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I. 巻頭言 

第 18代材料部会長 日本原子力研究開発機構 若井 栄一 

 

 2019年度材料部会長を務めています原子力機構の若井栄一です。

材料部会報 Nuclear Materials Letters発行に際しましてご挨拶と

一言述べさせていただきます。 

 私がこの分野近辺に来る一番初めのきっかけは、大学に入る前

に知ったアインシュタイン博士の相対性理論の 4次元空間の出会い

からです。それから統計物理学や量子力学が示す一見、変わったパ

ウリの排他原理によって支配されている物理現象を大変面白く勉

強した大学生時代を過ごした後、先人の先生たちに導かれるかのように原子力材料分野の

一研究者として現在、活動を行っています。昨年度は副部会長として、前阿部部会長と運営

小委員会の皆様（特に生澤氏）と協力し、材料部会のさらなる研究と開発のモチベーション

向上や活性化のため、功績賞と Best Figure賞の設立に時間を費やしました。また、約 10

年前には若手の奨励賞（現、若手優秀賞）の内規の新規作成にも携わった経緯を持ちます。 

日本原子力学会は創設 60周年を迎え、半世紀以上が過ぎたところです。この間、原子力

材料の研究や開発では一体何が行われてきたのだろうかと思い、学生の頃から社会人にな

ってからも学んだ歴史的なことを少し顧みると、特に、 

(1) 初期の研究用原子炉圧力容器鋼は、1年も持たず損傷し、ホットラボ施設で損傷解析

を繰り返し、試験を繰り返し、毎年のように材料改良が重ねられ、現合金系に至ったこと  

(2) 実機の原子炉で生じる材料中の基礎過程解析のため、超高圧電子顕微鏡法やイオン

照射法による弾き出し損傷と点欠陥の形成、拡散、集合過程のモデリング解析や IASCCのモ

デル化や脆化予測法などに多くの研究者や技術者が相当なエネルギーを費やした取り組み 

（3） 様々な材料開発の紆余曲折、照射研究と照射損傷研究の様々な取り組み等 

が思い起こされます。また、学会内では研究専門委員会等から部会化による組織強化など

による変遷により、材料部会設立から 17年の月日が過ぎました。この間、東日本大震災に

伴う福島第一発電所事故を始めとした様々な出来事が生じ、低線量領域の被ばくの解析や、

実機や研究炉の再稼働に様々な対応や対策が必要になり、多くの方たちが原子力の信頼性

向上のために日々努力を重ねています。このように近年は、大変厳しい移行期にありますが、

これは反って我々のモチベーションの１つになっているといえるのではないでしょうか。 

その中で、我々が果たすべきことは何かを考え、今後、10 年間ぐらいの間で材料部会が

行うべきことを皆さんと共に考える必要があります。そして、次のような 6項目が、材料部

会の皆様からの大変貴重なご意見が寄せ集められました。（この場をお借りして深く感謝を

申し上げます） 

①  福島第一原発の廃炉の研究と技術開発の強化及び事故教訓を顧みた燃料材料分野の

技術革新の推進 
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② 既存及び将来の発電軽水炉の材料と燃料の基幹技術の整理、安全性向上と健全性評価 

③ 次世代炉、高速炉、核融合炉、高温ガス炉などの開発、および分離変換システム等に

関し、国際共同研究を含めた（新）材料と燃料等の重要課題の抽出とこれらの基盤技

術の評価及び進捗度評価 

④ 材料試験炉やホットラボ等の照射試験環境と照射後試験環境の整備及び照射技術開発

の推進 

⑤ 当該分野などの研究と技術の継承と向上、人材育成などの取り組み及び成果創出（先

端的基盤施設等の確保と拡充、各種セミナー、ワーキンググループ（ＷＧ）、材料関

連会議、基盤情報のデータベース化などによる連携強化、国際交流の促進） 

⑥ 原子力材料分野のロードマップの作成（ＷＧ活動などや①～⑤から展開）） 

  

このように、我々が持つ多くの課題があります。材料部会の会員数は現在、約 300名とな

っていますが、秋と春に開催される学会の研究発表数は、会員数の 1/10程度となっていて、

第 3日目には材料を主体にした研究発表がない状況です。第 15代部会長だった鵜飼先生も

ご懸念されたように、当該分野のメジャーな Journal of Nuclear Materials誌などへの日

本からの材料研究の投稿数がかなり減少し、他国の研究者に論文の掲載数が相当に負けて

いること等が指摘されています。これに関連して、以前からロードマップの検討を進めよう

という話があります。軽水炉安全技術・人材ロードマップとして原子力学会版が一部、関係

しますが、材料部会運営小委員会などにおいて検討を続けている難しい課題であり、ボラン

ティア的活動の意識もあるためか、現実的な話や動きには至っていません。このような分野

における発表状況や研究成果創出の状態が長期間続くと、現行の軽水炉材料の諸課題対応

やその他の原子力システム等の材料課題もうまく進まなくなることが予想されます。また、

研究や開発のための予算獲得や後進の育成も厳しい状態が続きます。こうした課題の解決

には個人や個々の機関の努力だけでなく、分野における長期に渡る連携協力が重要です。 

このため、その取り掛かりとして、関連する重要課題テーマを抽出に関連する WG活動か

ら始めることを考え、材料部会運営小委員会の中で議論を始めています。2019 年 8 月 9 日

～11 日には福島県いわき市で材料部会夏期セミナーを開催予定です。また、日韓セミナー

（材料部会、核融合工学部会、韓国燃料材料部会の共催）を材料部会が幹事で秋期大会の前

日 9月 10日に富山市内で開催予定です。多くの部会員の皆様のご参加とご協力を切に希望

するとともに、そのような場などでの議論などを通じ、材料部会の WGのテーマと内容の具

体化に繋げていきたいと考えています。 

 最後に、部会員の皆様には、今後とも部会活動へのご協力・ご支援を引き続き、よろし

くお願い致します。 

 

2019年 6月 12日 
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2019年 6月 13日 

II. 2019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 若井 栄一 

 

材料部会では2019 年春の年会の企画として、「材料照射研究に係る試験技術の継承と発

展に向けて」を広く議論するため、この分野でご活躍されている講師の方に講演を依頼した。

本企画セッション骨子を概説する。原子炉内で使用される材料は、中性子照射を受けて特性

が徐々に変化し、構成される機器の経年劣化の予測やその精度の向上は重要である。このた

めに、これまで材料試験炉などを用いた炉内模擬環境で対象材料の中性子照射などを行い、

ホットラボ施設において材料特性変化の試験・分析が実施されてきた。しかし、諸課題の対

応もあり、国内で唯一の材料試験炉であったJMTRと附属ホットラボ施設の廃止決定などが

あった現在では、照射試験及び照射後試験に係る技術の維持・継承が重要課題となっている。 

始めの阿部先生のご講演の中では、福島事故後の研究課題の多用化、多くの方が感じてい

る閉塞感的な雰囲気や技術継承などをどう対処していくべきかが主に議論された。失敗の

実例は学生などの人材育成には重要であることや、大学、研究所、企業の垣根を超えた協力

体制の強化と仕組み作りの重要性等が話し合われた。2つ目の土谷氏のご講演では、材料試

験炉JMTRが1965年に建設が開始されてから現在に至るまでの主な成果が説明され、今後の

新しい国内試験炉の必要性や、さらなるニーズ調査等の重要性が確認された。3つ目の橘内

氏のご講演では、1972年のNFD設立から現在までに実施している様々な照射後試験技術に関

する高度技術の取り組みが紹介されるとともに、燃料デブリの取扱いや研究プラットフォ

ームの対応、人材育成、技術継承等に関する取組みが話し合われた。会場にはかなり多くの

聴講者があり、熱い議論が重ねられた。ご講演いただいた先生方のご厚意に感謝の意を表す

る。 

 

 

「材料照射研究に係る試験技術の継承と発展に向けて」 

2019年 3月 20日(水) 13:00 〜 14:30 

座長 日本原子力研究開発機構 若井 栄一 

 

(1) 技術と智慧の継承をどのような視点で整理したら良いと思いますか？  

      東京大学  阿部 弘亨 

(2) JAEAにおける照射試験及び照射後試験技術の継承に係る取組み   

      原子力機構   土谷 邦彦 

(3) 民間ホットラボ施設における照射後試験技術の継承に係る取組み   

      NFD    橘内 裕寿 
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東京大学 阿部 弘亨

材料部会セッション

材料照射研究に係る試験技術の継承と発展に向けて

（1）技術と智慧の継承をどのような視点で
整理したら良いと思いますか？

2019年原子力学会春の年会 財調部会セッション
2019年3 月20日＠茨城大学

謝辞 今回の講演資料の作成にあたり以下の方々との議論、検討が大変役に立ちました

各位に謝意を表します

東大関村先生、QST濱口様、MRI鈴木様、材料部会運営小委員会の皆様
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はじめに

福島の事故を契機に急速に広がっているように見える原子力

分野の閉塞感。私たちはこれに贖うことができるのだろうか？

否、そもそも閉塞しつつあるのだろうか？

科学の個々の分野はいずれ縮小消滅の道をたどる。これは歴

史が証明するところだが、私たちはその途上にいるのだろう

か？

違うとすれば、この空気は何なのか？

これから脱却することはできるのだろうか？

そして、この分野に携わる人々の気持ちをpositive spiralに

もっていくためにはどうしたらよいのだろうか？

状況を整理しつつ皆で考えませんか
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一つの側面

科学の広がりと深化
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光合成

https://www.rikanenpyo.jp/kaisetsu/seibutsu/sei_001.html

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



5

光合成２

http://biochemical-pathways.com/#/map/1
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無機化学分野の夢ロードマップ

http://www.chemistry.or.jp/roadmap/Roadmap.html
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もう一つの側面

歴史の中の科学
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個々の分野は必ず縮小消滅の道をたどる（栄枯盛衰）

例：西洋の錬金術や日本の造兵学

→ 時代の流れに伴って消滅した分野
前者は分散消滅、後者は（たぶん）突然消滅

例：タービンの研究

→ 技術として成熟

今どきの大学ではほとんど研究されない
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史実から学ぶべきこと

これらに共通するのは、時代の要請の変遷、新興分野への研
究者の流出、研究課題の枯渇等に起因して、その分野の閉塞感
が生まれ蔓延したことにあると考えられる

次の世代に夢を示すことができなくなった時、消滅への道を
たどり始めると思うべき
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さらに、もう一つの側面

科学の進化に人は取り残されるのか
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AI技術は、技能者を駆逐するか？（高度熟練技能者の継承問題）

高度熟練技能者とは

タイプA：機械では代替できない高度な技術を駆使して、高精
度高品質の製品を作り出す技能者。または機械が作り出す製品
以上の製品を作り出す技能者。
切れ味鋭い達人タイプ

タイプB：タイプAと同等程度であって幅広い製作要求に応え
られる柔軟性を有し、技術開発にも携われる技能者。
フレキシビリティの高い名人タイプ

タイプC：高度な技能と技術知識を有し、機械の性能を十二分
に発揮でき、新技術の製造現場へのブレークダウンができる技
能者。
技術者と技能者の中間タイプ

「次世代への高度熟練技能の継承」アグネ承風社
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高度熟練技能者は今後必要とされるか？

「次世代への高度熟練技能の継承」アグネ承風社

高度熟練技能者のニーズは、いずれのタイプ
も現状よりも増加が見込まれる

研究者の育成同様に人材育成の重要度は高い
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高度熟練技能者はどこで必要とされるか？

科学の進化に人
は取り残される
のか？

否、技術者、研
究者は新しい領
域を開拓する
（ AIにはでき
ないこと）

私たちは新しい領域を開拓し続けているか常に自問しなけれ
ばならない。

さらに、領域開拓の面白味を次世代に伝えられているか自問
しなければならない。

「次世代への高度熟練技能の継承」アグネ承風社
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原子力学（原子力工学）と

原子力材料学

では？
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原子力の研究とは何か

工学と純粋科学は違う。

しかし工学もサイエンスとイノベーションに満ち溢れている

事故後の情勢

閉塞感

研究課題の多様化（多様かつ複雑化 →むしろ巨大化？）

こんな技術分野は未だかつて存在したことがない

では、科学者や技術者はどうすればよい？

• 個の研究レベルやイノベーションを超えたレベルで議論し、しっかりと
した客観的な道筋を示すこと

• その価値（社会への貢献）を情熱をもって啓蒙すること
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何をもって社会に役立つと判断する？

工学の重要な研究動機は社会の役に立つことや文明への貢献

科学者／技術者の一方的な思いはなかなか伝わらない

我々は、所詮は投資を受ける身

では、投資家は何に投資をしたい？

研究、科学、技術の具体的価値を知りたい

投資家に対して分かりやすく伝えること

一方的な思いとは異なること

客観的な社会的ニーズに基づいた、明らかな投資効果

イノベーションの創出と、その持続的・自律的達成

そのための一つの方策＝ロードマップ（技術戦略マップ）
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人材育成事業は成功しているのか？

• 短期的視点では成功（事業としての約束は果たしている）

• 長期的ならびにこの分野の人材の充実化という視点では測り
がたい。（成功していないという評価も可）

• なぜか？
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人材育成事業は成功しているのか？

• 成功事例の一つ

• 〇大学：学部2年末に東京茨城地区へツアー（独自運営）
研究機関、企業の研究所や工場などを回る
就活に向けた動機付けとして有効
他にも企業説明セミナーの独自開催など
原子力関連企業への就職は多い

• △大学：学部1年生で研究機関ツアー（独自運営）
興味を持つ学生は多い
ただし生かし切れていないのが欠点

• 失敗事例の一つ

• △大学：在京ということもあり、ほぼ何もなし
企業説明セミナーの独自開催はあるが、現場視察は無く、
学生への刺激はほぼ皆無に等しい
原子力関連産業への就職は少ない
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これ以外の人材育成事業の例

• 企業若手技術者、電力会社若手技術者のための教育プログラ
ムの構築（△大学）

• 企業の有するインフラを利用した学部生大学院生対象の教
育プログラム（□企業）

• これらは教育プログラム構築という視点では良いかもしれ
ない。ただし、これが今後も継続的に利用されるという条
件の下で。

• 何が欠けているか。

• 受講者の動機づけの視点で弱い
長期的視点で受講した学生がこの分野を志すかどうかは分
からない（たぶん、気にしていない）
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では、どうする？（open questionですが）

• 教育に携わって感じること

• 学生は成功事例よりも失敗事例を学ぶことに興味ある
ワクワク感がある
未解決の問題に挑戦することの高揚感がある

• これを上手く利用しているのは

• コンサルティング企業ではインターンシップで実際の問
題に従事させる（仕事に直結）

• 大学とは全く異なる世界で、学生は楽しそう

• インターンシップですら競争倍率は高い（数十倍）

• 基礎的知識や学習が求められる科学の世界とは異質ではあ
るが、ここに学ぶべきものは多い
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一つの提言

• まず、大学、研究所、企業の垣根を越えて、エゴを忘れて、
協力した体制を組むことが肝要

• 大学1～2年生の時に見学ツアー

• 現場を見せる。企業の工場、研究所、研究機関
• 地域単位で複数機関で協力できないか
• 複数の大学から募集。複数の企業、研究所を見学
• これは大学が取りまとめても良い

• 大学3年生の時にインターンシップ

• 失敗事例を見せる（成功事例だけでなく）
• 答えは既にあっても良い。でも見せない
• その解決策をグループで調査させ考えさせる
• 自分たちが用意した答えに到達しなくて当然で、答えを
導きだした過程を評価する

• 企業、研究所主導で個別に。大学との協力も



22

結論に代えて

夢は示した。でも閉塞感はぬぐえない。なぜか？

研究者、技術者個人の問題として
専門性の深化
狭隘な専門領域への引きこもり
他領域、他者への無関心 →光合成の絵

組織、社会の問題として
問いに対する単純な解 →硬直化した関係
広がりを持たない
イノベーションにつながらない（気が付かない）
イノベーションを引き出す力がない（育たない）

肝心なことは、「なぜ？」
問い続けること、問題意識を持つこと、興味を持つこと
垣根を作らないこと、超えること
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原子力機構の供用施設

中性子利用・照射後試験施設

①JRR-3（東海）

②JMTR（大洗） * ホットラボを含む

③常陽（大洗） * 燃料・材料試験施設を含む

④燃料試験施設（東海）

イオン加 速 器 施 設

⑤タンデム加速器（東海）

放射光利用施設

⑥大型放射光施設 SPring-8の専用施設（播磨）

加速器質量分析施設

⑦ペレトロン年代測定装置（東濃）

⑧タンデトロン施設（むつ）

校正用施設

⑨放射線標準施設（東海）

遠隔技術開発試験施設

⑩モックアップ試験施設（楢葉）

JRR-3

SPring-8

放射線標準施設 モックアップ試験施設

タンデトロン施設

1



原子炉建家

カナル(水路)

材料試験炉 JMTRの概要

照射後試験設備

ホットラボ

【JMTRの主な性能】
原子炉熱出力：50MW 
炉型：軽水減速冷却タンク型
中性子束（高速、熱）

： 大4×1018 n/m2/s
照射領域

：約60箇所の照射孔で
同時照射可能

原子炉と照射設備

材料試験炉 Japan Materials Testing Reactor (JMTR)の
廃止措置計画認可申請書の準備中

建設開始：1965.4(S40)
初臨界 ：1968.3(S43)
供用開始：1970.9(S45)
停 止 ：2006.8(H18)
廃止決定：2017.4(H29)※

（※：施設中長期計画により廃止決定）

材料試験炉（ＪＭＴR）の役割
＜設置目的＞ （設置許可書より）
動力炉国産技術の確立と国産動力炉などの発展に寄与するため原子炉用
燃料及び材料の各種照射試験、RIの生産並びに教育訓練を行う。 165サイクル

の供用運転

機械室

二次冷却塔

排気塔
(スタック)

排風機室

冷却系統ポンプ室
(二次系、UCL系)

居室実験室

ホットラボ建家

タンクヤード

照射準備室

2【文献】 JMTR廃止措置計画の策定状況(2),平成30年度弥生研究会(UTL-R-0499) など



原子炉建家及び圧力容器

建家断面

圧力容器(3x10m)

ホットラボ建家

炉プール

原子炉建家

カナル

制御棒駆動機構

圧力容器
一次冷却系設備

炉心

冷却水
入口

冷却水
出口

原子炉圧力容器の断面

炉心概要

燃料要素領域

反射体領域

制御棒3
5
0
m

m

490mm

標準燃料要素

制御棒・燃料ﾌｫﾛﾜ

ﾍﾞﾘﾘｳﾑ反射体要素

ｶﾞﾝﾏ線遮へい板

ﾍﾞﾘﾘｳﾑ枠

ｱﾙﾐﾆｳﾑ反射体要素

この部分にキャプセルを
装荷して照射試験を実施

3



JMTRホットラボの概要

ホットラボと原子炉が水路で直結→照射済試料の輸送が容易
・迅速な照射後試験が可能、照射済試料の再照射試験が容易

特長

照射後試験施設(ホットラボ）

J M T R

東北大学

RI製造施設

軽水炉

機構内外の
ホットラボ

コンクリートセル
顕微鏡鉛セル
鉛セル
鉄セル
遮へい型XMA施設

材料：亀裂伝播、ｸﾘｰﾌﾟ、引張、疲労、破壊靭性、衝撃、SP 等

搬出

搬入

：試料の流れ

：８基
：４基
：７基
：５基
：１基

燃料：渦電流探傷、Ｘ線微小分析、γスキャン、ガス分析、金相･硬さ試験

照射済試料

試料例

照射後試験

外筒TIG溶接

照射済
試料熱媒体

再照射試験のためのﾎｯﾄｾﾙ内ｷｬﾌﾟｾﾙ組立技術

4



目 次

１．はじめに

２．JMTRの有する照射技術及び役割

３．震災後の技術開発の取組み

４．海外炉を用いた照射研究の取組み

５．利用ニーズ調査と後継炉への検討

６．まとめ



JMTRで蓄積された照射技術

各種研究を実施するため計測機器の開発も並行して実施。世界の
照射試験炉の中でも高度な照射技術を保有。 5

(JMTR供用期間)

【文献】 JMTR照射試験・照射後試験に関する技術レビュー. JAEA-Review 2017-016 など



JMTRの主要な成果

・材料の健全性確認のための
　非破壊検査

・ガンの診断と治療

核融 合炉への 貢献

核融合実験炉（ITER)材料評価資料

としてまとめられ、広くITER設計に

使用

ブランケット材料などの各種照射試験

RI生 産・研究 開発

医療、工業用ラジオアイソトープの生産

軽 水炉への 貢献

燃料及び材料の安全性
や高性能化等に 関する
研究開発

・燃料を長く安全に使用
・原子炉を長く安全に運転

・安全規制データの整備
・軽水炉の安定運転
・放射性廃棄物の削減
・発電費用の削減

基礎研究への 貢献

精密計測・制御技術を用いた
材料照射試験

・地球科学研究
　（地殻の年代測定）

・放射線による材料劣化の
  メカニズムの解明

・照射誘起伝導等に 関する
　新たな照射挙動の実証

高 温ガス炉への 貢献

・高温ガスループ
　（OGL -1)を用いた
　黒鉛、Cr-Mo合金
　等の高温材料の
　試験

・被覆粒子燃料の
　その場破損率
　測定試験

HTTR建設JMTRの有する
照射基盤技術

RI製造・研究開発

JMTRの有する
照射基盤技術

高温ガスループ
（OGL-1)を用いた
黒鉛、Cr-Mo合金
等の高温材料試験

被覆粒子燃料の
その場破損率測定
試験

・

・
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新たな照射試験装置の技術開発

JMTR炉室

材料照射試験装置
水化学試験用水環境調整

設備

燃料異常過渡試験装置
水環境調整設備

JMTR
原子炉
容器

炉プール

沸騰水キャプセル

集中制御盤等 燃料異常過渡試験装置
荷重制御装置等

加熱器・サージタンク等

予熱管冷却管等

緑枠:
燃料照射試験装置関係

黄色枠:
材料照射試験装置関係

材料照射試験装置BWR用
水環境調整設備（2基）

【炉室地下１階】

(平成19～24年度)
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JMTRホットラボ

大型キャプセル取扱用ﾊﾟﾜｰﾏﾆﾌﾟﾚｰﾀ
大型キャプセルの解体、再照射用高燃焼度燃料 試料の組
立や商業用原子炉材料の安全性試験研究に係わる照射後
試験に供される。

キャプセル組込装置
軽水炉燃料の異常過渡試験に供する
照射キャプセル (沸騰水キャプセル：
BOCA) に照射済高燃焼度燃料を確実
且つ効率よく組み込むための装置を、コ
ンクリートセル内及びコンクリートセル入
口No.3カナル水中に整備。

微細構造観察装置（SEM）
中性子照射環境における劣化挙動に関する
技術的知見を取得するとともに、健全性評
価のためのデータ拡充を図る。

キャプセル切断機
JMTRにおいて照射された大型
のキャプセル（ 大φ114）を
セル内にて遠隔操作で切断する
切断機を製作した。

新たな照射後試験施設等の技術開発

コンクリートセル遮蔽強化
JMTR照射試験において、照射済高燃焼度燃料
( 大約1１0GWd/t)を取り扱うためにコンクリ
ートNo.1～3 セルの中性子しゃへい材を付加。

マスタースレーブマニピュレータ
JMTR照射試験において、照射済高燃焼度燃料 (

大約1１0GWd/t)を取り扱うため、コンクリート
No.1～No.2セルにおいて、中性子しゃへいを強化
したマスタースレーブマニピュレータを整備。

(平成22～26年度)

8
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⇒ 自己出力型ガンマ線検出器

⇒ 多対式熱電対

格納容器

圧
力
容
器

原子炉建屋

対策28 プラント状態の監視機能強化

対策24 水素爆発の防止

対策27 事故時における計装設備の信頼性確保

○ 水素濃度 ⇒ 固体電解質を用いた水素濃度計

○温度

○線量率

東京電力福島第一原子力発電所

軽水炉の安全対策高度化に係る取組み

⇒ ヒータ・熱電対を内蔵した水位計○水位

「原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府
の報告書（平成23年6月） 」
教訓(14) 「原子炉及び格納容器などの計装系の強化」

一方、平成24年3月の原子力安全・保安院「東京電力株式
会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について」
で示されている以下の３つの対策について、
JMTRで開発してきた炉内照射技術を活用。

東京電力福島第一原子力発電所事故からの知見・教訓

JMTR照射利用を支える特殊計測技術を活用し、シビアアクシデント時に水素濃度、水位、
線量率等の計測が可能な機器を開発。

9

(平成24～29年度)

【文献】 日本保全学会第13回学術講演会要旨集、など



原理と構造

経時時間 (分)

起
電

力
(
V
)

水素濃度計温度：700˚C

0 5 10 15 2520
0.7

0.8

0.9

1.0

1,000

10,000

100

(水素濃度：ppm)

E

H2濃度

高

低

水素イオンの濃度差
により、起電力が発生

H+

電極ヒータ

熱電対基準物質 *：セラミックス絶縁型ケーブル

耐放射線性ケーブル＊

JMTRで開発・実用化済の酸素濃度計の構造が水素濃度計の基本構造。

水素濃度変化時の
応答性は20秒以下

6
m

m

55mm

[単位:mm]

試作試験結果

水素濃度計は、 ガンマ線照射下(2.2×106Gy)、700℃に
おいて 起電力が良好に発生することを実証済。

安全対策高度化に係る開発 －水素濃度計－

水素イオン導電体
(CaZr0.9In0.1O3-a)

10【文献】 Proceedings of ICONE-23 (2015) など



○小さい中性子放射化断面積
○大きい原子番号

低温用：Pb、高温用：W

3
.5

135

エミッタ(2)

耐放射線性ケーブル*

絶縁材(Al2O3)

コアワイヤー(Ni)

コレクタ(NFC600)

基本構造

JMTRで開発・実用化済の自己出力型中性子検出器（SPND）の構造が自己出力型ガンマ線検出器
(SPGD)の基本構造。SPND用エミッタ材をPbに変更した低温用SPGDはγ線照射試験を行い、吸
収線量率に対して直線性があることを確証済。

γ線とエミッタ材の相互作用で発生する電子を
無電源（自己出力）で計測可能。

10-9

10-10

10-11

10-12

102 103 104 105

吸収線量率 (Gy/h)
S
P
G
D
出

力
値

(
A
)

: SPGD A
: SPGD B

Co-60線源

SPGD

距離

○γ線 大積算線量：1.2×105Gy 

測定温度：14℃

エミッタ：Pb

エミッタ材の選定

*：セラミックス
絶縁型ケーブル

[単位:mm]

特願2012-231499号「自己出力型ガンマ線検出器」
（出願：平成24年10月）

試作試験結果

安全対策高度化に係る開発 －線量率計－

11【文献】 Journal of Nuclear Science and Technology (2014) など



99Mo国産化に係る基礎基盤技術開発

【目標】国産化による安定供給(国内需要の25%を自給）

99mTc製剤を用いた非臨床
・臨床試験による実証

製薬メーカ
病 院

99Moを用いた
99mTc製剤化

99mTc

99Mo

(JMTRの代替炉
を検討)

原料の製造、中性子照射場

もしくは

99mTc

高密度MoO3ペレットの
製造技術開発

⇒高い99Mo生産

⇒高純度の99ｍTc抽出

99Mo/99mTc分離･抽出･
濃縮技術開発

放射化法による99Mo国産化を実現することにより、日本国内だけでなく世界に対しても
ライフイノベーション分野に大きく貢献。

つくば国際戦略総合特区で実施する研究実施体制

現在、100％輸入している99mTc核医学検査薬の国産化を実現
→産官学の協力体制の構築（つくば国際戦略総合特区）

原子力機構

99mTc

分離・抽出メーカ

12

(平成25～32年度)

【文献】 http://www.tsukuba-sogotokku.jp/project/project6/ など



実践的な実習を主体とした体験型研修

照射ラビットの設計

照射試料の照射後試験

照射試料の中性子照射量評価

照射試験炉の運転模擬体験

照射条件を満足させるための核計算及び熱計算を実施
しながら、照射ラビットの設計を実習。

→原子炉内の中性子環境を実習。

照射ラビットに入れた試験試料とともに実装した

JMTRホットラボで模擬照射
ラビットの解体、試験片の取
出し、引張試験等を実施

→放射化した照射試料
の安全な取扱いを実
習するとともに、照射
試料の中性子による
劣化特性を把握･理解。

照射試験炉シミュレータを
用いた原子炉や照射試験
設備の運転模擬実習

→原子炉運転中に実
際に発生する定常的
及び事故事象を総合
的に把握・理解。

原子力産業の世界展開を視野に実践研修による原子力人材育成に寄与
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照射ラビットの例 中性子スペクトル解析結果 中性子照射量評価実習の様子

放射化ワイヤの放射化量を
Ge半導体検出器で測定

→解析と照射結果を比
較･検討し、照射環境
･設定法の理解・確認
を会得。

照射後試験実習の様子 シミュレータ実習の様子
13

(平成22～31年度)

【文献】 JMTR及び関連施設を活用した実践型オンサイト研修(2017年度). JAEA-Review 2017-032 など
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国際協力(1) －計測機器の標準化（ISTC K-1806）－

照射試験

ISTC K-1806プロジェクトの下、INPにあるWWR-K炉にて、差動トランスの照射下特性
を調べ、計測機器の国際標準化を目指す。

照射後試験

照射キャプセルの製作
セラミックワイヤ型とMIケーブルワイヤ型※

差動トランスを装荷した照射キャプセルを
製作し、INPに支給。

評価結果

照射キャプセルの構造図

照射温度： 250～300℃
照射量 ： 約3×1024/m2 (E>1.15MeV)
差動トランスの電圧値、絶縁抵抗等の測定。

照射後の差動トランスの外観観察、フルエン
スモニタによる中性子照射量を評価を実施。

SS304

61mm61mm
191.4mm

Al/SS304圧接材

ヒーター
熱電対

Aluminum

38m
m

差動トランス
（ＭＩケーブル）

差動トランス
（セラミックワイヤ）

○MIケーブル型差動トランス
⇒ 良好。

○セラミックワイヤー型差動トランス
⇒ 絶縁劣化・破損。

差動トランスの電気的特性結果

：MIケーブル型差動トランス

：セラミックワイヤー型差動トランス
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MIケーブル型差動トランスの優位性を実証

171日目で
計測不能
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※：JAEA開発品

(平成22～25年度)

【文献】 Status of International Cooperation in Nuclear Technology on Testing/Research Reactors between JAEA and INP-NNC. JAEA-Review 2011-042 など



国際協力(2) －照射温度制御技術の標準化－

STC No.Ⅱ-1の一環として、JMTRで使用実績のある真空温度制御装置（VTCS）をINP
にある試験研究炉WWR-Kに設置し、照射温度制御技術の国際標準化に役立てる。

VTCSの製作
JMTRで使用実績のあるVTCSを日本
で製作し、WWR-Kに設置。

照射キャプセルの製作
VTCSの性能確認試験用キャプセルを
INPで製作。

性能確認試験（照射試験）
性能確認試験用キャプセルにVTCSを
接続し、WWR-Kにて性能確認試験（照
射試験）を実施。

WWR-Kの照射試験により、温度制御
性の確認済み。

VTCS

キャプセル

ガスギャップ

インナ

キャプセル

熱電対

照射試料

熱媒体

ガスギャップ

フランジ

(SU
S)

(SU
S)

(SU
S)

(Al)

X

X 断面

φ60mm

キャプセルの断面

N型熱電対
K型熱電対

炉心

性能確認試験用キャプセルの概略

日本からWWR-Kへ
輸送・設置

VTCS

No.1 No.2

性能評価
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(平成24～26年度)



国際協力(3) －99Mo製造技術－

日本側Mo吸着剤（PZC及びPTC）及びカザフスタン側Mo吸着剤（Mo-Zrゲル）の性能評
価及びMo原料のリサイクル技術開発を実施。

PZC及びMo-Zｒゲルの性能比較

Mo吸着性能及び99mTc溶離性能の比較試験。

99mTc溶液の濃縮
99mTc溶液の放射能濃度を高めるための99mTc濃縮
技術の適正性評価。

Mo吸着剤からのMo回収

Moリサイクル性の確認。

高密度MoO3ペレットの照射

高密度MoO3ペレットの照射特性及び照射済ペレット
を用いたPZC及びPTCの特性を評価。

INPでの99Mo国産化に向けた
技術開発の実施例

MoO3ペレット製造

中性子照射

99Mo溶解
+

99mTc溶離

使用済
Mo吸着剤

Mo回収

リサイクル

両Mo吸着剤とも、良好。使用後のMoの回収も可能。

評価結果

16

(平成21～26年度)

【文献】 照射済み高密度MoO3ペレットを用いたMo吸着剤の性能試験(共同研究). JAEA-Technology 2013-048 など



評価結果
製法の異なる3種類の金属ベリリウムに対し、
トリチウム及びヘリウムの放出特性を解明。

- 中性子照射量 (E>1MeV) : 4x1024 n/m2

- 照射温度 : 約40˚C （水中）

: FA-I

2РР : 制御棒

: ディスプレーサ

: 中性子ガイド管

: 照射孔

: FA-II

3Р
Р

3А
З

АР

1А
З

2Р
Р

1Р
Р

2А
З

1Р
Р

照射試験
Be試料WRR-K炉心

Be試料

－ S-200F 10×1.5 mm
－ S-65H 10×1.5 mm
－ I-220H 10×1.5 mm

照射条件

項 目 測定値

рН at 25 C 5.0 to 6.5

電気伝導率 （25 C） (mOhm/cm) 4.0

硬度 (mg·equiv./kg) < 3.0

塩素イオン濃度(mg/kg) < 50

アルミニウム濃度(mg/kg) < 50

鉄濃度 (mg/kg) < 50

銅濃度 (mg/kg) < 10

核分裂生成物放射能濃度 (Bq/kg) < 2.5×107

WWR-K炉の冷却水条件

国際協力(4) －ベリリウム技術（ISTC K-1806)－

WWR-Kにおけるベリリウム取扱技術を活用し、JMTR用ベリリウム製反射体枠の長寿命
化のための材料選定に資する。
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(平成22～27年度)

【文献】 Journal of Nuclear Materials (2014) など



照射場特性試験

照射後の特性評価

INPにあるWWR-Kを用いてSiインゴット試料の照射試験を行い、特性評価により、
高品位Si半導体製造のための照射研究に資する 。

Si回転装置を開発し、WWR-Kにて照射
場の熱中性子束の軸方向･径方向分布
を評価。

照射試験

Si回転装置を用いてSiイン
ゴット試料（計2本）の照射
試験を実施。
照射後の除染技術を指導。

Siインゴット試料を日本に輸送し、抵抗
率、積層欠陥等の特性評価を実施。

評価結果

照射したSiインゴット試料を日本に輸送し、
特性試験終了。

Siインゴット試料

昇降モータ

回転モータ

Siホルダの
昇降

Siホルダを
回転（2rpm）

Siホルダ

試料を装荷
操作盤

WWR-Kに設置したSi回転装置

照射場特性試験結果例

国際協力(5) －Si半導体製造技術－

フルエンスモニタ測定位置
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(平成23～27年度)

【文献】 Irradiation Test with Silicon Ingot for NTD-SiIrradiation Technology. JAEA-Technology 2015-021 など
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原子力機構内委員会の下に「照射炉利用ニーズ調査専門部会」にて、「軽水炉の安全性
向上に係る利用」、「科学技術の向上に係る利用」、「産業に係る利用」の分野に分けて利
用ニーズの調査を実施。

試験研究炉に係る利用ニーズ調査(1)
(平成28年11～12月)

① 軽水炉の安全性向上に係る利用（ 「軽水炉安全技術・人材ロードマップ」 ）

• 燃料の照射試験

• 事故時耐性燃料の照射試験

• 高耐食・低水素吸収被覆管材料等の照射試験

• 原子炉圧力容器の照射脆化予測、破壊靭性評価の照射試験

• 炉内構造物の照射誘起応力腐食割れ、破壊靭性低下、耐照射劣化対策

• 材料・技術の開発、水化学制御のための照射試験 等

② 科学技術の向上に係る利用
• 軽水炉を中心とした既存原子炉の安全性に関する材料基盤研究
• 将来の事故耐性燃料・材料に関する研究
• バックエンドやアクチノイド元素及び新物質探求に係る研究
• 核融合炉・高速増殖炉・高温ガス炉などの将来炉に係る関係材料や燃料等の研究
• 放射化分析等の中性子を利用した研究



試験研究炉に係る利用ニーズ調査(2)

③ 産業利用に係る利用

• RI製品の多くを輸入に依存、世界の試験研究炉の高経年化に伴う廃止により99Mo
などの入手の困難な状況を懸念

• 将来的に利用が見込まれる医療分野でのRI製品の研究開発において、RI原料の
低限の国産化が不可欠

• 半導体向けNTDシリコンウェハーの需要増大や3Heの需要急増による需給バランス
の崩れなどの状況が続き、利用ニーズが急増

これまで蓄積してきた照射技術、ホットラボでの照射後試験技術を継承
することが必要不可欠。

原子力開発が魅力ある産業構造としなければならない！！
○ 照射場、照射後試験施設の充実

⇒ 施設の高経年化への対応、後継炉の検討※

○ 原子力分野に係る人材の育成
⇒ 人的資源の確保 等

【文献】原子力科学技術委員会 原子力研究開発基盤作業部会(平成29年1月31日 第1回資料より)

利用ニーズに対応するためには？

20

※：委員会を立上げ、着手。
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ま と め

○ JAEA内において、これまでの研究開発で蓄積した技術は多種多
様。特に、試験研究炉での照射技術及び照射後試験技術は、
原子力発電のみならず、工業・医療分野を支える産業の発展に
貢献。

○ JMTRでは、再稼働を目指して、照射ニーズに合わせた照射設備
や照射後試験設備の設計・製作技術を蓄積。この技術を如何に
して継承していくかが課題点。

○ 海外炉での照射試験の経験を蓄積。照射試験データを得るまで
には準備を含めて、 低５年は必要。また、照射試験に必要な
試験装置の輸出管理が研究者だけでは困難。

○ 技術継承のためには、新しい施設の整備、施設の適切な管理、
人的資源の確保等の課題点も解決することが必要。

21



1M_PL03 
2019年春の年会 

2019年日本原子力学会           -1M_PL03- 

材料部会セッション 

材料照射研究に係る試験技術の継承と発展に向けて 
For Succession and Development of Test Techniques on Materials Irradiation Research 

（3）民間ホットラボ施設における照射後試験技術の継承に係る取組み 

(3) Efforts concerning the inheritance of PIE technology at private hot laboratory facility 
＊橘内裕寿 1 

1日本核燃料開発株式会社 
 
1. 概要 
 日本の民間ホットラボ施設は原子力プラントメーカによって使用済燃料の調査・研究を目的に設立され、

高線量の使用済燃料を安全に取り扱い、効果的な試験を行うための技術として照射後試験技術が開発・向

上してきた。その後シュラウドや制御棒など様々なプラント材料の不具合調査なども実施され、燃料以外

の放射化金属の照射後試験技術についても技術の蓄積が進んだ。このように民間の照射後試験技術は主と

して電力会社のニーズに合わせて開発・維持・向上してきた背景がある。しかしながら、１Ｆ事故後、原

子力プラントが停止したことから、プラント運転を前提とした照射後試験施設の電力ニーズが急激に低下

し、さらには電力会社の原子力材料研究予算の大幅な削減が進んだことから、外部資金によって運営され

る照射後試験施設の技術力維持が難しい状況になっている。 
照射後試験は高線量の燃料や材料を試験対象とすることから、ホットセルによる遠隔操作技術が必須で

あり、長さ 4m の燃料集合体をそのまま扱う技術、試験片を得るために切断・加工する技術、金属組織を

観察するための埋め込み・研磨技術、強度試験等破壊試験を行う技術および分析のための前処理技術、電

子顕微鏡による詳細観察技術などの遠隔操作が要求される。また、輸送キャスクを用いて使用済燃料や高

線量の材料をプラントからホットセルまで輸送する技術も必要となる。 
原子力プラントに関連する外部資金が減少する中、１Ｆ事故後に脚光を浴びている事故耐性燃料開発の

大型プロジェクトを METI 国プロで立ち上げたり、１Ｆ燃料デブリの調査を既存のホットセルを活用して

行うことなどで、燃料に関する照射後試験技術の維持、若手の育成を進めている。また、材料研究分野に

おいては原子力委員会研究プラットフォームを通じて照射後試験に従事する研究者・技術者の技術力維持

と人財育成のため照射材研究プログラムを一定の規模で確保出来るように働きかけている。 
照射後試験技術の継承は技術のみならず安全意識の継承も重要である。今後も安全を最優先に、原子力

の安全・安心を提供できる照射後試験技術を醸成していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Yuji Kitsunai1  

1Nippon Nuclear Fuel Development Co. Ltd., 
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III. 材料部会功績賞、Best Figure賞受賞者よろこびのことば 

 

材料部会奨励賞選考会議による審査の結果、第 1 回日本原子力学会材料部会功績賞に、株

式会社原子力安全システム研究所の藤井克彦氏、第１回 Best Figure 賞に日本原子力研究

開発機構の若井栄一氏と東京大学の叶野翔氏が選考され、原子力学会 2019年春の年会期間

中の材料部会第 38回全体会議で表彰されました。各受賞者からよろこびのことばが届きま

したので、以下に紹介させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 1回日本原子力学会材料部会功績賞 
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先端分析技術による軽水炉材の照射劣化機構研究 

株式会社原子力安全システム研究所 藤井 克彦 

 

この度は、第 1 回日本原子力学会材料部

会功績賞を賜り大変光栄に存じます。材料

部会では、平成 21年度より部会賞（現在の

若手優秀賞、旧称：奨励賞）を設けて、将来

の活躍が期待される若手研究者の業績向上

をサポートされてきました。功績賞は、若手

優秀賞対象者と学会フェロー対象者の間の

研究者に更なる奮起を慫慂するために、前

部会長の阿部先生他、運営委員皆様のご尽

力により、Best Figure賞とともに新設され

た賞であると思っております。賞に恥じぬ

ように原子力材料分野の研究および技術開

発に貢献していきたいと思います。 

今回の受賞にあたっては、受賞対象にあ

る「原子力材料分野の研究・技術開発等への

功績」への評価だけではなく、材料部会活動

への委員としての貢献も大きく評価いただ

いたのではないかと考えております。振り

返りますと、財務および国際学術にて 6 回

の委員を担当させていただきました。この

ように積極的に委員として民間企業の研究

員が貢献できたのは、会社の理解があって

のことです。申し添えておきます。 

最後に、Best Figure賞が受賞できれば、

平成 22年度の奨励賞も合わせて、材料部会

賞のグランドスラムが達成できます。委員

としての活動は後進に譲りますが、Best 

Figure賞の獲得を目指し、研究を鋭意進め

てまいります。 

受賞式の様子．左が阿部先生、右が受賞者． 
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RaDIATE国際協力研究における Ti合金の構造像と PNNLでのひと時 

若井栄一(JAEA), 石田卓(KEK), Danny Edwards (PNNL), Patrick Hurh (FANL), David Senor (PNNL) 

 

材料部会の第 1回 Best Figure賞に受賞できて、大変嬉しく思います。こういう構成図を出す機会

もなかなかありません。部会の発展に少しでも寄与出来ればという思いで応募しました。PNNLを訪問

した際、一度、ご覧になると良いでしょう。どうもありがとうございました。 

Ti系材料は、航空機宇宙、生体材料、潜水艦の強度部材の分野など、その応用範囲は広い。写真は、

J-PARCニュートリノ施設のビームモニター材として、30 GeV陽子線照射を受けた Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al

合金（加工熱処理法によりナノ粒子析出強化型材料）の TEM高分解能構造像である。照射前から格子

が乱れていて点欠陥のシンクサイトが多数あるため、照射による 2次欠陥の形成と成長が非常に小さ

いことが分かった。最近、高エネルギー素粒子物理学などの分野でも照射損傷が重要課題であり、本

研究は国際協力 RaDIATE（Radiation Damage In Accelerator Target Environments）の中で実施した。

原子力分野を含め、Ti合金は照射誘起ω相の形成と成長による脆化が大きな問題であったが、本研究

成果は耐照射性に優れた Ti 系材料が存在することを示し、今後、新しい研究展開が期待される。照

射後試験の後に PNNL 横の湖畔にある展示場を訪れたひと時が、いろいろな繋がりを見出し、創造力

を育んでくれる。 

 

参考資料 

 T. Ishida, E. Wakai, et al., Nucl. Mater. Energy, 15 (2018) 169-174. 

 E. Wakai, S. Makimura, et al., Proc. 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 

TUP126 (2017) 724-728. 

https://doi.org/10.1016/j.nme.2018.04.006
http://www.pasj.jp/web_publish/pasj2017/proceedings/PDF/TUP1/TUP126.pdf
http://www.pasj.jp/web_publish/pasj2017/proceedings/PDF/TUP1/TUP126.pdf
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 低放射化フェライト製の安田講堂(1/130億スケール) 

叶野 翔 氏（東京大学）、阿部 弘亨（東京大学）、楊 会龍 氏（東京大学） 

 

F82H-IEA 鋼の 673 K における 20 dpa 照射材の明視像（左上）、安田講堂の外観写真（右上）、 照

射材の(a)縦断面 SEM 写真（左下）と同領域の IPF と SEM の重ね合わせ像（右下）. 

 

イオン照射材の組織評価に多く用いられている FIB加工技術を応用し、東京大学 HIT加速器におい

て、673Kにおいて Feイオン照射した低放射化フェライト/マルテンサイト鋼（F82H）から微小サイズ

の安田講堂を作製した。作製した試料の EBSD、TEM観察を実施し、照射下における微細組織発達を評

価した。その結果、平均サイズ 10 nmの転位ループが～3x1021 m-3確認されたが、EBSDによる IPF像

からは結晶格子の回位や回転は確認されなかった。このように、FIB、TEM等の機器の組合わせから、

任意の場所から複雑形状の試験片が採取できる。このような技術は今後も材料照射研究に多く利用さ

れるものであり、本成果がその技術向上に貢献することが出来れば幸甚である。 

 

参考資料 

 S. Kano, H. Yang, et al., J. Nucl. Mater. 502 (2018) 263-269. 

 M. Ando, E. Wakai, et al., J. Nucl. Mater. 329 (2004) 1137-1141. 

https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2018.02.004
https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2004.04.290
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Ⅳ. 関連する国際会議のリスト 

 

WRFPM 2020 

会期：未定 

場所：China 

申込締切：未定 

WRFPMは軽水炉燃料に関する国際会議です。3年に一度、アジア圏で開催されます。 

 

2020 MRS Fall Meeting & Exhibit 

会期：2020/11/29-12/3 

場所：Boston, Massachusetts 

ホームページ：https://www.mrs.org/fall2020/ 

申込締切：未定 

毎年 6,000人以上が参加する最大規模の国際会議です。 

 

NuMat 2020 

会期：2020/10/x 

場所：Germany 

ホームページ（仮）：https://www.showsbee.com/fairs/Nuclear-Materials-Conference.html 

申込締切：未定 

NuMat は核燃料・材料に関する総合的な国際会議として 2 年ごとに開催されています。 核分裂

炉・核融合炉の構造・機能材料、モデリング等、計 7 つのトピックがあります。 

 

ICONE28: 28th International Conference on Nuclear Engineering 

会期：2020/8/3-6 

場所：The Disneyland Hotel, Anaheim, California, USA 

ホームページ：https://event.asme.org/ICONE 

申込締切：未定 

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。 

 

ICACS & SHIM 2020: 29th International Conference on Atomic Collisions in Solids (ICACS) 

& 11th International Symposium on Swift Heavy Ions in Matter(SHIM) 

会期：2020/6/21-6/26 

場所：Helsinki, Finland 

ホームページ：https://www.helsinki.fi/en/conferences/icacs-shim-2020/about 

申込締切：2020/3/16 

今回 2020年に下記の ICACS会議と SHIM会議が合同で行われます。 
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ICACS：固体への原子衝突の基礎過程に関する国際会議 

SHIM：高速重イオンと物質との相互作用とその応用に関する国際会議 

 

2020 MRS Spring Meeting & Exhibit 

会期：2020/4/13-17 

場所：Phoenix, Arizona, USA 

ホームページ：https://www.mrs.org/spring2020/ 

申込締切：2019/10/31 

毎年 5,000人以上が参加する最大規模の国際会議です。材料研究の最先端技術等が報告されます。 

 

ICAPP'20: 2020 International Congress on Advances in Nuclear Power Plants 

会期：2020/3/15-19 

場所：Abu Dhabi, United Arab Emirates 

ホームページ：https://www.icapp2020.org/ 

申込締切：2019/9/29 

次世代炉や高速炉に関する国際会議です。 

 

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：https://www.oecd-nea.org/science/wpfc/tcads/2019/ 

原子力工学に関する国際会議です。詳細情報が掲載されました。ハイライトとして、人材育成、

人工知能などが挙げられています。 

 

ICFRM-19: The Nineteenth International Conference on Fusion Reactor Materials 

会期：2019/10/27-11/01 

場所：La Jolla, California, U.S.A. 

ホームページ：https://icfrm-19.com/ 

申込締切：March 8, 2019 

核融合材料に関する国際会議です。 

 

Fourth International Workshop on Technology and Components of Accelerator-Driven 

Systems (TCADS-4) 

会期：October 14-17, 2019 

場所：Antwerp, Belgium 

ホームページ：https://www.oecd-nea.org/science/wpfc/tcads/2019/ 

申込締切：April 15, 2019 
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ADSを用いた核変換技術や核破砕ターゲット技術に関する、OECD/NEA主催のWSであり、ADS

ビーム窓材に関する R&Dや溶融鉛ビスマス取扱技術も含まれます。 

 

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：April 1, 2019 

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。 

 

Global/Top Fuel 2019 

会期：September 22 -27, 2019 

場所：Seattle, WA, USA 

ホームページ：http://globaltopfuel.ans.org/ 

申込締切：February 8, 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。 

 

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 

核融合に関連する、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。 

 

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。 
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Materials Science for Severe Accident and Fukushima Daiichi Decommissioning workshop 

2019 

会期：July 10-12, 2019 

場所：Jヴィレッジ、福島県楢原町、日本 

ホームページ：http://www.oecd-nea.org/confdb/confdb/conf?id=357 

申込締切：April 30, 2019 

「シビアアクシデントと福島第一原子力発電所の廃炉に関する材料科学」のワークショップです。

シビアアクシデント時の核燃料および核分裂生成物の高温熱力学（実験、熱力学評価、データベ

ース）やシビアアクシデントコードのモデリングに携わる著名な海外専門家数十名が集結し集中

的な議論を行います。 
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Ⅴ. 運営小委員会 委員名簿 

 

部会長         若井 栄一  （日本原子力研究開発機構） 

副部会長        柴山 環樹  （北海道大学） 

財務小委員長      小畠 亨司  （日立GEニュークリア・エナジー株式会社） 

編集小委員長      向井 啓祐  （京都大学） 

編集小委員会委員    吉田 健太  （東北大学） 

広報小委員長      中田 隼矢  （岐阜大学） 

広報小委員会委員    大塚 紀彰  （日本原子力研究開発機構） 

国内学術小委員長    岸本 弘立  （室蘭工業大学） 

国内学術小委員会委員  下平 昌樹  （日本原子力研究開発機構） 

国際学術小委員長    澤部 孝史  （電力中央研究所） 

国際学術小委員会委員  石川 法人  （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   （電力中央研究所） 

庶務幹事        大宅 諒   （九州大学） 

庶務幹事        関尾 佳弘  （日本原子力研究開発機構） 
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VI. 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 

 

 

VII. 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。昨年度までは9月と3月に発刊しており

ました本会報は、今年度より時期を少し早め、第一報は7月の発刊となりました。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。次回報は冬に発刊予定です。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。 

編集担当 向井 啓祐（京都大学）, 吉田 健太（東北大学） 

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