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Ⅰ.	 巻頭言	

第 17 代	 材料部会長	 阿部弘亨（東京大学）	

	

	 平成 30 年度材料部会長を務めております東京大学の阿部弘亨です。

材料部会報 Nuclear	Materials	Letters の発刊にあたり一言述べさせて

いただきます。	

	 就任以降、原子力材料のロードマップ（RM）を作るという宿題を頂い

ていますが、この RM を描くことの難しさを感じています。私は核燃料

RM や安全高度化 RM に関わっていますが、これらと違って材料分野は、課題や対象技

術（プラント）が多岐に分散していることに特徴があります。これは同時に、材料研

究は様々な分野で必要な学術領域であって、材料研究者はそもそもフレキシビリティ

が高く、各自が設定した（あるいは与えられた）課題を探求、解決する能力に溢れて

いるという良い意味でもあります。このことを浅学菲才ながら考察しつつ日々悩んで

おり、最近感じている雑感を述べさせていただきます	

	 私たちは、真理追究あるいは技術開発を通した人類への貢献を大きな目標とした研

究者、技術者という職を生業としています。化学の発展の代表的な例として光合成を

挙げることができます。17 世紀半ばから知見の蓄積が始まり、光合成とカルビン回路

が発見されたのが 1950 年。1961 年にノーベル賞を受賞しています[1]。光化学反応

（明反応）によって水から NADPH と ATP と酸素が作られ、前二者が駆動力となってカ

ルビン回路（暗反応）が回り、二酸化炭素が固定されてデ

ンプンを生産する、という中高生の頃に生物で習ったあれ
．．

です。科学者による真理の追求はその後も尽きることな

く、光合成は今では詳細に描くことができます。私たちの

知っている光合成は右図[2]の程度ですが、文字サイズを

この原稿程度に固定すれば、詳細なマップはちょっとした

部屋程度のサイズになるくらいの非常に詳細です[3]。	

	 これは科学の深化を示す一例で、すべての科学分野で同じ現象が起こっています。

それによって何が起こるか。真理を極めることで科学の領域は限りなく拡大していき、

でも個人には限界がありますから、いつの間にか私たちは森の中の木すら見えていな

くて、たった一本の木のある木肌辺りでウロウロする程度になっていきます。自省を

含めて申し上げると、私たちは専門分野と称して狭い領域を確保し、その中だけで満

足していませんか？実はこれと似たような見解が既に出ています。日本化学会のロー

ドマップ[4]には、環境問題など課題の急増も相まって化学分野が急速に広がってい

ること、同時に専門分野の細分化によって化学という重要なキーワードが求心力を失

っていくこと、そしてこれに対する危機感が良く表れています。私たちが専門として

いる材料も本を正せば化学の一分野であって学術の性格もよく似ていますから、今後

同じような傾向を辿ると予想されます。	

	 話は変わって、科学技術分野の隆盛は歴史を紐解けば多々見出すことができます。



西洋の錬金術やフランスのエコール・ポリティニクにおける画法幾何学[5]、日本の

造兵学のように時代の流れに伴って消滅した分野もあれば、タービンの研究のように

今どきの大学ではほとんど研究されなくなっている分野もあります。これらに共通す

るのは時代の要請が変化したこと、新興分野へ研究者が流出し吸収されていったこと

等であって、ニーズが無くなった、課題が無くなったということに起因していると思

われます。	

	 翻って、原子力材料の分野はどうでしょうか？私たちのこの分野は、福島の事故以

降、新しいプラントができない、再稼働も遅々としている、新しい炉型を提案しにく

い等の原子力分野の先細り感のある状況を反映して、閉塞感を感じている方が多いか

もしれません。しかし現実には、小型モジュール炉（SMR）をはじめ新規の炉型提案も

あるし、事故炉のデブリ対策や事故耐性燃料、さらには核融合炉材料開発等、様々な

研究が進んでいます。そしてこれらには材料の課題が満載されていて、現状の研究者

規模では全然足りない状況ともいえます。つまり、研究ニーズも課題も沢山あるのに、

この分野に閉塞感を感じる。このような科学技術分野の栄枯盛衰の流れはこれまで人

類が経験したことはありません。実は、閉塞感は別の要因であって、多分に心理的で

はないかとも思えるのです。	

	 賢明な皆様には既にお分かりと思います。この分野は衰退の途にあるとは言えない、

むしろ拡大の方向にあります。ただし、前述の心理的な閉塞感をいかに打破できるか

については凡才な私は良い解を持ち合わせてはいません。しかし positive	spiral[6]

に転ずるための方策はあるかもしれません。先に論じた科学技術の深化と専門分野の

自己狭隘化がヒントになりそうです。科学技術の深化は私たちの活動の当然の結果で

すから避けるわけにはいきません。むしろ先進技術の導入によってますます深化と拡

大は加速されているといえます。では、自らの分野に閉じこもるということについて

はどうでしょう？これは何とかなりそう。つまり、私たちは、科学者としての在り方

を保ちつつも、積極的に自身の専門分野の壁を破り、隣の領域、ご近所の領域、はた

また遠方の領域の専門家に対し敬意をもって積極的な交流を積み重ね、仲間をたくさ

ん作る活動を皆が意識を共有して継続することで原子力材料の分野を盛り上げてい

くことができると思うのです。	

	 「な～んだ、偉そうなことを言って結論は当たり前のことね。」と仰ることなかれ。

実践するのは結構大変ですよ～。	

参考文献	

[1]	Wikipedia	

[2]	http://kurosiokun.blogspot.com/2013/07/blog-post.html	

[3]	http://biochemical-pathways.com/#/map/1	

[4]	http://www.chemistry.or.jp/roadmap/Roadmap.html#01	

[5]	中村征樹、学術の動向 22(2)(2017)32	

[6]	大黒摩季 positive	spiral、のことではありません。	
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（上）加治部会長による開会の挨拶、（下）北大橋本教授による講演	



	

	

（上）INSS 藤井氏による講演、（下）電中研野本氏による講演	



II.	  2018年 春の年会 企画セッション報告 
 

日本原子力研究開発機構	 加治	 芳行  
 
我が国の試験研究炉は、昭和 30年～50年代に造られた施設が大半を占めている。約半数
が築年数 40年を越えており、高経年化が著しく、その維持管理や安全対策等の対策に多く
の予算が必要となっている。また、高経年化対策に加え、福島第一原子力発電所の事故以降、

新規制基準対応を求められ、ますます運用管理が困難な状況である。特に、我が国で照射機

能を有する材料試験炉の代表とも言える JMTRは廃止することが決定され、海外でも多く
の軽水炉環境での照射実績を有するノルウェーのハルデン炉が廃炉となることが決定され

た。このような状況の中、新たな試験研究炉の設置に関する動きがあるものの、設計・建設・

運用までにはかなりな時間を要することもあることから、残存する国内外の試験研究炉を

今後どのように利用して、材料等の照射研究を発展させ、人材を育成するかが大きな課題と

なっている。一方、イオン照射等を利用した基礎研究や廃炉材等を用いた基盤研究により、

材料照射研究に新たな展開が見え始めている状況もある。 
そこで、材料部会では、今後 10年の材料照射研究のアクションプラン立案に向けた議論
の機会とすると共に、学会員間の情報共有と中堅若手の研究者の育成に役立てることを目

的として、2018年春の年会の企画セッションを開催した。具体的には、北大の橋本直幸先
生に「核融合炉材料照射研究の現状と展望」、INSS の藤井克彦氏に「軽水炉炉内構造材料
のミクロ組織観察手法の高度化」、電中研の野本明義氏に「原子炉圧力容器の照射影響評価

の現状と展望」の講演をお願いし、原子力材料の照射損傷・照射影響研究の最新の知見や今

後の展望に関する議論を行った。ここではより多くの学会員に情報を周知するため、講演資

料（一部抜粋）を掲載することで、その概要を報告する。講演いただいた先生方の厚意に感

謝の意を表する。 
 
「材料照射研究の次の 10年に向けたアクションプラン」（3	月 26 日（月）	13:00～
14:30）	

座長	 原子力機構	 加治	 芳行	

	

(1) 核融合炉材料照射研究の現状と展望  
北海道大学	 橋本	 直幸 

(2) 軽水炉炉内構造材料のミクロ組織観察手法の高度化	 	 	   
INSS	 藤井	 克彦 

(3) 原子炉圧力容器の照射影響評価の現状と展望 
電中研	 野本	 明義 



材料照射研究の次の10年に向けたアクションプラン 

 

核融合炉材料照射研究の現状と展望 

橋本直幸 (北海道大学) 
 

谷川博康 (QST)，長谷川晃 (東北大), 檜木達也 (京大) 

日本原子力学会 2018年春の年会 

2018年3月26日 大阪大学 吹田キャンパス R1棟 
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既存合金あるいは将来的に利用可能な候補材料 (2000) 

300系オーステナイトステンレス鋼 
- × 熱的クリープに温度限界が存在 

- × 耐スエリング性が低い 

    (合金元素の添加や熱処理が必要) 

 

• フェライト・マルテンサイト鋼 
- ○ 高損傷量で耐スエリング性が高い 

- × 低温における照射硬化 

- × 熱的クリープに温度限界が存在 

 

• 高融点合金 
- ○ 耐スエリング性が高い 

- × 加工・溶接性に難点 

- × 低温における照射硬化 

- × 耐酸化性が低い 

利用可能と考えられる稼働温度領域 

S.J. Zinkle and N.M. Ghoniem (2000) 
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A-FNS 

●ITER‐FP ●ITER‐DT Q=10 

DEMO Construction 

Fusion Power =0.5GW 
 ~1dpa / full life 

DEMO Fusion Power =1.5GW 
20~80dpa/fpy 

Satellite Tokamak JT60-SA 

A-FNS :40MeV D+, 125mA 
Beam on Li target 
20 dpa/fpy (on steel,max.) 

IFMIF/EVIDA LIPAc 9MeV D+, 125mA 

核融合DEMO炉建設へのスケジュール 

QST 
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低放射化フェライト鋼 ~ 核融合DEMO炉ブランケットの環境 

QST 



t170~250mm 

t15~25mm 

原子炉圧力容器 核融合炉ブランケット 

 壁厚が厚い 
 溶接部位が少ない 
 均一照射 
 低照射量 
 低エネルギー中性子照射 
 ON/OFFあるいは過圧に
よる熱負荷 

 壁厚が薄い 
 溶接部位が多い 
 照射条件の勾配が大きい 
 高照射量 
 高エネルギー中性子照射 
 LOCA による過圧 
 短時間での現象: t <30ms 

低放射化フェライト鋼 ~ 原子炉圧力容器と核融合炉ブランケット 

QST 



原子炉燃料被覆管 

 燃料クラッドが薄管で溶接部がない 
 照射が厚さ方向に均一 
 ON/OFFによる熱負荷 
 燃料変形による変形 
 燃料生成物による圧力 
 長時間スケール 

~4m 

<t1mm 

低放射化フェライト鋼 ~ 原子炉燃料被覆管と核融合炉ブランケット 

核融合炉ブランケット 

t15~25mm 

 壁厚が薄い 
 溶接部位が多い 
 照射条件の勾配が大きい 
 高照射量 
 高エネルギー中性子照射 
 LOCA による過圧 
 短時間での現象: t <30ms 

QST 



候補材料 
 

時効マルテンサイト鋼(F82H) 
Mod9Cr (Fe 9Cr-1Mo V, Nb)   
 
低放射下 
良好な耐スウェリング性 
製造および溶接に対する技術的成熟 

理想的な材料特性 
 

  特性変化が最小 
  構造体としての14 MeV中性子照射下安定性 

 

高シンク強度材料の開発 
 

  酸化物分散強化鋼 
 ナノ - フェライト合金 
 高温材料 (SiCf/SiC) 

Sink strength (1/m3) 

D
s

y (
M

P
a)

 

S.J. Zinkle, Annu. Rev. Mater. Res. 44 (2014) 241-267 

High Low 

低放射化フェライト鋼 ~ DEMO炉ブランケット材料開発 

QST 
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As-prep, (et =~0.2, eu=~0.04) 

低放射化フェライト鋼 ~ 照射効果 (照射脆化) 

課題：核融合中性子条件における照射
脆化の精確な模擬 

QST 
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低放射化フェライト鋼 ~ 照射効果 (延性低下) 

QST 



H. Tanigawa et.al., J. Nucl. Mater. 367-370 (2007) 42-47 

電子線照射下に
おけるMXの安定
性 

電子線照射下に
おけるM23C6 の
安定性 

低放射化フェライト鋼 ~ 析出物の照射下安定性評価 

QST 



低放射化フェライト鋼 ~ 照射によるM23C6, Fe3Wの非晶質化 
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6.4MeV Fe3+ ion irradiation at 300  ̊̊C / 10dpa 	
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低放射化フェライト鋼 ~ 照射誘起転位ループの観察 

QST 



Irradiation reactor 

(Fission)  

HFIR at ORNL 

Simulation irradiation by ion 

irradiation 

Fusion neutron irradiation facility 

IFMIF 
 Only available method to 

estimate irradiation effects on 

mechanical properties. 

 Not good enough to 

understand He / H effects. 

 Not available for a moment 

Fusion condition can be simulated 

in limited region by implanting He 

and H simultaneously with self ion 

irradiation (e.g., Fe3+) 

照射研究に利用可能な施設 

QST 



マイクロ引張試験 

 This technique make it possible to 
evaluate plastic deformability of ion 
irradiated region.  

• Fabricated by FIB, and tested in FIB. 
• Use Si micro-beam as a load cell, 

calibrated by nano-indentor. 

25mm 

低放射化フェライト鋼 ~14MeV中性子照射研究の方針 

QST 



14 
タングステン ~ 材料特性 

Tohoku University 



15 
タングステン ~ ダイバータ環境と特性変化 

Tohoku University 



16 
タングステン ~ 微細組織制御による機械的特性の改善 1  

Tohoku University 



17 
タングステン ~ 微細組織制御による機械的特性の改善 2  

Tohoku University 



18 
タングステン ~ 核融合炉環境下における課題 

Tohoku University 
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SiC/SiC ~ 被中性子照射SiC/SiCの応力ーひずみ曲線 

Kyoto University 



 構造材料として工業的に信頼性の高い鉄鋼材料を用いながらも、その内側に高温で使用
可能なSiCのインサート材を入れることにより、鉄鋼材料の使用可能温度を超えるような温
度域での液体金属を用いることができる。 

SiC/SiC  

FCI 

低放射化 

フェライト鋼 

ODS層 

必要な材料特性 
 

低電気伝導度 

低熱伝導度 

低トリチウム透過性 

緻密性 

高温液体金属に対する耐腐食性 

耐照射特性 

加工技術や接合技術 

SiC/SiC ~ 鉄系構造材料との共存 

Kyoto University 



SiC/SiC複合材料 

CTE 
（@RT、10-6/℃) 

融点 

（℃） 

SiC 4.7 2797 

W 4.6 3440 

Mo 5.4 2610 

核融合炉構造材料の有力な候補 ⇒ 

タングステン 

- 耐熱性     
- 耐摩耗性 
- 低放射化 

- 低熱膨張率 
- 高熱伝導率 
- 化学的安定性 

 プラズマ対向材としてのSiC/SiC複合材への被覆材 

 熱膨張係数がSiCと極めて近い 
 高融点金属（優れた耐高熱負荷） 
 スパッタリング損耗が小さい 

ダイバータへの適用・・・ 

高熱負荷による表面損耗が著しいため、 
スパッタ損耗の小さい高Z材による被覆が必要 

Y. Huang et al. FED (2017) 

SiC/SiC ~プラズマ対向材への適用 

Kyoto University 



材料の基本特性 

– 低放射化特性、耐照射特性は非常に優れている。 

– 高温強度特性も非常に良い。（基本的に高温の方が強度が高い） 

– 熱伝導、電気伝導は照射や高温などの環境に影響を受ける。 

デザイン 

– 評価規格、データベースの充実が必要であるが、軽水炉の事故耐性燃料への適用するた
めに大きく進展している。 

– 設計規格、材料規格が必要であるが、軽水炉の事故耐性燃料への適用するために大きく
進展している。  

実用形状物製作性 

– サイズ効果は比較的小さい。 

– 航空機エンジンで実用化が始まっており、製作技術は適用できる。 

– 必要サイズのお釜が必要。 

コストダウン 

– 炭素繊維のコストダウンの歴史の踏襲を目指す。 

– 核融合だけではどうにもならない。他の原子力システム、民生利用を進める必要がある
が、航空機エンジンでの実用化は始まっており、コストダウンも始まっている。 

– 低コストプロセスの開発と歩留まりの向上が必要。 

SiC/SiC ~ 研究開発の現状と課題 

Kyoto University 



Flow channel insert 

– 現状：既存技術で対応可能（実証のR&Dは必要） 

– 開発課題：基本特性制御、液体金属との共存性、接合 

– 確認課題：熱伝導、電気伝導 

– 2030年までの技術的見通し：十分可能 

ダイバータ 

– 現状：タングステンとの接合は比較的容易 

– 開発課題：製造技術、熱伝導、接合、コストダウン 

– 確認課題：タングステン被覆材の特性、高熱負荷時の特性 

– 2030年までの技術的見通し：可能 

ブランケット構造材料 

– 現状：ラボスケール材の特性は十分 

– 開発課題：製造技術、接合、コストダウン 

– 確認課題：実用大型材の基本特性 

– 2030年までの技術的見通し：困難だが可能 

Kyoto University 

SiC/SiC ~ 核融合炉への応用 



材料部会セッション
材料照射研究の次の１０年に向けたアクションプラン

（株）原子力安全システム研究所

藤井 克彦

日本原子力学会2018年春の年会
2018年3月26日～28日 大阪大学吹田キャンパス

（2）軽水炉炉内構造材料のミクロ組織観察
手法の高度化



中性子照射によるマクロな性質変化（～３００℃）



照射ミクロ組織・組成の評価の最近の動向

n オーステナイトステンレス鋼の中性子照射によるミクロ組織変化

やミクロ組成変化は、照射誘起応力腐食割れ(IASCC)の発生

や靱性の低下を引き起こす．

n 主として透過型電子顕微鏡(TEM)による評価が行われ、転位

ループやブラックドット、キャビティ、γ’析出物の形成や照射誘

起偏析による結晶粒界でのNiの濃化やCrの欠乏等に関して多

くの測定がなされ、データベースが構築されている．

n 原子レベルの空間分解能を有する質量分析法である3次元アト

ムプローブ（APT）分析が中性子照射材やイオン照射材に対して

試みられ、溶質原子クラスタの形成や照射誘起偏析に関して

報告されつつあるが、その数はまだ少なく条件も限られている．



照射ステンレス鋼のAPT分析例

Material Particle T (K) Dose
(dpa)

Solute clusters Ref.

CW316 SS Neutrons 633 12 Si atmospheres
Ni-Si enriched clusters

[1]

304 SS Neutrons 573 24 Ni-Si ppts
Mn & P enrichment in some ppts

[3]

304 SS Neutrons 561 5.5 Ni/Si-enriched and C-enriched clusters [4]
304L SS Neutrons 561 3.6-13 Ni/Si-enriched, Ni/Si, Al-enriched, Cu-

enriched, and C-enriched clusters
[4]

316L SS
CW316 SS

Neutrons
Neutrons

561
578-597

6.7
3-74

Ni/Si-enriched and Ni clusters
Ni-Si enriched clusters
Ni-Si-Mn enriched clusters at 
high dose

[4]
[7]

304 SS Protons 633 10 Cu and Ni-Si rich clusters [6]
304 SS Protons 633 5 Ni/Si-rich and Cu-rich clusters [2]
304L &316 SS Fe ions 653 46,260 Ni/Si-rich clusters [5]

[1] A. Etienne, B. Radiguet, P. Pareige, J.-P. Massoud, C. Poker, J. Nucl. Mater. 382 (2008) 64-69.
[2] Z. Jiao, G.S. Was, Acta Mater. 59 (2011) 1220-1238.
[3] T. Toyama, Y. Nozawa, W. Van Renterghem, Y. Matsukawa, M. Hatakeyama, Y. Nagai, A. AlMazouzi, S. Van Dyck, J. Nucl. Mater. 418

(2011) 62-68.
[4] P. Chou, N. Soneda, K. Nishida, K. Dohi, E.A. Marquis, Y. Chen, Proc. Fontevraud 8 - Contribution of Materials Investigations and Operating

Experience to LWRs’ Safety, Performance and Reliability, Avignon, 2014.
[5] Z. Jiao, G.S. Was, J. Nucl. Mater. 449 (2014) 200-206.
[6] Y. Chen, P.H. Chou, E.A. Marguis, J. Nucl. Mater. 451 (2014) 130-136.
[7] K. Fujii, K. Fukuya, J. Nucl. Mater. 469 (2016) 82.



オーステナイトステンレス鋼への照射影響

ミクロ組織・組成の変化

アトムプローブによる評価の試み



フラックスシンブルチューブ材（CW316SS）TEMデータベース

Dose (dpa) Technique Reference Technique
0.7

TEM Ref. 1-3

1
3 APT
4

11 APT
25
29
31
34
35 (APT)
38
53 (APT)
73 APT 

[1] K. Fujii, K. Fukuya, G. Furutani, T. Torimaru, A. Kohyama, Y. Katoh, “Swelling in 316 stainless steel irradiated to 53dpa in a PWR,”
Proceedings of 10th International Symposium on Environmental Degradation of Materials in Nuclear Power Systems-Water
Reactors, NACE, (2001) 10 pages.
[2] K. Fukuya, M. Nakano, K. Fujii, T. Torimaru, “Separation of microstructural and microchemical effects in IASCC using post-
irradiation annealing,” J. Nucl. Sci. Technol., 41 (2004) 1218-1227.
[3] K. Fukuya, K. Fujii, H. Nishioka, Y. Kitsunai, “Evolution of microstructure and microchemistry in cold-worked 316 stainless steels
under PWR irradiation,” J. Nucl. Sci. Technol., 43 (2006) 159-173.



供試材

15％冷間加工SUS316ステンレス鋼
（PWRフラックスシンブルチューブ）

照射量（照射温度、損傷速度）
(1) 3dpa(324℃, 8.3×10-9dpa/s)
(2) 11dpa(323℃, 2.9×10-8dpa/s)
(3) 74dpa(305℃, 1.5×10-7dpa/s)

フランクループとブラックドット Heバブル g’析出物

TEMによるミクロ組織観察例（11dpa材）

平均直径：12nm
数密度：2×1022/m3

4nm
2×1022/m3

4nm
0.2×1022/m3

1nm
50×1022/m3



実験方法：APT測定

集束イオンビーム（FIB）加工
による試験片の整形

Gaイオン（リング型）

先端径
φ50nm

粒界を含む試験片
2×2×5mm

APT測定 （JAEAふげん管理区域内LEAP3000XHR）

レーザーパルスモード、試料温度： 35K, レーザー出力： 0.3nJ

 

 

 

 

Wニードル 

微小試験片 

日本核燃料開発にて採取

ふげんラボ



アトムプローブ測定結果：3dpa材

•クラスタ：Ni, Si, Pの集積とFe, Cr, Mo, Mnの欠乏



アトムプローブ測定結果：11dpa材

•クラスタ：Ni, Si, Pの集積とFe, Cr, Mo, Mnの欠乏



アトムプローブ測定結果：74dpa材

•クラスタ：Ni, Si, Pの集積とFe, Cr, Moの欠乏. Mnが一部に集積



検討：クラスタ解析条件

クラスタの抽出条件
・ コア元素： Si

Niは主要成分元素のため、コア原子に仮定すると
Niの濃度揺らぎに起因した微小なクラスタが高密度
に抽出される．また、複数のクラスタを一つに抽出す
る傾向が強まり適切な解析が不可能

・ しきい距離： 0.7nm（最適値）
0.5nmでは、大きなクラスタを分割して抽出
0.6nmでは、大きなクラスタは的確に抽出できるが、
小さなものやディフーズなものを抽出できず

0.8nm以上では、複数のクラスタを一つとして抽出

・ コア原子数： 20原子以上

0.7nm

コアクラスタ解析法
回帰探査アルゴリズム



検討：クラスタ解析結果

NiとSiが主として集積したクラスタが形成. 直径：6~10nmと2~4nm
小さなクラスタの数密度の増加に伴い全体の数密度は増加. 大きな
クラスタの数密度は照射量の増加に伴い減少.

クラスタのサイズ分布 クラスタの数密度

Small clusters (<5 nm), Large clusters (>5 nm)



検討：クラスタの組成

• 照射量によらずクラスタの平均組成はほぼ同じ

Small clusters (d<5 nm) Large clusters (d>5 nm)



検討：溶質原子のクラスタリング

Si vs Ni Si vs Mn

Ni/Si » 2

Ni/Si » 2

11dpa

74dpa

Mn/Si » 0.05

Mn/Si » 0.05

溶質原子が集
積したクラスタ
がMnを含むも
のに変化

G相 (M6Ni16Si7,
M=Mn, Mo) 



検討：クラスタの照射に伴う変化

•11dpa照射材のクラスタは、74dpa照射材のMnを含むクラスタと
同様に中心でFe濃度が低い

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10

Radial distance (nm)

C
o
n
c
e
n
tr

at
io

n
 (

at
%
)

Ni

Si

Mn

Fe

Cr

r = 4.9nm
Average concentration (at%)
 30.9Ni-17.1Si-3.7Mn-37.8Fe-9.1Cr

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10

Radial distance (nm)

C
o
n
c
e
n
tr

at
io

n
 (

at
%
)

Ni

Si

Mn

Fe

Cr

r = 4.9nm
Average concentration (at%)
 24.6Ni-15.4Si-1.0Mn-47.8Fe-10.0Cr

Mnを含むクラスタ

クラスタの径方向での組成の変化
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中心でFe濃度が低い



APTによる粒界偏析の測定

GB & precipitates in SUS316 irradiated to 74 dpa



APTによる粒界分析結果

APTで測定した粒界濃度（粒界を含む厚さ1nmの濃度）と偏析量
偏析量は粒界濃度と粒界を含む試料全体の平均濃度との差



APTとTEM/EDSの粒界分析の比較



17dpa BFB材（CW316SS） アトムマップ

Fe Cr Ni Si

Mn Mo P 10nm

Bulk concentration (at%)
Fe 67.28
Cr 18.02
Ni 10.65
Si 1.03
Mn 1.44
Mo 1.15
P 0.018



Fe Cr Ni Si

10nm

2 nm of map thickness

17dpa BFB材アトムマップに観察されたキャビティ



Roi: 2x2x20nm

17dpa BFB材アトムマップに観察されたキャビティ



まとめ

中性子照射されたオーステナイトステンレス鋼（TEM/EDSによ
るミクロ組織・ミクロ組成が評価済み）のアトムプローブによる
データ取得を開始した。

比較的低い照射量からNiとSiが濃化したクラスタが形成し、
高照射量ではMnを含むクラスタが形成することが確認された。

キャビティ表面へのNiやSiの偏析などの新たな知見が明らかに
成りつつあり、硬化係数への寄与を考慮する必要があるかも
しれない。

アトムプローブによる知見は組成分布であり、東北大学等で
進められているTEMによる組織との直接関係付けによる理解
が機械的特性へのインパクトを評価する上で必要である。



電力中央研究所

原子炉圧力容器の照射影響評価の
現状と展望

材料科学研究所

日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション

2018年3月26日

野本明義

2018 1

材料照射研究の次の10年に向けたアクションプラン



原子炉圧力容器（RPV）
原子力プラントの主要構造物

材料：低合金鋼（圧力容器鋼）

照射環境（胴部）

照射量：〜1020 n/cm2, E>1MeV
照射速度：108~1011n/(cm2・s), E>1MeV
照射温度：276〜290℃

2018 2

C Si Mn P S Ni Mo

≦0.25 0.25 ‐
0.30

1.15 ‐
1.50 ≦0.035 ≦0.04 0.40 ‐

0.70
0.45 ‐
0.60

A533B鋼の化学組成（wt%)

PWR圧力容器

胴部

日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション



原子炉圧力容器の照射脆化

2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 3

中性子照射前

中性子照射後

温 度 276 ~ 288℃脆化量（単位℃)

運転温度材
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原子力プラントの長期運転においても、照射脆化が原子
炉の安全性に影響がないことを確認することが重要



圧力容器の健全性評価

2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 4

鋼材の温度

破
壊
靭
性

照射前
照射後

破壊靭性

破壊力

健全性評価
（破壊力学評価）

緊急時炉心冷却系
(ECCS)の作動に
伴う炉壁の急冷

加圧熱衝撃事象
（Pressurized Thermal Shock: PTS ）

容器内面に仮想的にき裂を想定

→PTS事象時等の破壊力(応力拡大係
数)と材料の破壊靭性を比較して破壊
が起こらないことを確認

照射脆化評
価・予測



圧力容器の照射影響評価

2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 5

圧力容器の
照射影響評価

照射脆化評価・予測

健全性評価



本日の内容

照射脆化評価・予測

健全性評価

廃炉材活用研究

2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 6



2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 7

照射脆化評価・予測



照射脆化評価に関する最近の動向

監視試験

圧力容器と同一ヒートで作製した監視試験片を実
炉内で照射し、所定の期間に取り出して機械試験
を行い照射脆化量を評価する

監視試験の追加要求

規制より、運転期間延長認可制度や脆化予測法の
エンドースの技術評価において、追加の監視試験
要求があった

監視試験片の物量は限られているため、試験片を
効率的に利用する手立てが必要

2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 8



監視試験片の効率的な利用

監視試験片の再生（JEAC4201）
試験済みの監視試験片から試験片を再生

小型試験片を用いた評価手法

小型シャルピー試験

ミニチュアC(T)試験片を用いた破壊靭性試験

スモールパンチ試験

シアパンチ試験

硬さ試験

2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 9



ミニチュアC(T)試験片を用いた破壊靭性評価

小型のC(T)試験片（厚さ4mm）を用いた試験
 監視試験後のシャルピー破断材から加工可能

 マスターカーブ法により破壊靭性値を直接評価可能

 JEAC4216‐2015, ASTM E1921で試験方法が規格化されている

実機適用性の検討が行われている
 国際ラウンドロビン試験

 照射材，溶接金属等への応用

2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 10

試験後の監視試験片（シャルピー衝撃
試験片）からのミニチュアC(T)試験片

の採取の模式図



脆化予測

監視試験は回数が限られ、照射位置も容器内部となるため，健
全評価で対象となる時期や位置における脆化量を得られるとは
限らない。そのため、脆化予測式を用いて脆化量を見積もる（予
測する）必要がある。

脆化予測式：照射条件，材料条件から照射脆化量を見積もるた
めの相関式（Embrittlement trend curve, ETC）

日，米，仏，露等で各国の事情（炉系，材料，運用状況等）に合
わせて予測式が開発・運用されている
 国内予測法の最新版はJEAC4201‐2007[2013年追補版]

2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 11



脆化予測式の変遷

2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 12

ASTM E900-15 (2015)

Soneda (ed.), Irradiation Embrittlement of Reactor Pressure Vessels (RPVs) in Nuclear Power Plant, Woodhead Publishing (2014) に追記

金属組織変化→脆化



照射に伴う金属組織変化
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0.12wt% Cu,
4x1019n/cm2, E>1MeV

0.03wt%Cu
6x1019n/cm2, E>1MeV

Cu-Ni-Si-Mn cluster

Ni-Si-Mn cluster

35 x 41 x 491 nm3 :13.7M atoms

41 x 49 x 264 nm3 : 11.2M atoms

曽根田他，電力中央研究所報告 Q06019 (2007)
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●Cu, ●Si, ●P

80x75x12nm
19M atoms

曽根田他，電力中央研究所報告書 Q12007 (2013)

溶質原子クラスターの形成

マトリックス損傷の形成



米国の予測式（EONY）

EONY (2007) – 10CFR50.61a
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脆化メカニズムに基づく式
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日本の予測式（JEAC4201-2007/2013）

ミクロ組織変化から機械的特性変化の予測

ミクロ組織変化の予測

     20
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1416 11, 15

Ref. 曽根田ら、電中研研究報告書、 Q06019 
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脆化予測

監視試験は回数が限られるため，評価対象となる時期や位置に
おける脆化量は脆化予測式を用いて見積もる

脆化予測式：照射条件，材料条件から照射脆化量を見積もる（予
測する）ための相関式（Embrittlement trend curve, ETC）

日，米，仏，露等で各国の事情（炉系，材料，運用状況等）に合
わせて予測式が開発・運用されている
 国内予測法の最新版はJEAC4201‐2007[2013年追補版]

現在も世界各国で継続的に予測式の改良・開発のための研究が
進められている
 長期運転時の脆化予測の高精度化

 既存メカニズム理解の高度化

 考慮されていない脆化機構はないか？

2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 16



照射脆化研究
材料の影響

化学組成（Cu, Ni, Si, Mn, 
P）の影響

鋼種（圧延、鍛造、溶金）
の影響

照射の影響

照射量、照射速度

温度

APTベンチマーク

2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 17

金属組織変化の機構

溶質原子クラスター形成

マトリックス損傷形成

粒界偏析

金属組織変化と脆化（硬
化）の関係

硬化モデル

溶質原子クラスター、マト
リックス損傷の障害物強度

硬化と脆化の相関

国内商用原子炉の長期運転の照射影響評価
低〜中程度のCuを含む鋼材＠照射量~1020n/cm2



低Cu材におけるNi‐Si‐Mnクラスターの形成
形成メカニズム：

 不均一核生成？（マトリックス損傷が核）

 高照射量における（潜伏期間の長い）均一核生成？

2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 18

H. Ke et al., Thermodynamic and kinetic modeling of Mn-Ni-Si precipitates in low-Cu reactor pressure vessel steels, Acta Mater. 138 (2017) 10-26

クラスターダイナミクス

Ni = 1.63  0.73   1.34   0.86   1.46   1.50   1.68   0.92

 Ni量が少ない場合(国内圧力容器鋼程度）は不均一核生成が支配的



低Cu材におけるNi‐Si‐Mnクラスターの形成
形成メカニズム：

 不均一核生成？（マトリックス損傷が核）

 潜伏期間の長い核生成？
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H. Ke et al., Thermodynamic and kinetic modeling of Mn-Ni-Si precipitates
in low-Cu reactor pressure vessel steels, Acta Mater. 138 (2017) 10-26

G. Bonny, D. Terentyev, E.E. Zhurkin, L. Malerba, Monte Carlo study of decorated 
dislocation loops in FeNiMnCu model alloys, J. Nucl. Mater. 452 (2014) 486-492

キネティックモンテカルロ法 クラスターダイナミクス

Ni= 1.63   0.73   1.34   0.86   1.46   1.50   1.68   0.92
CNi = CMn

 Ni量が少ない場合(国内圧力容器鋼程度）は不均一核生成が支配的

 実験的観察：難易度高 最新実験テクニック（TEM tomography+APT等）

数値計算の適用

計算機性能、計算技術の進歩および脆化機構の考察が進
んだことにより、実用鋼の実験結果と比較可能（空間、時間
スケール、多元合金）な計算がなされるようになってきた

今後、実験結果と相補する形での一層の活用が期待される
 Ex. 欧州のSOTERIAプロジェクト

先端観察技術の適用、開発

2000年代の陽電子消滅法、APT
TEM tomography + APT, WB‐STEM

核生成メカニズムの違いによる溶質原子クラスター性状の違い

その場観察
障害物強度の評価

シミュレーション照射

・・・



脆化予測式の変遷

2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 20

ASTM E900-15 (2015)

Soneda (ed.), Irradiation Embrittlement of Reactor Pressure Vessels (RPVs) in Nuclear Power Plant, Woodhead Publishing (2014) に追記



米国の予測式（E900‐15）

W:溶接金属
P：圧延材
F:鍛造材

* ASTM E900‐15,”Standard Guide for predicting radiation‐induced transition temperature shift in reactor vessel materials”,2015

日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション2018

統計分析に基づく式

Φ：照射量(n/cm2)
T:照射温度(oC)
Cu:銅含有量(wt.%)
Ni:ニッケル含有量(wt.%)
P:リン含有量(wt.%)
Mn：マンガン含有量（wt.%）

21

米NRCが世界各国から収集した照射脆化データの
統計分析に基づく予測式

ASTM E900‐15 (2015)の予測式として規格化された



米国の予測式（E900‐15）

W:溶接金属
P：圧延材
F:鍛造材

* ASTM E900‐15,”Standard Guide for predicting radiation‐induced transition temperature shift in reactor vessel materials”,2015
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統計分析に基づく式

Φ：照射量(n/cm2)
T:照射温度(oC)
Cu:銅含有量(wt.%)
Ni:ニッケル含有量(wt.%)
P:リン含有量(wt.%)
Mn：マンガン含有量（wt.%）
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米NRCが世界各国から収集した照射脆化データの
統計分析に基づく予測式

ASTM E900‐15 (2015)の予測式として規格化された

統計的分析に基づく予測式の復権

照射脆化データの蓄積

計算機能力・分析技術の発達
ノンパラメトリックベイズ（JAEA）
機械学習

機能性材料等で数値計算＋統計分析に基づく材料
開発への適用研究が行われている

マテリアルズインフォマティクス

今後、脆化評価の一端を担うようになる可能性があ
る



2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 23

健全性評価



健全性評価における最近の動向

健全性評価のための民間規格JEAC4206の改訂
（JEAC4206‐2016）
適用対象を供用期間中の圧力容器に特化

マスターカーブ法による破壊靭性評価の考え方を導入

クラッド（内張）下の亀裂（UCC）を考慮

判定基準に高温余荷重効果（WPS），亀裂伝播停止を取り込み

今後の検討事項

これまで考慮されていない評価裕度

確率論的破壊力学評価の導入

2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 24



評価裕度（靭性の板厚方向分布）
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板厚中心部材

全板厚模擬材

中性子の板厚方向減衰の影響

初期T41J分布と
中性子減衰の影響

80oCの差

内張り

初期延性脆性遷移
温度（T41J）分布

中性子照射量

照射による脆化
の度合い（∆T41J）

Base Metal容器胴部

初期T41J分布

初期のT41J分布考慮しない
（現行評価）

初期T41J分布考慮

板厚方向位置

照射前後の
T41J分布

照射位置（キャプセル内表面からの距離）（mm）

照射位置（キャプセル内表面からの距離）（mm）

←高照射量，容器内面 低照射量，容器外面→

←高照射量，容器内面 低照射量，容器外面→
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JRQ材

25



確率論的破壊力学（PFM）評価
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 確率論
 破壊確率の算出

 変数の統計分布特性

 各変数の関係性

 破壊確率に応じ，最終結果に
対して保守性を設定

鋼材の温度

破
壊
靭
性 KIC

KI

破壊の発生する
可能性のある領域

 決定論（現行の評価）

 保守性の積算
 すべての変数を保守的に見積もる

 保守性が大きい



圧力容器のPFM評価の現状

米国ではPTS評価において確率論に基づく規制を実施
している

10CFR 50.61, 10CFR 50.61a

国内においては、

 JAEAの開発したPFMコード PASCAL3のRPV健全性評価への
活用を想定し，標準的な入力条件を検討

 JEAC4206‐2016によるPTS評価の保守性をPFMにより確認

今後、健全性評価への新たなアプローチとして導入が
期待される。

2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 27



2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 28

廃炉材活用研究



廃炉材活用研究の現状
現在までに17基の国内プラントの廃止措置が決定して
いる。米国においても33基が廃炉となっている。

廃止措置プラント活用のメリット

実機条件で使用された材料の状態の把握できる

現行評価手法の妥当性や裕度が検証できる

これまでにいくつかの廃止措置プラントの圧力容器を
活用した研究プロジェクトが実施されている。

浜岡1/2号機プロジェクト

 Zionプロジェクト
米DOEプロジェクト(LWRS: Light Water Reactor Sustainability)
エネ庁国プロ(原子炉圧力容器及び炉内構造物の照射影響評価手法
の高度化)

2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 29



浜岡1/2号機プロジェクト

中部電力は廃炉となった浜岡1号機、2号機を用いた研究を
2013年度より開始した。

浜岡1号機：BWR 840MeW, 1976年3月～2009年1月
浜岡2号機：BWR 840MeW, 1978年11月～2009年1月
研究内容

 原子炉圧力容器の照射脆化

 コンクリート劣化

 炉内構造物のIASCC
 照射量評価の高度化

2018 30日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション

ボートサンプルからの試験片採取

熊野，“廃止措置中のプラントを活用した材料長期健全性に関する研究”，電気評論 2015. 10



廃炉材活用研究における制約
材料や環境条件が自由に設定できない。

 廃止措置プラントで使用されている材料と運転条件の組み合わせの中
からしか選定できない。

莫大な予算と少ない試験数

 実機からの供試材の採取・加工、および、ホットラボ試験には大きな費
用が発生する。

 このため、実験室研究と比べると取得できるデータ数が限られる。

廃止措置工程との関係

 廃止措置工程に大きな影響を与える供試材の採取や現場での試験が
難しい。

放射化した材料の分析・評価を実施できる機関（研究所、大
学）や人材が限られている。

312018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション

国内外のリソース（もの、人）の活用・構築が不可欠



圧力容器の照射影響評価における展望
照射脆化評価・予測

規制要求への対応
小型試験技術の開発

照射脆化予測式
高照射量における脆化

最先端分析・実験技術の活用

計算機シミュレーションの活用

データの統計分析に基づくアプローチ

健全性評価

これまで考慮されていない裕度の検討

新しい評価アプローチとしての確率論的破壊力学評価の導入

評価手法の検証：廃炉材活用研究

国内外のリソース活用・構築が不可欠
2018 日本原子力学会2018年春の年会 材料部会セッション 32



ご清聴ありがとうございました
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Ⅲ．2018年 第 4回 軽水炉燃料・材料・水化学 夏期セミナー報告 
日本原子力研究開発機構	 知見	 康弘 

 
	 2018年の夏期セミナーは、核燃料部会、材料部会、水化学部会の三部会合同での第 4回
軽水炉燃料・材料・水化学夏期セミナーとして、8月 6日（月）～8日（水）の日程で静岡
県掛川市の掛川グランドホテルにおいて開催された。8日（水）には中部電力（株）浜岡原
子力発電所の見学会が実施された。参加者数は延べ 139名、うち 16名が学生であり、大学、
電力、メーカー、研究機関からそれぞれ 30名前後とバランスのとれた構成となった。 
	 1日目は、今回のセミナー幹事である水化学部会部会長の東北大学渡邉教授からの開会の
挨拶で始まり、続いて基調講演として、水化学部会副部会長の日本原子力発電（株）久宗様

から「水化学部会の概要」、材料部会部会長の東京大学阿部教授から「原子力工学の中の材

料研究」、核燃料部会部会長の東京大学寺井教授から「核燃料工学のひろがり」についての

講演があった。基調講演に引き続いて三部会からの基礎講座として、「BWR と PWR の水
化学」、「軽水炉材料の照射挙動」、「PWR燃料と燃料製造」に関する講演があり、各分野の
現状や直面している課題などについて基礎から学ぶ良い機会となった。1 日目の最後には、
希望者参加による交流会が開催され、参加者同士の親睦が図られた。 
	 2日目は、各部会からのトピックスを中心に講演が構成され、研究・技術開発の経緯・変
遷、現状の課題と対策などの内容について紹介された。まず、水化学部会のトピックスとし

て「SCC の事例と環境緩和対策」について、これまでの実機プラントでの経験と水化学の
見地からの対策が紹介された。続いて材料部会からは、BWR、PWR 各プラントにおける
SCC 事例の詳細と主に材料側で採られてきた対策についての紹介があり、これまでのトラ
ブルとそれを克服してきた技術者の不断の努力が垣間見られた。また、核燃料部会からは

「BWR燃料の変遷」についての講演がなされた。昼食後には、学生を中心としたポスター
セッションが開催され、10 件のポスター発表に対して、幅広い世代の研究者、技術者間で
の活発な質疑応答がなされた。ポスターセッション後には、招待講演として中部電力（株）

大塚様から最終日に見学が予定されている浜岡原子力発電所の「失敗に学ぶ回廊」について

の紹介があった。2日目の各部会トピックスは「失敗に学ぶ回廊」の展示内容と関連したテ
ーマから選定されており、より深い理解の一助となることを狙ったものである。招待講演に

引き続き、材料部会トピックスとして、近年研究の進展が見られつつある廃止措置プラント

から取り出した材料（廃炉材・廃却材）を活用した研究の現状についての講演があった。さ

らに核燃料部会からのトピックスとして、福島第一原子力発電所事故以降、開発が進められ

ている事故耐性燃料に関する課題と取り組みが紹介された。2日目の最後には、全員参加の
懇親会が催され、趣向を凝らした利き酒大会などを通して、部会間の垣根を越えた研究者、

技術者間の親交が深められた。また、ポスター賞の受賞者が発表され、最優秀ポスター賞 1
名、優秀ポスター賞 2名の表彰式が行われた。 
	 最終日には、水化学部会からのトピックスとして、実機 BWRプラントにおける被ばく低
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減対策の変遷についての紹介があり、改めて原子力発電は総合工学として多岐にわたる分

野の技術の支え合いによって安全・安定運転を担保していく必要があることを認識できた。

最後に水化学部会副部会長の東芝エネルギーシステムズ（株）高木様より閉会の挨拶があり、

異分野のコミュニケーションの継続が重要であることを確認して、盛況のうちにセミナー

を終了した。セミナー終了後には、バスで浜岡原子力発電所に移動して、昼食を挟んで発電

所の新規制基準対応の状況、原子力館での「失敗に学ぶ回廊」などの見学を実施し、69 名
が参加した。当初の予定を大幅に上回る見学参加希望者があったにもかかわらず、増員して

快く見学対応頂いた中部電力（株）の皆様に深く感謝申し上げる。学生や若手の研究者、技

術者の参加者にとっては、現場を目の当たりにすることで机上での勉強では得られない実

物の迫力を感じられる貴重な機会になったのではないかと思う。また、今後も三部会合同で

の夏期セミナーを継続的に開催して相互の部会員間の情報交換を行うことが重要であり、

強力なネットワークを築けるような積極的な活動となることを期待したい。 
	 最後に、今回の夏期セミナーの開催に尽力頂いた水化学部会の幹事・関係者の皆様をはじ

め、核燃料部会及び材料部会の幹事・関係者の皆様、講師・座長の皆様、参加者の皆様、掛

川グランドホテルのスタッフの皆様の多大なるご協力により、夏期セミナーを成功裏に終

えることができた。ここに心から感謝の意を表し、本セミナーの報告とする。 
 

 
2018年 第 4回 軽水炉燃料・材料・水化学 夏期セミナー	 参加者集合写真  
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2018年 第 4回 軽水炉燃料・材料・水化学 夏期セミナー 
日程：	 	 2018年 8月 6日（月）～8日（水） 
場所：	 	 掛川グランドホテル（静岡県掛川市） 
参加者：	 139名（学生 16名） 
 
最優秀ポスター賞： 
	  有賀	 智理さん（東北大学大学院工学研究科） 
 	 「湿潤・乾燥環境下における炭素鋼の腐食に及ぼすガンマ線照射の影響評価」 
 
優秀ポスター賞： 
	  仮屋	 深央さん（大阪大学産業科学研究所） 
 	 「パルスラジオリシス法及びガンマラジオリシス法による有機物フリーな白金

 	 	 水溶液中におけるナノ粒子形成過程研究」 
 
	  藤田	 光	 さん（東京大学大学院工学系研究科） 
 	 「トリチウム透過低減被覆中の水素同位体透過に対するガンマ線照射効果」 
 
 

 
ポスター賞表彰式の様子（左から、仮屋さん、渡邉水化学部会長、有賀さん、藤田さん） 
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セミナーの様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポスターセッションの様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

懇親会（利き酒大会）の様子  
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【第 4回 軽水炉燃料・材料・水化学 夏期セミナー	 参加者の声】 
 

日本原子力研究開発機構	 原子力科学研究部門	 原子力基礎工学研究センター 
燃料・材料工学ディビジョン	 照射材料研究グループ	 金野	 杏彩 

 
	 今回の夏期セミナーは 3 回目の参加となります。私の所属は材料部会ですが、今年度は
水化学・核燃料・材料の 3部会合同の開催であったこともあり、材料の分野だけでなく普段
は耳にすることのできない異分野の研究や、各々の関連性・課題等を勉強する良い機会とな

りました。現在私は、照射材料の微細組織の研究を行っておりますが、自身の研究に関して

も専門家の方と積極的に議論を交わすことができたため、非常に有意義な会となりました。

原子力の研究に対する世間の風当たりは厳しい部分もありますが、講演を聞いているとま

だまだ研究すべきテーマは山積みで、このような研究を途切れさせることなく継承してい

くことの重要性を実感しました。今後は若い世代も積極的な貢献を果たすべきです。そのた

めにも、このような多くの世代・分野の研究者が集まって活発な議論のできる場に参加でき

たことを非常に光栄に思います。今回学んだ経験を生かして今後の研究活動に励んでいき

ます。 
	 最後に、本セミナーを企画してくださった幹事の方々に心より感謝申し上げます。ありが

とうございました。 
 
 

日本原子力研究開発機構	 安全研究・防災支援部門	 安全研究センター 
材料・構造安全研究ディビジョン	 材料・水化学研究グループ	 下平	 昌樹 

 
	 今回初めて軽水炉燃料・材料・水化学部会合同夏期セミナーに参加させていただきました。

普段、材料研究を行っている身として、燃料部会、水化学部会の方々の御講演は新鮮なもの

であるとともに、大変興味深い内容でありました。勿論、材料部会の方々の御講演も基礎か

ら改めて見直し、かつ最新の研究動向にも触れることができ、自らの研究の質の向上に大い

につながるものであったと実感しております。また、多くの御講演を拝聴する中で、三部会

での研究テーマが密接に関連していることを実感しました。今後は、今までよりも幅広い視

野を持ちながら、研究テーマの模索に努めたいと考えております。交流会、懇親会において

も普段接することのできないような他部会の方々と交流をすることができ、大変楽しい時

間を過ごすことができました。また、最終日の見学会においては現場での事故対策等を目の

当たりにすることで、今まで単純なイメージでしかなかったものをより身近に捉えること

ができ、非常に貴重な体験となりました。 
	 最後になりますが、今回このように盛大なセミナーを開催してくださった皆様に、心より

感謝申し上げます。 
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東京大学大学院	 工学系研究科	 原子力国際専攻 
寺井研究室	 修士 2年	 藤田 光 

 
	 私は材料部会に所属しており、今回初めて夏期セミナーに参加させていただきました。私

自身、研究室では核融合炉材料の研究をしているため、これまでの原子力学会の大会や年会

では核融合に関するご講演を聴講することがほとんどでした。一方、今回のセミナーでは原

子炉材料に関する多くのご講演をお聴きし、照射環境下における材料の損傷や腐食につい

て視野を広げることができました。特に、原子炉は核融合炉と比べて実機での運転実績が豊

富で、現場で起きた異常や事故からも研究が広がっていく点がとても興味深く感じました。 
	 阿部先生がご講演でおっしゃっていたように、今後は自分の研究領域の殻に閉じこもっ

てばかりでなく、周辺領域の研究に対しても積極的に目を向けて研究活動に取り組んでま

いりたいと考えております。この度はこのような貴重な機会を設けてくださった皆様に感

謝いたします。ありがとうございました。 
 
 

東京大学大学院	 工学系研究科	 原子力国際専攻 
寺井研究室	 修士 1年	 小笠原	 亨重 

 
・基調講演およびその他講演 
	 三部会の基本的な知識（学び始めの自分としては初めて耳にする内容も多々ありつつ）に

加え、実際のメーカーさんや中部電力さんによる、大学では学べない実務的な知見を得るこ

とができた点で、非常に有意義でした。特に学生としては、概念だけだった知識をより具体

的なものできたのはよかったです。 
 
・ポスターセッション 
	 少人数の発表者だったので、多くの方々に質問していただきました。発表する側としても

非常に良い訓練になりました。また、様々な研究のヒントや新しい視点からのアドバイスを

頂けて大変為になりました。 
 
・浜岡原発見学 
	 失敗に学ぶ回廊は非常に興味深かった分、時間が短かったのが少し残念でした。印象的だ

ったのは、原発再稼働のために電力会社が満たすべき新規制基準のために、ここまで人材と

資金と組織力と技術力を投入しているんだということでした。日本の電力会社の底力に圧

倒されるとともに、原発再稼働の道のりは一筋縄ではないことも肌で感じました。今回の三

部会合同セミナーでは、自分としてはこの見学が最も示唆深かったと思っています。 
 



Ⅳ.	 関連する国際会議のリスト 
 
(1) ERMSAR 2019 
会期：March 18-20, 2019 
場所：Prague, Czech Republic 
ホームページ：https://www.ermsar2019.com/ 
申込締切： July 31, 2018 
事故時の原子炉システムに関する国際会議で、主に燃料挙動をトピックスとしています。 
 
(2) 2019 MRS Spring Meeting & Exhibit 
会期：April 22-26, 2019 
場所：Phoenix, Arizona, USA 
ホームページ：https://www.mrs.org/spring2019 
申込締切：October 31, 2018 
米国材料学会主催の定期大会という位置付けで、年に 2 回北米で開催される会合（春：西海岸、
秋：ボストン）で、1970年代から続く米国外からの研究者も多く参加する材料系では最大規模の
国際会議です。 
 
(3) ICAPP'19: 2019 International Congress on Advances in Nuclear Power Plants 
会期：May 12-15, 2019 
場所： Juan les Pins, France 
ホームページ：http://www.icone27.org/ 
申込締切： September 28, 2019 
次世代炉や高速炉に関する国際会議で、2018年は燃料サイクルや事故時評価、廃棄物管理などが
議題とされています。 
 
(4) ICONE27: 27th International Conference on Nuclear Engineering 
会期：May 12-15, 2019 
場所：つくば市、日本 
ホームページ：http://www.icone27.org/ 
申込締切： February 10, 2019 
機械工学、原子力工学に関する国際会議で、数十カ国から多くの研究者が参加します。今回は日

本で開催されます。 
 
(5) 2019 ANS Annual Meeting 
会期：June 9-13, 2019 
場所：Minneapolis, MN, USA 



ホームページ： 
申込締切： February 10, 2019 
詳細情報は未掲載ですが、2018年は次世代炉の燃料・構造材料について特別枠が組まれています。 
 
(6) 20th International Conference on Radiation Effects in Insulators 
会期：August 19-23, 2019 
場所：Astana, Kazakhstan 
ホームページ：http://rei20.kz 
申込締切： February 10, 2019 
絶縁材料や非金属材料の照射効果やイオンビームを用いた材料改質に関する基礎研究や応用研究

の成果が報告される国際会議です。 
 
(7) Global/Top Fuel 2019 
会期：September 22 -27, 2019 
場所：Seattle, WA, USA 
ホームページ： 
申込締切： February 10, 2019 
TopFuel は軽水炉燃料に関する国際会議ですが、最近では事故耐性燃料被覆管の開発に関する材
料課題の報告もあります。同時開催の GLOBAL は革新的な原子力システムに関する話題を中心
とした国際会議で 2年おきに開催されています。 
 
(8) 14th International Symposium on Fusion Nuclear Technology 
会期：September 22 -27, 2019 
場所：Budapest, Hungary 
ホームページ：http://isfnt-14.org/ 
申込締切： February 28, 2019 
に関連する、施設、実験、モデリング、解析や安全設計等広範囲にわたって最新の成果が報告さ

れる国際会議です。 
 
(9) MiNES 2019: Materials in Nuclear Energy Systems 
会期：October 6-10, 2019 
場所：Baltimore, MD, USA 
ホームページ：http://mines.ans.org/ 
申込締切： 
材料の照射損傷や微細組織、機械特性の変化の他、シミュレーションなど幅広い分野での照射挙

動に関する国際会議です。 
 



(10) 2019 ANS Winter Meeting and Nuclear Technology Expo 
会期：November 17-21, 2019 
場所：Washington, DC, USA 
ホームページ： 
申込締切：October 15, 2017 
原子力工学に関する国際会議です。詳細情報は未掲載ですが、2018年は核融合、熱流動について
特別枠が組まれています。 
 



Ⅴ.	運営委員会	委員名簿	

	

部会長	 	 	 	 	 	 	 	 	 阿部	 弘亨	 	 （東京大学）	

副部会長	 	 	 	 	 	 	 	 若井	 栄一	 	 （日本原子力研究開発機構）	

財務小委員長	 	 	 	 	 	 橘内	 裕寿	 	 （日本核燃料開発株式会社）	

編集小委員長	 	 	 	 	 	 能登	 裕之	 	 （核融合科学研究所）	

編集小委員会委員	 	 	 	 向井	 啓祐	 	 （京都大学）	

広報小委員長	 	 	 	 	 	 丹野	 敬嗣	 	 （日本原子力研究開発機構）	

広報小委員会委員	 	 	 	 中田	 隼矢	 	 （岐阜大学）	

国内学術小委員長	 	 	 	 知見	 康弘	 	 （日本原子力研究開発機構）	

国内学術小委員会委員	 	 岸本	 弘立	 	 （室蘭工業大学）	

国際学術小委員長	 	 	 	 大久保	 成彰	 （日本原子力研究開発機構）	

国際学術小委員会委員	 	 澤部	 孝史	 	 （電力中央研究所）	

庶務幹事	 	 	 	 	 	 	 	 福田	 誠	 	 	 （量子科学技術研究開発機構）	

庶務幹事	 	 	 	 	 	 	 	 生澤	 佳久	 	 （日本原子力研究開発機構）	

庶務幹事	 	 	 	 	 	 	 	 宮澤	 健	 	 	 （東北大学）	

庶務幹事	 	 	 	 	 	 	 	 宮代	 聡	 	 	 （日本核燃料開発株式会社）	



 寄稿 

Ⅵ.	 寄稿	

	

核融合炉材料の共同研究開発に向けたドイツ滞在記	

	

東北大学大学院工学研究科	 野上修平	

	

	

1．はじめに	

平成 27 年度科学研究費助成事業（科研費）

の課題の一つである国際共同研究加速基金

（国際共同研究強化）の支援を受け、平成

29 年度中にドイツに約半年間滞在し、カー

ルスルーエ工科大学（KIT）とユーリッヒ研

究センター（FZJ）において、核融合炉材料

に関する共同研究を実施して参りました。

本寄稿では、渡航に至った経緯、活動の概要

と、それらを通じて感じたことなどについ

て述べたいと思います。	

	

2．渡航に至った経緯	

私が本課題に応募したのは、研究に新た

な展開を見いだしたいと思ったからです。

自身の性格もあり、プロジェクトや共同研

究を主導することは多くなかったため、国

際共同研究の主体になることには不安もあ

りましたが、大学の諸先生方の熱烈なご助

言を受け、決心した次第です。今となっては

非常に良い契機になったと思っています。	

研究計画調書の作成は、実質 2 回取り組

みました。初版については、大学の諸先生方

によるヒアリングなどを通じ、その魅力の

なさや計画の杜撰さを痛感するようなもの

で、〆切間近におおよそ全く異なる調書を

作成し直しました。本課題に限らず、調書等

を他の先生に見て頂くことは初めてでした

が、有益なステップであったと今でも感謝

している次第です。	

採択後は、渡航先機関、所属組織および家

族を絡めた日程調整、先方との研究の詳細

に関する協議、ビザや住まいの手配、出発ま

での国内研究、先方に持ち込む素材等の準

備、安全保障・輸出管理関係の手続きを段階

的に進めました。先方との研究に関する協

議は、改めて研究を見つめ直す契機にもな

り、自身の殻に閉じこもることなく、客観的

な意見を頂くことの有益さを感じました。	

	

3．来る者は拒まず、積極性が成果の源泉	

本課題の目的は、基課題（本課題の基とな

る基盤研究等の課題）で開発した核融合炉

用タングステン材料の特性を、KIT の J.	

Reiser 博士および M.	 Rieth 博士らが開発

している手法を適用し向上させることにあ

りました。さらに、FZJ では、G.	Pintsuk 博

士、M.	Wirtz 博士、T.	Loewenhoff 博士ら

の協力を得て、実機相当の熱負荷環境にお

ける性能実証試験を計画しました。計画ど

おり進まない点もありましたが、主たる目

標に対しては概ね成果が得られ、帰国後は

更なる展開に向け研究を進めています。	

KIT では、毎朝 8 時から研究者とテクニ

シャンが一堂に会したミーティングがあり

ました。このミーティングは、研究に関する

議論とともに、日常生活に関する雑談を通

じて交流を計るものでした。私の研究に直
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接関係のない方とも交流でき、非常に良い

機会でした。このミーティングを含め、堅苦

しい会議ではなく、ざっくばらんな雰囲気

の場でのコミュニケーションを両機関とも

重視しており、私の研究に関する議論の大

半はこういった場で進めました。	

とは言え、公私に関わらず、概して、「来

る者は拒まず、去る者は追わず」が実感でし

た。意思を示さなければ先方が過度に気を

使ってくれることはありませんが、意思を

示し、理解して頂ければ、研究者だけでな

く、写真にあるようなテクニシャンの方々

の好意的な協力も得られ、スムーズに研究

は進みました。先方の研究者らが大変好意

的に接してくれたおかげではありますが、

私にとっては非常に良い研究環境であると

感じられ、自身の職場にも是非とも取り入

れたい習慣が多々ありました。	

渡航中の成果が先方に認められ、欧州の

核融合炉開発に関するプロジェクトである

EUROfusion から、実機適用候補材料として

私の材料を評価したいとの申し出を得るこ

とができました。平成 29 年度で科研費の課

題は終了しましたが、いずれの機関とも、

“Sustainable	Collaboration”を合言葉に、

この渡航で終わらない連携を約束し、現在

も継続中です。	

このように、個別の研究成果に加え、本

渡航の一番の収穫は、研究ネットワークが

格段に広がったことにあります。国際連携

の芽出しもでき、有益なステップとなりま

した。今後の連携を通して、双方の英知を結

集した成果の創出を目指したいと思います。	

	

4．一つの機関でじっくり研究	

海外機関での共同研究の魅力は、研究に

関する視点のほかに、例えば、海外の研究者

の働き方や暮らし向き、その土地の文化を

知ることができることなど、公私ともにた

くさんありました。長期の渡航ですと多く

の研究機関を回ることも計画できますが、

研究を深化させるためには、一つの機関で

じっくり研究を実施することが効果的であ

ると思いました。私の場合、主として KIT で

研究を実施し、FZJには特定の実験のために

短期訪問しましたが、KIT では、時間が経つ

ごとにお客さんからグループ員のようにな

り、論文などでは知り得ない研究の実態な

どを知ることを通じて、自身の研究に新た

な視点やアイデアが吹き込まれ、当初計画

していなかった研究の展開もありました。	

	

5．最後に	

昨今の大学教員・研究者にとって、今回の

ような比較的長期の海外渡航の機会は非常

に貴重です。このような機会を実現するに

は、関係する職員の方たちの協力が不可欠

です。研究計画の段階から十分に配慮をし、

気持ちよく渡航できる環境を自ら作り出す

ことが重要であると切に感じた次第です。	

この場を借りて、本渡航に対して陰陽に

ご支援頂いた方々に、深く感謝の意を表し

たいと思います。	



Ⅶ. 寄稿のお願い 

材料部会では、部会員の皆さま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、気楽に 

話題提供をお願いいたします。以下の電子メールアドレスあるいはお近くの運営委員まで 

ご連絡ください。 

○材料部会運営委員会宛メールアドレス 

material-sc@material-aesj.sakura.ne.jp 

 

Ⅷ.	 	編集後記	

	

今年度一報目の材料部会報をお届けいたします。本会報では、昨年度末から９月まで活動

状況を取り上げました。	

本部会報発行に当たりご協力・ご支援いただいた先生方には、この場を借りて改めて感

謝申し上げます。今後も年2回の発行を目標に、材料部会における活動を報告していきた

いと考えております。これからも宜しくお願い申し上げます。	

また、部会報に対するご意見・ご要望などございましたら、是非お寄せ頂ければ幸いで

す。	
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