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Ⅰ． 巻頭言  

京都大学エネルギー理工学研究所 木村晃彦 
  

 皆さん、こんにちは。今年度の材料部会長を務めております。

よろしくお願いします。 

材料部会設立後 8年半が経過しましたが、その間、原子力を

取り巻く社会情勢は目まぐるしく変化し、原子力関係者にとっ

ては、予断の許さない日々が続いてきました。天然資源の少な

い我が国のエネルギー施策において、原子力エネルギーの利用

は不可欠であり、世界的視野でみても、中国やインドにおける

将来の新規プラントの建設や、米国における高経年プラントの

維持など、原子力エネルギーへの依存度は、地球規模で高まっています。 

このような状況において、原子炉材料に係る安全研究は益々重要になっています。

様々な原子力安全研究の中で、原子炉材料の健全性の確保は、原子炉の安全運転に欠

かせないことは皆さん周知のことと思います。とりわけ、圧力容器の照射脆化予測や

炉内構造物の応力腐食割れにおいては、科学的な根拠に基づいた技術開発が当面の課

題とされています。 

国が年間約 320 億円を投じている原子力安全研究予算の中で、高経年化対応技術開

発費は約 100 億円に達しようとしています。決して、少なくはない本研究予算は、原

子力の安全利用と人材育成のために使われることになっています。原子炉の高経年化

を根底から支える原子炉材料の研究は、いわゆる先進的な科学技術というよりは、既

存技術の応用など、保守的な色彩の強いことが特徴となっていますが、近年の原子炉

材料研究の進展は目覚ましく、新しい発見が続々と報告されています。 

原子力以外の他の分野の材料と同じように、材料は使われて初めて、「材料」と呼

ばれるようになります。換言すれば、使いながら「材料」として成長していくのであ

り、初めから完全な材料は少ないのが現状です。それは、使われる環境が「材料」に

より異なり、その環境を材料開発の段階で実験室的に模擬することはできても、再現

することが困難な場合が多いことに起因しています。特に、原子炉環境における材料

挙動の理解は、使用中の実機材料の研究とともに進展するものであり、効率的な定期

診断を行いながら、効果的な対策を施し、「材料」と長く付き合って初めて達成され

るものと思います。原子炉材料のスペシャリストが我が国から多数輩出されるように、

長期にわたる原子炉「材料」の研究・教育が可能となる環境（仕組み）作りが必要に

なっています。 

今年度の材料部会は、原子力人材育成に力点を置いた活動を展開したいと思ってお

ります。皆様のご指導、ご鞭撻、ご協力をお願い申し上げます。 

2008 年 8 月 
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Ⅱ．「材料」夏期セミナー報告 

 平成 20 年度の「材料」夏期セミナーは、原子炉材料概論と原子炉材料研究の最新

のトピックスの 2 部構成で、箱根にて開催した。参加者は学生 10 名を含む 41 名であ

った。セミナーでは、原子炉材料概論として燃料被覆管材料および核融合材料の開発

の現状と課題について、原子炉材料研究の最新のトピックスとして、原子炉圧力容器

鋼の照射脆化機構、応力腐食割れ機構の研究について最新の成果、トピックス等が紹

介され、活発な議論が交わされた。 
 
セミナーの概要 
 1 日目は、燃料被覆管材料の開発に関して 4 件の講演があった。木戸俊哉氏（ﾆｭｰｸ

ﾘｱ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ（株））より、PWR 燃料被覆管材料の現状と課題、栄藤良則氏（日

本核燃料開発（株））より、BWR 燃料被覆管材料の現状と課題について講演がなされ

た。PWR と BWR における燃料被覆管材料開発に違いがあることを改めて認識する

ことができた。大塚智史氏（原子力機構）より、高速炉用 ODS フェライト鋼（9Cr-ODS
鋼）被覆管材料の開発計画および組織制御研究の主要な成果の紹介があった。井岡郁

夫氏（原子力機構）から照射誘起応力腐食割れ(IASCC)対策として開発している高

Cr-高 Ni 系高純度ステンレス鋼についての講演があった。 
 2 日目の午前中は、核融合炉材料の開発に関して 3 件の講演があった。室賀健夫氏

（核融合研）より、核融合炉の構造とブランケットの開発の現状から核融合炉材料の

使用条件、照射効果の特徴、開発の現状と今後の展望まで幅広く解説いただいた。谷

川博康氏（原子力機構）より、核融合炉ブランケット構造材料の第一候補材料である

低放射化フェライト鋼の特徴と課題、DEMO 炉設計に向けた課題等について、若井

栄一氏（原子力機構）より、国際熱核融合炉実験炉(ITER)計画、ITER 及び幅広いア

プローチ活動(ITER-BA)の 3 つのプロジェクト（国際核融合エネルギー研究センター

(IFERC)、サテライト・トカマク計画、国際核融合炉材料施設のための工学実証及び

第 7 回材料夏期セミナーの参加者
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工学設計活動(IFMIF/EVEDA)について講演いただいた。核融合炉研究は、現在の学

生の方々が今後中心となっていく魅力ある研究テーマであるとの紹介が印象的であ

った。2 日目の午後は、近年急激に研究が進んでいる原子炉圧力容器鋼の照射脆化機

構の研究に関して 3 件の講演があった。長谷川雅幸氏（東北大学）より、陽電子消滅

及び 3 次元アトムプローブによるナノ構造解析手法をモデル合金や実機サーベラン

ス試験片に適用した多くのデータをもとに照射脆化機構解明研究の現状と課題につ

いて解説いただいた。山下理道氏（東京電力）より、事業者としての原子炉圧力容器

の中性子照射脆化と管理への取り組みについて実機での評価データの紹介も交えて

講演いただいた。曽根田直樹氏（電中研）からは、照射脆化予測法の変遷、事業者と

の協力による監視試験片のミクロ・ナノ組織観察とマルチスケールシミュレーション

技術による照射脆化機構の理解、照射脆化機構を考慮した新しい脆化予測法について

紹介いただいた。いずれの講演においても多くの質問やコメントが出された。特に学

生や若手研究者の積極的な参加がみられた。また 2 日目の夜には学生による発表討論

会が開催され、研究室の紹介や各自の研究の現状紹介に対して多くの先生方から質問

やアドバイスがあり、学生と部会員、学生同士の交流を深めることができた。 
 最終日は、応力腐食割れ(SCC)機構の研究として 3 件の講演があった。三輪幸夫氏

（原子力機構）より、IASCC の例、これまでの研究成果と最新のトピックスの紹介

があった。服部成雄氏（腐食防食協会）から、低炭素ステンレス鋼の SCC について

現場での多くの経験に基づく研究について解説され、現場の重要性など若手研究者や

学生にインパクトを与えた講演であった。戸塚信夫氏（INSS）より、PWR における

SCC について実機での損傷事例を交えた講演があった。 
 最後に、ご多忙中にもかかわらず、講師、座長を快くお引き受けいただきました先

生方に厚く御礼申し上げます。また、準備段階から本セミナーの企画、運営にご協力

頂いた多くの方々に、この場を借りて謝意を表します。 
 
故三輪幸夫氏を偲ぶ 

 本夏期セミナーの講師を務めていただいた日本原子力研究開発機構の三輪幸夫さ

んが 2008 年 12 月 1 日に逝去されました（享年 41 歳）。三輪さんは、東北大学工学部

原子核工学科修士課程を平成３年に終了後、旧日本原子力研究所へ就職し、その後は

照射誘起応力腐食割れ(IASCC)など原子力材料の研究に従事してこられました。若手

研究者のリーダーとして今後の活躍が期待されていただけに残念でなりません。心か

ら追悼の意を表し、三輪さんのご冥福をお祈り申し上げます。 

（運営委員 原子力機構・加治芳行） 
  
参加学生の感想 

 本セミナーに参加してくれた学生の方々から感想を寄せていただいたので以下に紹介させてい

ただきます。 

(1)「材料」夏季セミナー感想 

今回は、第 7 回「材料」夏季セミナーへ参加させていただき、大変うれしく思います。私はま

だ学部の 4 年生で、おそらくセミナー参加者のうちで研究をしたことのない、卒業論文さえ書い

たことのない唯一の人間だったと思います。そのため、専門的なお話についていけない部分もあ

りました。ですが、原子力の現場で何が問題になっているか、またその問題に対して材料の視点

からどのように対処していくかを、広く学ぶことができたという点で大きな収穫がありました。
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このセミナーで学んだことを、これからの研究に活かしていきたいと思います。 

 セミナーでは、現在使用されている軽水炉の問題と、これから将来の核融合炉実用化へむけた

ITER の問題がありました。軽水炉では燃料被覆管の破損や圧力容器鋼の照射脆化、応力腐食割れ

といった問題があり、さまざまなアプローチでその原因解明や対処が行われてきたことを学ぶこ

とができました。またこれからの材料開発ロードマップも提示されており、より高性能の材料開

発へ向けた取り組みが必要であることを知るとともに、自分がその一端を担っていきたいという

思いが強くなりました。また核融合に関しては、私はセミナーで何度も講師の先生方が言われて

いたように、原型炉を運転し、実用化の準備を担う世代ということで、非常にやりがいのある、

おもしろそうな時期に核融合に携わることのできる恵まれた世代だと思います。加えて、核融合

の研究は材料科学にとって大変基礎的な研究が多く、高温であることやプラズマ粒子や中性子の

影響を考えなければならないことなど、厳しい環境での使用を実現するための研究は原子力以外

の分野でも応用の利く研究となり得るので、大変魅力ある研究だと思います。 

 今回のセミナーは、私がこれから研究を行っていく上で、多分重要になるだろう知識と見解を

得ることができました。講義もテキストも内容が豊富で、原子力の現状を知ることのできる貴重

な機会となり、参加してよかったと思います。ただ、大変恐縮ですが、最年少であろう私から一

つだけコメントさせて頂きますと、材料部会単独での開催ということもあるのでしょうが、学生

数が少なく、会場でメンバーを見た時は気後れしてしまいました。「学校」でありながら博士課程

までの学生数が講師数より少ないという現状は、改善の余地有りと思います。 

（北海道大学工学部 機能材料学研究室 西 剛邦） 

 

(2) 第7回 材料夏期セミナーに参加して 

 まず初めに，このような素晴らしい場を設けてくださいました，原子力機構の加治先生に，心

よりお礼申し上げます．大学院に入り初めてのセミナー参加と言うことで，初めは緊張していた

のですが，周りの皆さんのお陰で，最終日にはもう少し残って色々な話を聴いていたいと思う自

分がいました．今年4月に初めて踏み入れた原子力材料の分野ということで，知識も浅いもので

毎日追いかける勉強をしていましたが，それでもこれからの自分の研究において何一つ不必要な

ものはありませんでした．また，セッションが4つに構成されていて，学習させていただく身と

しては非常に分かりやすく，頭の中の整理もしやすかったので大変効率よく公演を聞かせていた

だきました． 

 特に，今回のセミナーにおいて，これからの研究に対しての姿勢を大きく変える一言として，

「現場を知る」つまり机上の式や文章ばかりを追い求めるのではなく，チャンスがあるのであれ

ば自らチャレンジし，材料特性等を直接肌で感じることが何より将来の自分への肥やしになると

いうものでした．今までの自分を振り返った時に，自ら率先して実験を行うことに対して失敗や

周囲の迷惑といったことから来る恐怖心から尻込みしていた部分があった気がしますが，学生の

特権を生かしてこれからは失敗を恐れずに，自分なりに考えた上で，自分の力になる本当の糧を

身につけていきたいと思いました． 

 また，このような機会があったからこそ他の大学・大学院生とも交流を深めることが出来まし

た．自分の研究テーマを自分なりに一生懸命に説明する過程で，自分自身どこが分かっていて，

どこが分かっていないのかをハッキリと認識することが出来，さらに周りからのアドバイスを受

けられると言うことで，大変有意義な時間を過ごさせて頂きました．また何より，それぞれが持

っている悩みや問題点なども自然の流れで話し合うことが出来，とても刺激のある時間を過ごさ

せていただきました． 

 次の第8回の夏期セミナーがいつ開催されるのか分かりませんが，是非とも次の機会も参加さ
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せていただきたいと思いました．また，要望と致しましてはより一層学生参加人数を増やして頂

きたいと思います． 

 本当にこのような貴重な場を設けてくださいまして，ありがとうございました． 

（九州大学大学院 総合理工学府 先端エネルギー理工学専攻 平金晶憲） 

 

(3) 第7回「材料」夏期セミナーに参加して 

 今回初めて夏期セミナーに参加させていただきましたが、非常に有意義なセミナーであったよ

うに思います。これまで金属学会などの他の発表会には何度か参加させていただいておりました

が、それらの発表会では最先端の研究と知識をぶつけ合うため、自分の研究外の分野の話は理解

しがたいものでした。ましてや質問や意見を投げかけるのは学生にとって非常に難しく、一方的

に話を聞くだけのものになっていました。それに対して今回のセミナーは、全体を通して学生・

若手研究者が参加し易いものになっていたように思います。学生は計10名と多くはありませんで

したが、講演をされた講師の方々には研究の背景から分かり易く話をしていただき、学会等では

得難い広く深い知識を得ることができました。また学生による学生のための学生会員発表討論会

や、参加者が一堂に会して夕食をいただくなど、箱根の温泉と共に和やかな雰囲気の中で多くの

研究者と触れ合うことが出来る企画がなされており、とても貴重な経験ができたように思います。

セミナーに参加した学生同士の交流も活発に行われ、よい刺激になりました。まとめると二日ば

かりの短いセミナーでしたが、普段聞くことが出来ない貴重な話を凝縮して聞くことが出来、研

究に関する知識・知見が非常に広がり、深まったように思います。このようなセミナーを企画し、

開催・運営して下さった関係者の方々にこの場をお借りして深く感謝の意を表します。ありがと

うございました。 

（京都大学エネルギー理工学研究所木村研究室 中島徹也） 

 

(4)2008材料夏期セミナー感想 

 今回のセミナーはそれぞれの分野において著名な先生が講師を務められ、材料開発・評価の現

状と課題についていろいろと聞くことができました。日頃、ある材料の研究について論文等で調

べたとしてもその背景までを理解することは簡単ではなく、現状で何が分かっていて、今後何を

目指していくべきなのかを具体的に思い描くことは難しいというのが率直な感想です。その点、

今回のセミナーはそれぞれの材料研究に長年携わってきた方々がまとめた話だったので、テキス

トも含め要点がはっきりしていて理解しやすいものでした。また、原子力材料といっても燃料被

覆管や核融合炉、圧力容器鋼、IASCCなど、対象とする材料や問題となる現象は多岐に渡ってお

り、これらの話を集中して聞けたことはさまざまな分野の知識を蓄えておくという点で大変有意

義であったと思います。特に燃料被覆管についてはこれまでほとんど調べたことが無かったため、

新鮮に感じました。研究室内ではどうしても視野が狭くなりがちですが、幅広い内容の講義を通

じて異なる視点もあることを意識できたことは、必ずや今後の研究に生きてくることと思います。 

 どの講義も興味深い話でしたが、いくつか印象に残った話を挙げますと、東北大・長谷川雅幸

先生の3D-APと陽電子によるナノクラスター解析は最終的に電気抵抗率と組み合わせることで、

圧力容器鋼中の銅の挙動を説明できており、析出挙動解析に応用できるツールとして有効なツー

ルであると思いました。今後、他の合金系への適用がどこまで可能となるのか非常に興味があり

ます。また、腐食防食協会の服部成雄氏の話では「オールマイティーな材料は存在しない」とい

うフレーズが非常に印象的でした。IASCCを含めた損傷・破壊にはいくつかの要因が重畳するこ

とは誰もが分かっているはずですが、一つの解決方法に頼り切ってはいけない、試験結果を素直

に受け止めて生かすといったことが実は難しいという話が経験に基づいており重く感じました。 
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 2日目夜の学生会員の発表では、各大学で行っている研究の概要が紹介され、その後先生方か

ら貴重なご意見を賜るとともに、その後の学生間の話を盛り上げるきっかけにもなり、初めての

試みでしたが大成功ではなかったかと思います。 

 今回、学生の参加がやや少ない印象を持ちましたが、講師の方々の貴重な講義を聞くことがで

きるとともに、他大学の学生と交流を図ることができ、非常に有意義な三日間となりました。最

後になりますが、今回このような充実したセミナーに参加でき、大変満足しております。今後も

機会があれば参加させていただきたいと思います。企画・運営に御尽力下さったスタッフの方々

に感謝いたします。 

（東北大学大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻 長谷川研究室 丹野 敬嗣） 

 

(5) 夏期セミナー感想 

 材料夏期セミナーで特に印象に残った内容は、原子力材料のSCCについてです。私の研究では

SCCについてほとんど触れておらず、参加する前まではCrの欠乏がSCC発生の重要な要因であ

ると考えていました。しかし、実際、鋭敏化が起こっていない材料においてもSCCが発生するこ

とを知り、SCCの形成機構には鋭敏化も絡んでいるかもしれませんが、さらに照射硬化や応力、

環境などの非常にさまざまな要因が重畳して、複雑なものになっているのだということがわかり、

SCCを研究することの難しさを感じました。 

 核融合炉材料は低放射化元素を元に作らなければならないという非常に厳しい制限が存在する

点がとても印象的でした。さらに、核融合炉材料は原子力材料と違い中性子だけでなく、Heや水

素などの注入による影響も考えなければならないため、材料の研究はより難しくなってくると思

います。核融合の原型炉までのロードマップでは、私が60歳になるときに実用化が開始する予定

になっていました。あと40年、私達の世代が材料研究などをどうがんばるかによってこれを成し

遂げるかどうか決まってくると強く感じました。 

 今回の材料夏期セミナーへ参加することで、原子力および核融合炉材料について基本的な内容

から、実際の現場で起こっている材料の問題まで幅広い内容の講義を聴くことができ、非常に有

意義な時間をすごせました。このような会に参加させていただき本当にありがとうございました。 

（九州大学 山田 隆雄） 

 

(6) 日本原子力学会材料部会夏季セミナーを終えて 

 日本原子力学会材料夏季セミナーを受講して感じたのは、このようなセミナーを受講する機会

に恵まれ幸運であった、ということです。3 日間という短い期間ではありましたが、様々な先生

方に多くの事を教えて頂き、他大学の学生と共に学ぶという機会は滅多になく、とても充実した

3 日間であったと思います。プログラム内容も、基本的な事柄から入り理解しやすい内容で、疑

問点があれば講義中は勿論、講義の終了後でもお話を聞くことができ、勉強中である学生の身と

しては大変ありがたく、本セミナーで原子力材料について幅広い知識を身につけることができま

した。普段とは雰囲気の異なる学生による発表もあり、発表を行ったことも他の発表が聞けたこ

とも含め、良い体験ができたと思います。また、セミナー開催場所である、箱根の原子力機構保

養研修所ヴィラ・ジャボーネも静かで涼しいという、勉学に励む環境としてとても素晴らしいも

のでした。 

 今後、本セミナーで得た知識と経験を生かして研究に打ち込んで行きたいと思います。本セミ

ナーでお世話になった皆様に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

（北海道大学 量子理工学専攻量子エネルギー変換材料分野 松尾 元一郎）  
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Ⅲ.「AESJ / KNS Joint Workshop 2008 on Advanced Nuclear Materials for 
Next Generation Nuclear Energy System」派遣報告 
 

佐藤 学（東北大学） 
木村晃彦（京都大学） 

 
本ワークショップは日韓セミナーとして毎年、春の年会では韓国側から日本に、秋の大会では

日本側から韓国にそれぞれ講師を派遣し行われているものです。日本原子力学会では材料部会、

核融合工学部会、核燃料部会の3部会合同で、韓国原子力学会では燃料材料部会（Nuclear Materials 
& Fuel Division）が担当しています。核融合工学部会から木村晃彦教授（京都大学）、材料部会か

ら佐藤学助教（東北大学）が参加しました。今回は韓国原子力学会の秋の大会にあわせて2008年
10月29日に江原道（カンウォンド）平昌郡（ピョンチャン）にあるフェニックスパークホテルで

行われました。ソウルから車で3時間程度、2010年、2014年の冬季オリンピックの誘致を試みた

ウインタースポーツのリゾートエリアでした。冬の仕度が始まり木々の葉が色づきつつあるすば

らしい場所でした。前の週に核燃料関係の国際会議 (WRFPM 2008, Water Reactor Fuel 
Performance Meeting)がソウル市内で開催されましたので、本セミナーでは核燃料関係の話題は

除き、計6件の講演で約50名の参加者がありました。プログラムは添付のとおりです。 
韓国原子力学会燃料材料部会のD.S. Sohn部会長（KAERI, Korea Atomic Energy Research 

Institute）より歓迎の挨拶があり日韓セミナーが継続し相互交流が深まっていることが紹介されま

した。木村教授は核融合および核分裂を横断する材料技術としてのスーパーODS(Oxide 
Dispersion Strengthened)鋼の開発を紹介しました。H.J.Ryu博士（KAERI）は韓国におけるODS 鋼
開発について特にSi濃度制御により酸化物分散粒子の寸法や密度を制御した成果を報告しましま

した。T.K.Kim博士(KAERI)は韓国における高速炉の燃料被覆管材料の開発計画について特に被覆

管の製造プロセスの最適化についての成果を報告しました。佐藤助教は核融合炉、高速炉、軽水

炉のいずれにおいても重要な酸化物と金属材料との界面について整理し、機械的性質に関する実

験による評価、計算モデルによる評価について紹介しました。W.J.Kim博士(KAERI)は高温ガス炉

におけるTRISO(Tristructural-isotropic)被覆燃料のSiC層の破壊強度評価について紹介しました。

D.Kim氏（KAIST, Korea Advanced Institute of Science and Technology）は超高温ガス炉用材料と

してのニッケル基合金の酸化とクリープについての実験結果を紹介しました。 
セミナー後の懇親会では韓国牛の焼肉と眞露で歓迎していただきました。D.S. Sohn燃料材料部

会長とともに韓国原子力学会のJ.I. Lee会長も参加し、今後の日韓セミナーについて意見交換しま

した。2009年は韓国原子力学会設立40周年の年となり2009年5月第3週に会期を1週間に拡大した

大会を済州島で計画しているとのことです。これにあわせて、日韓セミナーを済州島で企画する

案が出されました。韓国の原子力学会は通常秋は北部、春は済州島等の南部で行われています。

次回の2009年の春の日韓セミナーを機会に日本から韓国へは春に、韓国から日本へは秋に変更す

ることも提案されました。原子力学会と合わせて開催することでKEPCO(Korea Electric Power 
Research Institute)やKINS(Korea Institute of Nuclear Safety)などの方々とも交流することができ

ました。今後もこのようなセミナー継続してゆくことは双方にとって有意義であると思います。

（佐藤記）
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別添 プログラム 
 

AESJ / KNS Joint Workshop 2008 on Advanced Nuclear Materials for 
Next Generation Nuclear Energy System 

in Conjunction with KNS 2008 Fall Meeting 
Date        :   October 29, 2008 
Place       :   Opal Room, Phoenixpark Hotel, Pyeongchang, Korea  
Organizer  :   Nuclear Materials & Fuel Division of KNS 
 
14:30~14:40,    Opening Address, J.I. Lee (President, KNS) 

(Chair  : W.S.Ryu, M.Satou) 
14:40~15:10: Super ODS Steel R&D for GEN-IV Systems –Fission/Fusion Crosscutting-, 

 Akihiko Kimura (Kyoto University)  
15:10~15:40: Microstructure and Mechanical Properties of in-situ ODS Steels,  

Ho Jin Ryu*, Min Ho Kim, Chang Hee Han, Sung Soo Kim, Jin Sung Jang (KAERI)  
15:40~16:10: R&D Activities of FM Steels for SFR Fuel Cladding in KAERI,  

Tae Kyu Kim*, Chang Hee Han, Jun Hwan Kim, Jong-Hyuk Baek, Woo Gon Kim, 
 Sung Ho Kim, and Chan Bok Lee (KAERI) 

16:10~16:30:    Coffee Break 
(Chair : A.Kimura, J.Y.Park) 

16:30~17:00: Evaluation of Interface Strength of Metal/Ceramics bond for application to 
 Nuclear Energy Systems,  
Manabu Satou (Tohoku University)  

17:00~17:30: Mechanical properties of CVD processed SiC ceramics for gas-cooled reactors,  
Weon-Ju Kim (KAERI)  

17:30~18:00: Oxidation behaviors and creep resistance of several Ni-base superalloys for 
 VHTR application,  
Daejong Kim*, Changheui Jang (KAIST), Woo Seog Ryu (KAERI) 

18:00~18:10:  Adjourn for workshop 
18:30          Dinner hosted by NMF Division of KNS 

 
Remarks : 
- Participation Fee : Free 
- Inquiry : Ji Yeon Park / KAERI, +82-42-868-2311,  jypark@kaeri.re.kr 

Changheui Jang / KAIST, +82-42-350-3824, chjang@kaist.ac.kr 
- Sponsor : Nuclear Materials and Fuel Division, KNS 

Nuclear Materials Research Division, KAERI 
Long-term Nuclear R&D Program and BAERI 
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写真１ 講演者を中心に会場での集合写真 

 
（雑感） 
ソウルからセミナー会場までの移動は大変でした。ソウル市内は地下鉄が発達し、路線や駅は

番号でも識別できるので韓国が 3 回目の私でも不自由ありません。しかし、ソウル郊外への移動

となると簡単ではありませんでした。地方都市へは多くの場合、高速バスを利用することになる

ようですが、チケット売り場やバスの表示はほとんどがハングルです。今回も高速バスでの移動

となりましたがセミナー会場に時間までに到着できたのは奇跡的だったかもしれません。 
会場ホテルの最寄りのバスターミナルはチャンピョン、乗車したバスの終着はピョンチャン、

会場ホテルもピョンチャン、ただし、バスの終着とは別の町。Email を改めて確認すると待ち合

わせは終着のピョンチャン。迎えに来てくれる KAIST の KIM 君は付近の地理に詳しくなく、最寄

りのチャンピョンのバスターミナルの場所

を知らなかったようです。チャンピョンで

バスを途中下車してしまった私たちは途方

に暮れるところでした。幸いなことに、KIM
君の携帯電話へ何とか連絡がとれ、しかも

近くのおばさんに電話でチャンピョンバス

ターミナルの場所を説明してもらい、無事

時間までに間に合いました。おばさんの親

切さに感謝し、ハングルが識別できるよう

にすることも日韓交流に大変重要と認識し

たところでした。 

写真 2 ピョンチャン行きのバス 



 11

Ⅳ.  第１３回核融合炉材料国際会議（ICFRM-13）報告と抱負 

Nice Nice! 

京都大学エネルギー理工学研究所 

助教  笠田 竜太 

 

今回のICFRMは、ITERの建設地が会場と同じプロヴァンス地方に属するカダラ

ッシュに決定したことも有り、ヨーロッパ関係者の独特の熱気の中で開催されたこ

とが思い出されます。そのような中でも、日本からの参加者数は群を抜いており、

今後も核融合炉材料開発研究を牽引する意気込みを強く感じることが出来ました。 

私の専門の鉄鋼材料系の研究の動向について簡単に述べますと、日本だけではな

く欧米においても酸化物分散強化（ODS）鋼に関する報告数が著しく増加していま

した。ナノ酸化物粒子やメゾスケールでの微細組織制御に関する研究や、その知見

を活用した新材料の開発についてはわが国が先行していますが、ODS鋼の高強度・

耐照射性の発現に関わる基礎研究については欧米の底力を感じるものも多く見受

けられました。今後は、Post-ITERを見据えて、ODS鋼のみならず他の候補材料

も含めて、ブランケット構造材料としての実用化に必要な要素技術開発（例えば接

合法の最適化）や、環境・照射・応力複合影響まで考慮する必要のある核融合炉ブ

ランケットの構造設計維持基準の策定を可能とする評価予測技術の確立と、それに

資する材料劣化の機構論的理解が益々重要になると考えられます。来年9月に日本

で開催されるICFRM-14では、これらの端緒となる成果を報告したいと考えていま

すので、ご期待下さい！ 

尚、今回から若手ポスター賞が設けられ、当研究室の岩間万里明君（M2）もバ

ンケット会場にて表彰される栄誉に浴しました。表彰式の様子とともに、会議場や

バンケットの写真をいくつかご紹介したいと思います。会議の雰囲気を思い出して

頂ければ幸いです。 

 

 
ニースの海岸 
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アクロポリス会議場 

  
講演会場 

  

  
バンケット 
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バンケット       若手ポスター賞（京大エネ研木村研 岩間君） 

  
（ORNL 近藤君）             （京大エネ研香山研 下田君） 

  

若手？ポスター賞             次回は札幌！（四竈組織委員長） 
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ICFRM-13の会議報告とICFRM-14に向けての抱負 

 

北海道大学大学院工学研究科材料科学専攻 

エネルギー材料講座機能材料学研究室 修士2年 渡部雅 

 

私は、平成19年12月10日から14日までの5日間、フランスのニースにおいて

開催された第13回核融合炉材料国際会議(ICFRM13)に参加しました。フランスに

国際熱核融合実験炉(ITER)の建設が決定したこともあり、欧州、特にフランス・ド

イツの研究者が多く参加しておりました。しかしながら、日本は研究者だけでなく

学生の参加もみられ、会議出席人数は一番多いといえました。会議では、フェライ

ト鋼やバナジウム合金、照射効果といった従来からのテーマとともに、国際核融合

材料照射施設(IFMIF)に関するセッション、ITERに関するセッションが見られ、基

礎研究よりも応用研究に力を置いたセッション内容となっていました。 

私自身は、13日のポスターセッションに「Non-equilibrium dissolution and 

precipitation of Y2O3 in mechanical-alloyed austenitic stainless steel」とい

う題目で参加させて頂きました。この日のポスターセッションではバナジウム合金

に関する研究発表が目立っていましたが、私の研究に興味を持って頂いた研究者の

方も多く、特に同じODS鋼の研究をしている方から質問を多く受けました。また、

私自身も多くのポスター発表を見る機会に恵まれ、研究の手法だけでなくポスター

のレイアウトといった点も大変勉強になりました。今回の発表から自分の研究には

まだまだ不十分な点があり、今後の課題が明確になったことも大きな成果だと思い

ます。 

核融合炉材料の分野は、私が研究しているODS鋼のような構造材料もあれば、

ブランケット材料、超電導マグネット材料などといった分野も含み極めて多岐にわ

たっています。私自身、その全てを把握できているわけではありませんが、ICFRM

はこのような異なる分野の研究に触れることができる機会であると思います。また、

異なる分野に触れることは自身の研究に思わぬ発見や着想をもたらすのではない

かと思います。こういった点から、次回のICFRM14では、積極的にさまざまなセ

ッションに参加したいと考えています。 
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ICFRM-13会議報告 

東北大学 工学研究科 

博士課程１年 丹野敬嗣 

 

昨年12月にフランス・ニースで開催されたICFRM-13にはポスター発表で参加

した。自身にとって初の国際会議であり、国外の研究者と議論をする貴重な経験を

得ることができた。私の発表は核融合炉のダイバータに適用されるタングステンが

中性子照射によってどのような特性変化を起こすかというものであり、固体核変換

元素の生成による組成変化の影響に着目したものであった。タングステンに関して

は、プラズマとの相互作用が主に議論されており、固体核変換元素の影響はこれま

であまり注目されてこなかった領域であったが、欧州の研究者やメーカーの方に興

味を持っていただき、ポスターセッション終了間際まで内容の濃い議論が行うこと

ができた。特に、固体核変換元素の種類によって析出の様子が大きく異なり、それ

が物理的性質の変化に大きく影響していることについて、その重要性を理解しても

らうとともに、実用炉に向けてより詳細かつ系統的に調べていく必要があるとの助

言をいただいた。これまでは国内学会での発表で研究経過を述べるにとどまってい

たが、今回の発表で自身の研究の意義・方向性を再認識することができ、非常に有

意義であった。また、講演では欧米の最新の研究成果を聴くことができ、海外での

研究の動向を知るとともに、核融合炉実現へ向けて着実に材料研究が進んでいる様

子を感じ取ることができた。さらに、企業のブースではこれまで写真でしか見たこ

との無かったITER用のパーツを実際に手にとって確認することができ、感慨深いも

のがあった。 

今回は右も左も分からない土地での開催だったため、自分の発表をこなすだけで

精一杯だったが、国内学会では得ることのできない経験・情報を得ることができた。

次回のICFRM-14は日本で開催されるので、是非参加して他の参加者と積極的に議

論をすることで、研究の発展につながるより多くの有益な情報を得ることができれ

ばと思う。 

 

ICFRM-13会議報告、 並びに今後への抱負 

 

東京大学大学院工学系研究科システム量子工学専攻 

博士課程2年  藤田 智 

 

第13回核融合炉材料国際会議ICFRM-13は、国際熱核融合実験炉ITERの建設

地が確定してから最初のフランスでのICFRMということもあり、ITERビジネスフ

ォーラムと題した産学連携イベントなどいくつかの目新しい試みを伴って、2007

年12月のニース市で開催された。 

ICFRMは核融合炉材料学を標榜しつつも、軽水炉材料や革新的核分裂炉材料の

領域、或いは基礎物性物理から機械加工・組立技術に至るまでの周辺技術との連携

を視野に入れた会議となっている. かく言う私の発表内容も、軽水炉圧力容器や革



 16

新核分裂炉炉内構造物の照射硬化に端を発する研究であったが、この領域には核融

合炉材料との共通課題も多い事から、ICFRMの場を借りて紹介するに至った。 

昼間のセッションでの数多くの先端的な研究発表もさることながら、朝のセッシ

ョンでの領域横断的、俯瞰的視点からの講演は見逃せないものであった。その中に

は、私の研究課題も属する、材料のマルチスケールモデリングに関する最新の知見

をまとめた貴重なレビューが含まれていた。マルチスケールという用語はやや使い

古されたきらいもあるが、実態はむしろ、各種のモデリング研究の有機的複合とい

う面ではこれまでの成果よりも改善の余地の方が遥かに大きいという印象を受け

た。とりわけマルチスケールモデリングのコンカレント化、アダプティブ化は材料

の科学と工学に残された最重要課題のひとつと私は考えており、自らの研究上の抱

負ともなっているテーマである。 

現状では原子力プラント構造材料は金属のほぼ独壇場であり、金属を勉強してお

けばとりあえずの対処はできるという状況にあるが、今回のICFRMにおいては非金

属、とりわけ炭化珪素系複合材に関する研究が想像以上に活発に行われている事を

知りややカルチャーショックであった。複合材といえばまず航空・自動車・船舶等

の運輸システムというイメージがあったが、定置プラントシステムの構造材にまで

複合材が進出を始めたとなれば、これに追随できるだけの知識を今から如何に習得

すべきか。そんな刺激も得られる会議であった。 

先にも述べたITERビジネスフォーラムをはじめとして、今回のICFRMではメー

カ等の民間企業が多く参加するイベントがあった。核融合発電の商業ベース化には

今しばらくの期間を要するという現実的問題を前にした各企業の展示内容には、苦

心の跡も伺えた。民間企業にとって核融合というものがITER建設特需であるという

以上の何らかの価値を見出せれば、核融合炉研究における継続的産学連携への弾み

もつくであろう。数多くの原子力プラントの設計・建設・運転・保守を手がけた企

業群のノウハウが核融合炉研究でも生かされる事に期待する。 

会議期間中にはフランス原子力庁CEAのカダラッシュ研究所見学会も催行され

た。ITER建設地は未だ更地であったが、わが国のJT-60とほぼ同世代のトカマク

であるTore Supraでは実験装置見学を含めた説明を研究所員の方からいただいた。

特に、超伝導コイルの大電流を事故時に抵抗器に「緊急退避」させる過程の一部始

終を熱く語られていた場面が印象に残った。革新型核分裂炉の苦い経験が語る通り、

原子力プラントの早期実用化のためには、研究開発段階から安全に対する説明性と

いうものが強く求められるに違いない。 

今後のICFRMが更に実りある会議となる事に期待し、今は一院生として何がで

きるか模索し続けているところである。 
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Ｖ． ASTM会議報告 

九州大学・応用力学研究所 渡辺英雄 

   

 第24回目の材料の照射効果に関するASTM国際会議が本年6月24－28日まで、Sheraton Hotel, 
デンバー、コロラド州にて開催された。この会議は隔年で開催され、ICFRM(核融合炉材料に

関する国際会議)の開催年度とは異なるため、機会があればぜひ参加したいシンポジウムであ

る。ASTM のホームページによると第 1 回目の開催が 1956 年 Los Angeles とあるので、随分

古い歴史を持っている。私は、第 16 回目の会議で初めて参加したが、当時は照射損傷の基礎

研究から、軽水炉・高速炉・核融合炉に亘る広範な材料研究が発表されていたと記憶してい

る。しかし、近年は軽水炉圧力容器の照射脆化やフェライト・ＯＤＳ鋼の関連の発表が主体

となり、少し寂しい気がしている。日本からは原子力機構、電中研、京大、九大からそれぞ

れの専門分野での発表がなされた。参加人数が比較的少ないことや発表が総て口頭であるこ

ともあり、毎回有意義な議論がなされている。  
（写真は、宿泊したホテルから眺めた、ロッキー山脈の朝焼け。） 
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Ⅵ．研究室紹介 東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻 

                    関村・阿部・沖田研究室 
 

当研究室では故三島良績先生（元日本原子力学会長）―石野 栞先生（元材料部会長）の

流れを汲み、東大の原子力系の専攻において一貫して原子力燃材料研究を主たる課題として

取り組んでいます。メンバーは関村直人教授、阿部弘亨・沖田泰良准教授の他、助教・研究

員計７名、院生十数名（うち英国からの留学生１）が在籍しています。ＯＢも東北大・京大・

ＪＡＥＡ・核融合研・原子力安全システム研究所・東芝など、原子力材料研究の最前線で今

も幅広く活躍しています。本郷キャンパスと東海村キャンパス両方に拠点があり、両キャン

パスをTV会議システムで結んで定期的にミーティングを開き、討論の場としています。 

研究対象としている原子力システムは、軽水炉をはじめ高速増殖炉や次世代炉・核融合炉

まで多岐にわたっています。とりわけ現状で国内の電力需要の30％を占める軽水炉は、安全

性・経済性を維持・向上させつつ、長期間に渡って主幹エネルギー源を担うことが要請され

ます。このためには高経年化システムに対する適切な保全の実施や高度化燃料の活用が重要

です。そのための研究活動として、 

 圧力容器鋼などの多様な材料の機能劣化をミクロに解明する実験 

 ミクロな原理に基づくマクロな機器健全性評価のためのマルチスケールモデリング 

 複雑システムのマネジメントと保全策適正化 

 高度化炉心燃料開発と健全性評価法や知識ベース化研究 

を進めています。また、関村教授がManagement Board議長を務めるOECD/NEA（経済

協力開発機構/原子力機関）の応力腐食割れ及びケーブル経年劣化プロジェクト(SCAP)にお

いては、議長として世界をリードするとともに、プロジェクトで得られるデータベースを再

構築・知識化し、どう生かすかを検討する研究も行っています。 

 阿部准教授が統括する東海村のイオン加速器施設「重照射研究設備（HIT）」においては、

イオン照射法を用いた原子力材料研究を中心としつつ、加速器による機能性材料開発や、探

査衛星搭載用宇宙塵検出器の開発なども進めています。また、沖田准教授は照射挙動のマル

チスケールモデリングを中心にした研究活動を展開しています。 

 当研究室の所属する原子力国際専攻はグローバルCOE「世界を先導する原子力教育研究イ

ニシアチブ」の中核機関であり、国際会議での成果発表の他にも多彩な国際協力・交流の枠

組みが用意されているので、国際的に活躍する人材を目指す方には非常に多くのチャンスに

恵まれています。また、社会の第一線で活躍している技術者や研究者の方々を対象として、

企業やそのほかの機関に在籍したまま本専攻の博士課程に入学できる社会人大学院生の受け

入れも行っており、現在も2名の社会人大学院生が在籍し、仕事と研究活動の両面で汗を流

しています。学部や修士課程から進学してくる学生のみならず、旺盛な好奇心と数多くの経

験や知識を有し、博士号取得を目指すバイタリティーに富んだ社会人学生を広く求めていま

す。（岩井岳夫 記） 
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Ⅶ．2009年以降の行事と行事予定 

(1) 日本原子力学会 2009 年春の年会 

 2009 年 3 月 23 日（月）～25 日（水） 東京工業大学大岡山キャンパス 

 

材料部会企画セッション 3/25 13 時 

  「原子炉材料研究における現状の課題と将来展望--若手研究者からの提言―」 

講演 照射脆化機構    （東北大学）永井康介 

照射脆化とその監視試験  （京都大学）笠田竜太 

照射下微細構造発達過程の要素としての微小欠陥の挙動  

（大阪大学）荒河一渡 

 

(2) 2009 International Congress on Advances in Nuclear Power Plants (ICAPP2009) 
 2009 年 5 月 10 日（日）～14 日（木） 東京・京王プラザホテル 

 http://www.icapp09.org/ 
 

(3) 14th International Conference on Environmental Degradation of Materials in 
Nuclear Power Systems-Water Reactors 

関村・阿部・沖田研究室
長寿命高性能原子炉システムの開発とその保全、放射線の検出と利用

モノとエネルギーを大事にする社会へ向けた研究

軽水炉の劣化予測

圧力容器の照射脆化

構造物の照射誘起応力割れ

配管減肉 （流れ加速腐食）

制御棒のひび割れ

技術規格・基準の策定

複雑人工物システムの保全

知識ベースシステム構築

保全適正化手法開発

技術戦略ロードマップ策定

放射線を利用した材料システムの創製

機能性ナノ材料

分子内包フラーレン

フラーレンひげ結晶

酸化物ナノ粒子

光触媒機能材料

表面活性を利用した熱効率向上

レーザー・アブレーション法の開発

次世代原子炉開発

核融合炉構造材料劣化評価

第Ⅳ世代原子炉の燃料

照射効果のマルチスケールモデリング

欠陥生成過程（ＭＤ）

照射欠陥/溶質ナノクラスター発達（kMC)

転位ー欠陥相互作用（MD, ＤＤ）

www.jnes.go.jp

第一線の研究

楽しみながら
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 2009 年 8 月 23 日（日）～27 日（木） 米国・バージニアビーチ 
 http://www.ans.org/meetings/envdeg 
 

(4) 14th International Conference on Fusion Reactor Materials (ICFRM-14) 
 2009 年 9 月７日（月）～12 日（土） 札幌コンベンションセンター 

 http://www.icfrm-14.com/index.html 
 

 

 

Ⅷ. 記事寄稿のお願い 

材料部会では、部会員の皆様からの部会報へのご寄稿を歓迎いたします。原子力関

連材料についての最近の研究や研究機関・施設・研究会の紹介、会議の案内や報告、

国際交流など、学会誌よりも気軽に話題提供してみたいという方は、ぜひお願い  

いたします。以下の電子メールアドレスあるいはお近くの運営委員会委員までご連絡

下さい。 

材料部会運営委員会メールアドレス：z-unei＠nuclear.jp 

 

Ⅸ．編集後記 

 10月出版予定が12月末までずれ込んでしまいましたが、皆さまのご協力で何とか年

内に上げることができました。特に学生の皆さんご執筆ありがとうございました。 

原子力機構 三輪さんには原研での実験などで大変お世話になりました。心からご

冥福をお祈りいたします。（岩井 記） 

 


