岡﨑 陽香1、川島 正俊1、相楽 洋1 （1. 東工大） 

SMRにおける複数炉心での燃料運用の検討 
*山下 芳輝1、遠藤 知弘1、山本 章夫1 （1. 名大） 

高速増殖原型炉「もんじゅ」廃止措置において得られた知見の FBR次期炉の燃料取扱設備への反映検討に
ついて 
*暦本 雅史1、浜野 知治1、塩濱 保貴1、安藤 将人2、宮川 高行2、原 裕之3、山内 和3、江田 優平3、古賀 和浩4、田邊

賢一4 （1. JAEA、2. 原電、3. MFBR、4. 富士電機） 

ADSビーム窓のクリープ解析システムの構築 
*渡辺 奈央1、菅原 隆徳1、西原 健司1、加治 芳行1 （1. JAEA） 

 
 
 

全体会議

「新型炉部会」第26回全体会議 
3月14日(火)12:05～12:55 

L会場
 
 
 
 

企画セッション | 部会・連絡会セッション | 新型炉部会

新型炉及び核燃料サイクルの技術開発の方向性 
座長:堺 公明(東海大) 3月14日(火)13:00～14:30 

L会場
 

カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発の技術ロードマップ 
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*黒崎 健1 （1. 京大） 

2024年以降の高速炉開発の在り方 
*小竹 庄司1 （1. 原電） 

核燃料サイクル技術開発の現状 
*竹内 正行1 （1. JAEA） 

 
 
 

贈呈式/表彰式

「第55回日本原子力学会学会賞」贈呈式 
L会場

 
 
 

2023年3月13日(月)
 

ポスターセッション

学生連絡会 ポスターセッション1 
ポスターセッション

 
 
 

2023年3月14日(火)
 

ポスターセッション

学生連絡会 ポスターセッション2 
ポスターセッション

 
 
 
 

贈呈式/表彰式

学生連絡会 ポスターセッション表彰式 
ポスターセッション

 


