
2019年度 第 31回「核燃料部会 夏期セミナー」の開催案内 

夏期セミナー幹事：北海道大学、日本原子力研究開発機構 

恒例の核燃料夏期セミナーにつきましては、今年度は、宮城県松島町にて実施いたしま

す。PWR/BWR燃料の基礎や燃料安全研究、原子力発電所における最近の取組みなどを学べる

とともに、参加者の交流を深める貴重な機会です。学会並びに部会の皆様、奮ってご参加

ください。 

セミナーの概要を以下にご案内いたします。 

 

◆ 開催日 

2019年 7月 10日（水）～12日（金） 

2019年 7月 9日（火）   受付（15時～19時） 

2019年 7月 10日（水）～11日（木） 講演 

2019年 7月 12日（金）   見学会 

 

◆ セミナープログラム：別紙 1をご参照 

 

◆ ポスターセッション 

若手技術者及び学生の発表を募集します。優秀な発表には表彰がありますので、奮っ

てご応募ください。発表要綱は申込みの方に別途連絡します。なお、ポスターセッショ

ンに参加された学生の方には、旅費の一部を補助する予定です。 

 

◆ 開催場所 

松島町 パレス松洲（https://www.palace-matsushima.jp/） 

住所）〒981-0215 宮城県松島町高城字浜 38 

電話）022-354-2106 

アクセス）別紙 2、3をご参照 

 

◆ 見学会 

東北電力株式会社 女川原子力発電所 

定員）30名、参加費）1,500円（税込） 

行程）8時 15分にホテルを出発し 13時頃に松島駅解散予定 

（13時 33分松島駅発の電車（仙台駅方面）に乗車可能） 

内容）PR センター及び発電所構内の施設を見学いたします。新規制基準適用後の再稼

働に向けて発電所で行われている対策等を実際に見学することができます。 

※原則先着順となりますので、ご希望に添えない場合がございますが、ご了承ください。 

https://www.palace-matsushima.jp/


◆ セミナー参加費 

部会員：20,000 円（不課税）  正会員：25,000 円（不課税） 

非会員：30,000 円（税込）  学生会員・学生非会員：無料 

 

◆ 宿泊費・懇親会費・昼食代 

1泊（2食付き） ：11,800円（税込） 

懇親会  ：02,300円（税込）＊） 

昼食代  ：01,000円（税込） 

*）宿泊無しで懇親会のみの参加の場合には、夕食代も含め 7,800円（税込）となります。 

一部屋当たりの最大収容人数は 5～7名となります。部屋割りは原則事務局にて決めさ

せていただきますので、予めご了承ください。 

宿泊費には朝食及び夕食が付きますが、昼食は含まれませんので、必要な方は申込書

にて注文願います。また、懇親会は 7月 10日（水）の夕食を兼ねます。 

 

◆ 申込み方法 

申込書を核燃料部会のホームページ（下記）よりダウンロードし、電子メールにて下

記事務局までご送付ください。申込締め切りは、6月 21日（金）とさせて頂きます。 

http://www.aesj.or.jp/~fuel/Activities/summerschool.html 

 

◆ お支払いについて 

参加費、宿泊費、懇親会費、昼食代、見学会参加費は事前にお振込みください。支払

い方法は申込みの方に別途ご連絡します。 

 

◆ お問い合わせ先 

日本原子力学会 核燃料部会夏期セミナー事務局 

日本原子力研究開発機構 安全研究センター 担当：天谷、垣内、岡田 

電話番号：029-282-6925、メール：fuel-seminar-2019@jaea.go.jp 

 

http://www.aesj.or.jp/%7Efuel/Activities/summerschool.html
mailto:fuel-seminar-2019@jaea.go.jp


2019年度第 31回核燃料部会夏期セミナープログラム＊ 

日時 演目 講演者 
2019 年 7 月 9 日(火)   

15:00～19:00 【受付】  

2019 年 7 月 10 日(水)   
09:00～09:10 開会の挨拶 部会長 
09:10～09:15 諸連絡  

 【燃料の基礎】  
09:15～10:00 PWR 燃料設計について 片山様 (NFI) 
10:00～10:45 BWR 燃料設計について 武田様 (NFI) 
10:45～11:00 休憩  

 【ロードマップ検討 WG 報告】  
11:00～11:40 軽水炉燃料等の安全高度化ロードマップ検討 WG 報告 阿部様 (WG 主査) 
11:40～13:00 写真撮影、昼食、運営小委員会  

 【燃料安全研究】  
13:00～13:40 燃料安全研究に関する講演 天谷様(JAEA) 
13:40～14:20 数値流体力学と材料科学的モデルに基づく燃料溶融過程解析コード

の開発 
吉田様 (JAEA) 

14:20～15:00 燃料安全評価について 大和様(MHI) 
15:00～15:10 休憩  

 【原子力学会賞受賞講演 奨励賞】  
15:10～15:40 炉心溶融物及び燃料デブリの物性評価 大石様 (大阪大学) 

 【核燃料部会賞受賞講演（１）奨励賞】  
15:40～16:10 ジルカロイ‐4 被覆管の冷却材喪失事故時急冷破断限界に関する不確

かさ定量化及び低減手法の開発 
 
成川様 (JAEA) 

16:10～18:00 ポスターセッション（準備含む）  
19:00～21:00 懇親会  

2019 年 7 月 11 日(木)   
 【原子力発電所における最近の取組み】  

09:00～09:40 女川原子力発電所における新規制対応等について 【未定】(東北電力) 
09:40～10:20 PWR 再稼働に係る対応等について 【未定】(関西電力) 
10:20～10:30 休憩  
10:30～11:10 使用済燃料の中間貯蔵について 【未定】(日本原電) 
11:10～11:50 福島第一原子力発電所の取組みについて 山内様 (東京電力) 
11:50～12:00 【部会賞（講演賞） 表彰式】  
12:00～13:30 昼食  

 【海外研究炉での照射試験に関する講演】  
13:30～14:10 海外研究炉での燃料照射試験に関する講演（1） Dr. Miklos (CvR) 
14:10～14:50 LWR fuel research in SCK・CEN’s BR2 reactor Dr. Bosch (SCK･CEN) 
14:50～15:30 海外研究炉での燃料照射試験に関する講演（3） Dr. Wachs (INL) 
15:30～15:40 休憩  

 【核燃料部会賞受賞講演（２）講演賞】  
15:40～16:00 Multi-physics モデリングによる Ex-Vessel 溶融物挙動理解の深化 

-ガス浮遊法を用いた酸化物溶融物の物性評価- 
近藤様 (大阪大学) 

16:00～16:20 安全性・経済性向上を目指した MA 核変換用窒化物核燃料サイクルに

関する研究開発 -燃料模擬物質の粉砕条件と焼結密度の相関- 
高木様 (JAEA) 

16:20～16:40 軽水炉シビアアクシデント時に構造材へ化学吸着したセシウム化合

物の微細分布評価 
鈴木様 (JAEA) 

16:40～16:50 諸連絡  
16:50～17:00 閉会の挨拶 副部会長 

2019 年 7 月 12 日(金) 【見学会】  
8:30～13:00 女川原子力発電所（8:15 頃：ホテル出発、13:00 頃：松島駅解散）  

＊講演者及び講演内容、題目、時間等は調整中のため変更になる場合があります。 
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〇概略地図 

 

参考：https://www.palace-matsushima.jp/about/access/ 

 

 

 

〇公共交通機関利用の場合のアクセス 

東京駅  ― 東北新幹線約 2 時間 ― 仙台  

仙台駅  ― 仙石線 38 分 ― 松島海岸駅  ― 徒歩 30 分 ― パレス松洲 

仙台駅  ― 仙石線 42 分 ― 高城町駅  ― 徒歩 15 分 ― パレス松洲 

仙台駅  ― 仙石東北ライン 30 分 ― 高城町駅  ― 徒歩 15 分 ― パレス松洲 

仙台駅  ― 東北本線 23 分 ― 松島駅  ― 徒歩 10 分 ― パレス松洲 

参考：https://www.palace-matsushima.jp/about/access/ 

・東北新幹線（東京⇔仙台）、仙石線及び東北本線の時刻表/料金につきましては、JR 東日本ホームページ

（https://www.jreast.co.jp/）にてご確認ください。 
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◆【ご参考】移動ルート例（2019 年 5月 17日現在） 

＊必ず最新の時刻表をご確認願います＊ 

 

〇東京方面→ホテル（7/9（火）18時頃ホテル着） 

15:20 発 東京駅  

↓    JR新幹線はやぶさ 27号・新函館北斗行 

16:52 着 仙台駅 
 

17:15 発 仙台駅 

↓    JR仙石東北ライン快速・石巻行 

17:39 着 高城町駅  

注)経路・時間帯によっては、仙台駅での乗換え時に 30分以上の待ち時間が発生いたします。 

 

 

〇ホテル→東京方面（7/11（木）17時頃ホテル発） 

17:32 発 松島駅  

↓    JR東北本線・仙台行 

17:59 着 仙台駅 
 

18:21 発 仙台駅 

↓    JR新幹線はやぶさ 112号・東京行 

19:56 着 東京駅  

注)経路・時間帯によっては、仙台駅での乗換え時に 30分以上の待ち時間が発生いたします。 

 

 

〇松島駅→東京方面（7/12（金）松島駅 13時頃解散） 

13:33 発 松島駅  

↓    JR東北本線・仙台行 

13:59 着 仙台駅 
 

14:30 発 仙台駅 

↓    JR新幹線はやぶさ 20号・東京行 

16:04 着 東京駅  

注)経路・時間帯によっては、仙台駅での乗換え時に 30分以上の待ち時間が発生いたします。 
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