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2019年秋の大会「海外情報連絡会・材料部会・核燃料部会 合同セッション」 

海外情報連絡会第 41期（2019年度) 第２回講演会 開催報告 

 

開催日時：2019年 9月 12日（木）13:00-14:30 

開催場所：富山大学 共通教育棟 2F-B21 （2019年秋の大会 H会場） 

講  師：Christian GONNIER(仏 CEA) 

演  題：（1）「フランスのエネルギー政策」及び 

（2）「ジュールホロビッツ材料照射試験炉と照射実験設備、照射計画について」 

参 加 者：2019年秋の大会参加者の約 60名が参加 

 

フランス CEA のクリスティアン ゴニエ氏を講師にお迎えし、（1）フランスの最新のエ

ネルギー政策動向と（2）ジュールホロビッツ材料試験炉の照射実験設備や照射計画の両方

をご紹介いただいた。 

 

（１）フランスのエネルギー政策について 

温室効果ガスの７割は化石燃料から発生している状況であり、フランスはパリ協定に

基づき 2050 年までの脱炭素に向けたロードマップを策定。発電においては再生可能エネ

ルギーの利用と電力消費エリアに分散化することを基本方針とし、2015 年に多年度エネ

ルギー計画（the multiannual energy program(PPE)）を策定した。その目標は以下の通

り。 

・ エネルギー消費量を 2012 年に比べて 2023 年までに 7％削減、2028 年までに 14％

削減する。 

・ 二酸化炭素排出量の多い石炭火力は 80％、石油火力は 35％、天然ガスは 19％を

2028 年までに削減する。 

・ 現存の４プラントの石炭火力は 2022 年までに廃止し、再生可能エネルギーは 2023

年までに発電比率を 27％、2028 年までに 32％まで高める。 

・ 一方、原子力は 2035 年までに運転期間 50 年を超えた 14 プラントを廃止し、原子

力の占める割合は 2017 年時点で 71.6％だったものを 50％までに低減させる。 

・ フランスは隣国に対して電力を輸出入していることから、これらの計画は隣国との

送電容量にも依存する。 

原子力発電に関しては、40 年超運転の許認可対応を進めるとともに、新設（フラマン

ヴィル３号機）も進めている。小型炉の開発に関しては、150-170MWe クラスの PWR

（F-SMR）について国際コンソーシアムのもとコンセプト設計を進めている。燃料サイ

クルは上記“PPE”においても重要戦略として位置付けており、MOX 燃料の使用は全

58 基中 24 基で承認されている状況。1300MWe プラントでの MOX 燃料の使用に向けた

準備、PWR プラントにおける複数回燃料サイクルの研究開発の推進、高速中性子炉の研
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究開発の維持（短中期視点では安価なウラン燃料が安定的に入手できるため不要である

が、長期サイクルの観点で必要）を行う。 

 

（２）ジュールホロビッツ材料照射試験炉と照射実験設備、照射計画について 

 ジュールホロビッツ材料照射試験炉（JHR）は、仏カダラッシュサイトに建設中の燃

料および材料の照射試験場であり、国際的な共同活用を目的として欧州を中心とするコ

ンソーシアムによって建設および試験計画が進められている。幅広い照射試験を行える

ように、様々な試験体（燃料、材料）、中性子束およびスペクトル、冷却材・熱水力（LWR

および GEN IV）の条件を設定できるようにしており、今後 60 年間の技術開発に活用す

ることを計画している。2009 年に着工、主要機器の据え付けは本年から開始しており、

2020 年代中旬に竣工予定。以下に JHR の特徴と、製作および計画中の試験デバイスの

概要について示す。 

 JHR は 100MWth のコンパクトな炉心を持つプール式の試験炉と、ホットセル等の評

価設備や制御室を同一建屋内に有する。照射位置での非破壊検査を行えるようにホット

セル内だけでなく試験プール内に中性子イメージング装置や X 線/γ線検査装置などの非

破壊検査装置を備えている。炉心の主な仕様は以下の通り。 

・ 炉心部は高速中性子束が高く（~5.5×1014n cm-2s-1 above 1MeV）、高経年化評価

が可能（~16dpa/y）。 

・ 炉心の周りはベリリウムの反射体があり熱中性子束が高く（~3.5×1014n 

cm-2s-1 ）、圧力容器のような低経年変化評価を行う材料試験（低高速中性子束に

おける評価として 0.1dpa/y が必要）に活用。 

・ 変位調整装置により試験体と炉心との距離を制御して照射束を調整可能（正確で

安定した出力、出力サイクルの調整等）。 

 軽水炉（VVER を含む PWR と BWR）の燃料挙動評価試験用デバイスとして以下のも

のを製作して試験を計画中。 

・ “MADISON”：通常状態の燃料の試験用。燃料の微細構造や気体核分裂生成物、

クラッドの腐食の評価など。 

・ “ADELINE”：非定常状態の燃料の試験用。出力制御中やクラッド破損後の燃

料挙動の評価など。 

・ “LORELEI”：事故時（LOCA）の燃料の試験用。燃料破損時の挙動や核分裂生

成物の放出挙動の評価など。 

 材料試験評価用デバイスとしては以下のものを製作、試験計画中。 

・ “MICA”、“CALIPSO”：熱条件（<450℃）、中性子束、応力を模擬して材料の

高経年化評価が可能。微細構造や膨張挙動の評価、引っ張り試験、照射環境下に

おけるクリープ試験など。MICA は照射強度 10~12dpa/y、CALIPSO はガンマ

発熱量を大きくできるように電磁ポンプを備えているため 16-17dpay/y の評価
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が可能。 

・ “CLOE”：照射誘起応力腐食割れおよび Zr の腐食の腐食評価用。 

・ “OCCITANE”：低 dpa 環境における圧力容器の照射後の物理特性評価用。 

 

 

質疑応答 

Q：PWR 燃料のマルチリサイクリングについて。再処理を繰り返すことでプルトニウム

の品質が低下し使用できなくなると推測されるがどのように対処するのか？ 

A：（自分はこの件の担当ではないが）簡単ではないと思う。マルチリサイクリングの研

究は始まったばかり。 

 

Q：燃料照射試験装置について。JHR にはどのような種類の水化学処理系統があり、何

系統あるのか？ 

A：（LWR 燃料試験用の）MADISON 試験装置（under normal conditions）と ADELINE

試験装置（under off-normal conditions）はそれぞれ２式ある。特に MADISON は PWR

と BWR の運転に合わせた系統設計となっている。PWR の条件では構造物にホウ素が取

り込まれるため、１式目は PWR 用として２式目を BWR 用として計画している。なお、

ADELINE は非定常状態の試験用であり、運転時間が数時間・数日の短時間であるため

水化学的な問題は発生しない。 

 

Q：JHR には複数のホットラボがあるとのことだが、（JHR がある）カダラッシュ地区

の他のホットラボで試験する必要性はないのか？ 

A：JHR のホットセルは照射対象に直結しており、照射状態や核分裂生成物の確認など

非破壊検査のみが可能である。環境の整ったホットセルに移送して試験する必要がある。 

 

Q：コンソーシアムのメンバを見ると材料や燃料の実用技術の開発が中心と思われるが、

基礎研究はやる余地はあるか？ 

A：ある。インドの機関と協力して装置仕様を検討し、基礎的な特性評価ができる装置の

開発から着手した。 

Q：そのような目的に対してはその場測定（in situ 測定）や低温照射特性の評価が必要

になるのではないか？そのような試験の余地あるか？ 

A：ある。低温照射試験の検討は核融合のメンバが行っている。 

Q：核融合の研究との関連は？ 

A：JHR の若いエンジニアは JET のプロジェクトにかかわっていた。 

Q：ITER プロジェクトとの人のつながりは？ 

A：大きなつながりは無い。近くに集まっているが組織が全く異なる。 
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Q：核融合の観点では高温度の特性に興味があるが、高温試験特性についてはどうか？ 

A：核融合では 200~600℃がターゲットになる。 

 

Q：フランスのエネルギー事情について。フランスでは Energy Transition for Green 

Growth 戦略によって 2035 年までに電源構成を大きく変えようとしているが、それと異

なる日本の状況についてコメントはあるか？ 

A：フランスの目標は政治的に決定したが、もちろん技術的な課題に基づいている。変動

する電力要求に対応できるように電源を構成する必要がある。再生可能エネルギーは出

力が不安定であるし、原子力も変動要求に対応できるようにする必要がある。政策に対

し長期的な視点で技術的な解を見つけていかなければならない。 

 

Q：照射後の材料はどうするのか？ 

A：材料試験はサンプルを取り出してキャスクに入れてホットラボに移送するがこれは比

較的容易。これに対して燃料試験は試験装置から燃料を取り出す破壊試験となるため厄

介で、試験装置ごとホットラボに移送する。 

 

以上 
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第 17回 材料部会 夏期セミナー報告 

国内学術小委員会委員   下平 昌樹 （JAEA） 

 

 令和元年度の夏期セミナーは、福島県いわき市にて 8月 9日～11日の日程で開催された。

材料部会の夏期セミナーとしては、東日本大震災後初の福島県での開催であった。 

 初日は、東京電力ホールディングス株式会社の廃炉資料館及び福島第一原子力発電所（以

下、福島第一原発）の見学会を行った。ほとんどの見学会参加者にとって、今回が事故後初

めての福島第一原発訪問であり、実際の廃炉作業の現場を見学できる非常に貴重な機会と

なった。 

 2 日目からはいわき産業創造館にて講演会、ポスターセッション、懇親会が行われた。若

井部会長の挨拶をもって始まった 2 日目最初のセッションは「福島と共に」のテーマで 5 件

の講演が行われた。始めに基調講演として「低放射化環境下における被ばく等のリスク評価

と将来展望」と題し、高エネルギー加速器研究機構（以下、KEK）の川合名誉教授から、福

島第一原発事故による周辺地域の汚染に伴う低線量被ばくの人体への影響等に関して総合

的な講演が行われた。日本原子力研究開発機構（以下、JAEA）の永江氏、日立 GE ニュー

クリア・エナジーの木下氏からは福島第一原発の各炉の解体に向けた燃料デブリの性状把

握に向けた研究や、廃炉作業を進めるためのロボット技術の開発に関する講演が行われた。

また、福島工業高等専門学校の鈴木准教授からは福島県の教育機関としての人材育成の重

要性やその取り組みについて紹介された。さらに、同セッションでは福島県危機管理課の渡

邉氏から特別講演が行われ、震災時に災害支援活動を行った当時の経験や近隣住民への説

明の難しさ等についてのお話を聞くことができた。同日の後半は「新材料への挑戦」のテー

マで日立製作所の石橋氏、KEK の石田氏、牧村氏から SiC 燃料被覆管の耐食性向上に向け

た Ti 系合金による被覆技術の最新知見や J-PARC の加速器標的材料の開発に関する講演が

行われた。ポスターセッションは、コーヒーブレークや昼休み前の時間等を活用し、参加者

の間で活発な議論が行われた。なお、今年度のポスターセッションは「若手・学生部門（40

歳未満）」と「一般部門」の 2 部門制とし、それぞれの部門で最優秀賞及び優秀賞を選出し

た。2 日目の夜には会場ビル内にあるレストラン LaPaPa にて懇親会を開催し、参加者間の

親睦が深められた。 

 最終日はじめのセッションは「ADS と材料照射研究の展望、及び高エネルギー領域の DPA

評価研究の最前線」のテーマで 4 件の講演が行われた。はじめに加速器駆動核変換システム

の概要と、システム実現に向けた Pb-Bi 中の材料腐食挙動に関する研究内容が JAEA の前川

氏、大久保氏から紹介された。JAEA の斎藤氏からはスイスのポールシェラー研究所の SINQ

ターゲットを利用した国際共同照射研究について紹介いただき、今後照射後試験を実施し

ていく上で不可欠なホットラボの拡充について検討を開始したことが報告された。JAEA の

岩元氏には先端基礎講座として、従来の照射損傷計算コード SRIM では評価できない、高エ

ネルギー領域の照射損傷計算を行うための PHITS コードを紹介いただくとともに、散乱断
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面積に関するベンチマークデータ取得のための極低温照射実験について紹介された。本セ

ミナー最後のセッションは「原子炉圧力容器鋼等の照射損傷基礎と脆化予測研究」のテーマ

で 4 件の講演が行われた。始めに北海道大学の橋本教授から「低合金鋼の照射損傷組織に及

ぼす熱負荷と Cu の影響」の題目で基調講演が行われた。本講演では、原子炉圧力容器用低

合金鋼中の照射欠陥形成に関して、北海道大学の超高圧電子顕微鏡を活用した最近の研究

が紹介されるとともに、橋本教授自らの研究歴と海外機関での研究歴も紹介され、若手研究

者に対して海外留学を薦められ、学生を含む若手研究者に対して刺激となった。同セッショ

ンの後半は改定予定の照射脆化予測式に関わる内容で、京都大学の中筋氏、JAEA の髙見澤

氏、電力中央研究所の野本氏から講演が行われた。中筋氏、髙見澤氏からは統計的解析手法

を用いた脆化予測式の補正項に関する検討や照射脆化に寄与する因子についての検討状況

が報告された。野本氏からは国内外の照射脆化予測式の紹介とともに、照射脆化予測式の最

新の検討状況について紹介された。 

 今回の夏期セミナーは、お盆休み前の開催にも関わらず 36 名もの方々に参加いただけた。

各講演では活発な質疑応答が行われ、特に 2 日目は予定時刻を 30 分も上回る程、議論が盛

り上がった。最後に、御多忙の中、本セミナーに御協力いただいた講師の方々や参加者、見

学会の対応をいただいた東京電力ホールディングス株式会社の皆様ならびに会場等の利用

にあたってお世話になった皆様に御礼申し上げるとともに、セミナー運営に御尽力いただ

いた各委員に深く感謝し本セミナーの報告とする。 

 

 

2019 年 第 17 回材料部会夏期セミナー 

日程：2019 年 8 月 9 日～11 日 

場所：いわき産業創造館（〒970-8026 福島県いわき市平字田町 120 番地 LATOV 6 階） 

参加者：36 名（学生 4 名） 

最優秀ポスター賞：【若手部門】冨永 桂太（北海道大学大学院工学院） 

「Mn 添加 FeCrAl-ODS 合金におけるγ/α変態の検討」 

【一般部門】澤部 孝史（電力中央研究所） 

「燃料被覆管のアトムプローブ観察による照射挙動の研究」 

優秀ポスター賞： 【若手部門】宮垣 寛之（京都大学大学院エネルギー科学研究科） 

「溶融塩を用いたリチウム鉛からの軽元素不純物輸送」 

【若手部門】岩松 尚杜（京都大学大学院エネルギー科学研究科） 

「放射化金属およびイメージングプレートを用いた核融合中性子の空間分布計測」 

【若手部門】佐藤 拓未（日本原子力研究開発機構） 

「溶融燃料の凝固偏析の数値解析」 

【一般部門】若井 栄一（日本原子力研究開発機構） 

「異なる照射環境下での構造材料の照射損傷の解析とレビュー」  
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夏期セミナー参加者集合写真（2019 年 8 月 10 日、いわき産業創造館） 

 

 

見学会参加者集合写真（2019 年 8 月 9 日、福島第一原子力発電所） 
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ポスター賞表彰式（若手・学生部門 最優秀賞） 

 

 

 

 

【参加者の声】 

京都大学大学院 エネルギー科学研究科 博士 3 年 

中筋 俊樹 

 

自身３回目となる材料部会夏期セミナーに参加させていただきました。今回のセミナー

では、原子力材料研究の幅広い分野への応用についての知識をさらに深めることができま

した。特に、現在行っている材料照射損傷の研究が、加速器施設で行われている素粒子の研

究にも役立つことがわかりました。また、福島第一原子力発電所の廃炉に関する発表があり、

原子力材料研究の応用先まで意識して研究することも大事であると感じました。さらに、今

回は発表の機会を与えてくださり、様々な意見を頂くことができました。とても有意義な時

間を過ごすことができたことを実感しています。 

最後になりましたが、このような機会を設けてくださった皆様に、心より感謝申し上げま

す。今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。 
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北海道大学大学院工学院 材料科学専攻 先端高温材料工学研究室 修士 1 年 

冨永 桂太 

 

私は現在大学院で事故耐性燃料被覆管の候補材である FeCrAl-ODS に関する研究をして

います。今回の夏期セミナーでは、初日に福島第一原発の原子炉建屋を実際に見学できると

いうことで、事故耐性材料を研究する上でとても良い経験になると思い、参加させていただ

きました。燃料デブリの取り出しや事故後の除染作業などに関して廃炉作業に取り組む

方々から詳細なお話を聞き、新たな知見を得ることができました。2 日目のポスターセッシ

ョンでは、様々なバックグラウンドをもつ方々から、自分一人では到底思いつかないような

貴重なアドバイスを数多くいただきました。懇親会におきましても、各分野の最前線で活躍

されてる研究者の方々から日頃の研究で心がけていることや、今後の原子力分野における

可能性など、大変興味深いお話を聞くことができました。このような貴重な場を設けてくだ

さったことに、この場をお借りして心より感謝申し上げます。 

 

 

 

京都大学大学院エネルギー科学研究科 修士 2 年 

宮垣寛之 

 

 私は今回初めて材料部会の夏期セミナーに参加をさせていただきましたが、大変有意義

な 3 日間をすごさせていただき、非常に勉強になりました。 

 まず、初日に行われた福島第一原発の見学では、現在の作業の状況を直接目にすることが

でき、生身の体験として、とても印象に残るものとなりました。福島第一原発の敷地内施設

の見学だけでなく、廃炉資料館などの現場で働く人や道中で取り残されたままの家屋など

も目の当たりにし、人々の生活に密接にかかわるエネルギー分野に興味を持つ学生として、

人々の生活ということを改めて考える良い機会となりました。二日目以降は、材料照射等に

関する専門的な講義から、福島県防災課の方の招待講演など、様々なお話を拝聴し、1 日目

の原発見学という実体験も伴って、どれも興味深かったです。ポスター発表にも参加させて

いただきましたが、このときにも、多くの方と議論を交わすことができ、自身が発表すると

いう機会の少ない学生身分の自分としては、貴重な経験となりました。 

 今回のセミナーは本当にどれをとっても魅力的なスケジュールであり、最後にはなりま

したが、本セミナーを企画してくださった皆様に感謝申し上げます。 
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京都大学大学院エネルギー科学研究科 修士 1 年 

岩松尚杜 

 

 私が本年度の材料部会夏季セミナーに参加した一番の理由は，福島第一原子力発電所の

見学ができるからです。それまで私は被災地どころか東北地方にすら足を運んだことがな

く，震災と原発事故の悲惨さを身に染みて感じたことは特にありませんでした。よってこの

貴重な機会に被災地を訪れ，テレビではなく自分の目で見て，研究を通して被災地をどう支

援したらいいか考えようと思いました。 

 1 日目はまず東京電力廃炉資料館を見学しました。東電の社員さんが真摯に事故の経緯と

現状について説明をされ，展示物には福島第一原子力発電所のパノラマや防護服，現在開発

中の無人ロボットなどがありました。現状をしっかり学んだうえで資料館を出発，もちろん

帰宅困難区域を通るわけですが，その道中には天井と床のコンクリートが崩れ落ちおそら

く展示車が下敷きになっているであろうトヨタカローラの店舗がありました。田んぼは 8 年

間全く手入れされておらず，低木さえ育っていました。いよいよ福島第一原発構内に到着す

ると，いくつかのセキュリティーチェックを受け，構内移動専用のバスに乗り換えて見学が

始まります。社員の方が構内をかなり詳しく説明，案内してくださったのですが，とてもわ

かりやすく理解が深まりました。そして実際に見た 1 号機から 4 号機はテレビで見るより

ずっと大きく，それゆえによりひしひしと事故の惨状が伝わってきました。廃炉作業が完全

に終わるにはいったい何十年かかるのだろうか，そして何より，作業員の方の苦労がとても

偲ばれました。 

 2 日目は各講師の方の発表会でしたが，一連の話を聞いて感じたのは，燃料デブリをいか

にして取り出し安全に処理するかという課題に皆さんが真剣に取り組んでおられるという

ことです。私はこのセミナーに参加する前は，福島の事故処理は最近停滞しているのではな

いだろうかと疑問さえ抱いていましたが，実際は大学や企業の一流の研究者の方が粛々と

確実に問題解決に向けて研究をされていました。その姿勢を見ると，私も見習わなければな

らないと強く感じました。 

 本セミナーの内容をすべて理解できたわけでは決してありませんが，私はセミナーに参

加されたすべての先輩研究者から研究に対する情熱を学ばせていただきました。もうすぐ

社会に出る者として，私もいつか人や社会の役に立つ業績を上げたい，と感じさせてくれる

大変貴重な 2 日間でした。 
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第 7 回日韓セミナー報告 

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） 

 

日韓セミナーは、核融合および核分裂材料の両方を取り扱うセミナーである。日韓双方の

専門家が集い、情報交換および研究・技術交流の場として、原子力学会 2012 年春の年会を

第 1 回として、材料部会と核融合工学部会、ならびに韓国原子力学会の燃料・材料部会が共

同で開催してきた。今回の第 7 回日韓セミナーは、2019 年 9 月 10 日(火)、原子力学会 2019

年秋の大会の前日に、富山市内の会議室を使用して開催された。 

前回、前々回は革新炉、先進炉の材料開発を主テーマであった。今回はここ数年内で研究

発表が盛んなテーマから幅広い設定とし、 

・Materials development and materials science for advanced fission and fusion reactors 

・Advanced materials and analytical experiment & simulation for accident tolerant fuel 

(ATF) claddings 

・Material aging and radiation hardening effects on structural & functional materials 

の 3 セッションの構成とした。参加者数は 28 名、うち 5 名が学生であり、韓国側からは 3

名が参加、日韓あわせて 9 件の講演と討論が行われた。 

 セミナーは主催である材料部会長・若井氏（JAEA）の開会挨拶により始まり、続いて基

調講演として、日韓セミナーを発起した木村名誉教授（京都大）から ODS 鋼の照射耐性に

関する講演があった。ODS 鋼の照射による機械特性変化に添加元素が及ぼす影響が報告さ

れた。最初のセッションでは、福元教授（福井大）より、先進的核分裂炉の材料開発に関す

る講演があり、高温ガス炉、溶融塩炉、高速炉の燃料および構造材の研究状況について解説

がなされた。続いて、Junhyun Kwon 氏（KAERI）より、3D プリンターを用いた炉内構

造材の開発手法について講演がなされ、複雑な形状の試作品が低コストで製造可能である

など 3D プリンターの利点や、現状での課題が紹介された。宍戸准教授（東北大）から核融

合炉によるマイナーアクチニド（MA）の核変換技術に関する講演があり、軽水炉燃料から

発生する MA 減容の可能性およびメリットが報告された。 

 休憩を挟んで次のセッションでは、山下氏（JAEA）より国内での事故耐性燃料（ATF）

の開発状況について講演がなされ、FeCrAl-ODS被覆管および SiC 被覆管の LOCA 模擬試

験の結果などが報告された。続いて、Changheui Jang 氏（KAIST）より韓国で開発中の

ATF 被覆管である ADSS 材の高温酸化試験および機械特性評価の結果が報告された。最後

のセッションでは、安堂氏（QST）から低放射化フェライト鋼の機械特性の照射影響に関す

る講演がなされ、イオン照射および微小試験法を組み合わせた引張試験結果が報告された。

続いて、Dong-Jin Kim 氏（KAERI）から 690 合金の応力腐食割れに関する講演がなされ

た。PWSCC に関して微小試験法を用いたその場観察の結果、ODSCC に関して水質に対す

るパラメータ調査の結果が報告された。最後に、渡邉准教授（九州大）より圧力容器鋼の照
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射脆化と微細組織の関係について講演があり、微量 Mn の影響が報告されるとともに、イ

オン模擬照射環境と炉内照射環境の違いが微細組織に及ぼす影響が解説された。そして、核

融合工学部会長・林氏（QST）の挨拶をもって盛況のうちに閉会した。 

 討論の場では、専門家だけでなく学生からの質問もあり活発な質疑・討論となった。次回

の日韓セミナーは、2020 年度に韓国主催で開催される予定である。最後に、ご多忙のなか、

講演を快諾いただいた講師の皆様、材料部会および核融合工学部会の関係者の皆様、参加者

の皆様の多大なるご協力により、日韓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。 

 

 

 

 

2019 年第 7 回日韓セミナー 参加者集合写真 
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原子力材料の照射劣化機構研究と、北陸福井地区における原子力材料研究の発展への貢献 

福井大学附属国際原子力工学研究所  福元 謙一 

 

このたびは第 2 回日本原子力学会材料部

会功績賞にお選びいただき。誠にありがと

うございます。このような栄誉は自分に縁

のないことに思っておりましたので受賞の

通知を受けまして大変うれしい思いでいま

す。受賞のタイトルとして「照射劣化機構研

究」を挙げておりますが、学生の頃から研究

を通して様々な方々との出会いの中で多く

のことを教わり、多くの経験をさせていた

だきました。今の自分があるのは出会って

きた皆様方のおかげだと思います。今後も

研究教育を続けていく中で、これからも皆

様との絆を大切にし、これから来たる新し

い出会いに期待して仕事に邁進してまいり

たいと思います。 

もう一つの受賞のタイトルとして「北陸

福井地区における原子力材料研究の発展」

への貢献を挙げさせていただいております。

材料部会においては広報と国内小委員会を

担当し、その中で 2011年のサマーセミナー

を敦賀美浜で開催させていただきました。

同年の福井大学での原子力学会春の学会が

中止になっていたこともあり、開催も危ぶ

まれていた中での実施でしたので強く印象

に残っています。 

福井敦賀地区でのアカデミアとしての活

動への貢献と当地での原子力材料研究につ

いて評価いただけたとうれしく思っていま

す。振り返れば福井大学での原子力の独立

専攻および附属国際原子力工学研究所の立

ち上げからスタッフの一員として携わり、

今年ようやく学部卒業生を輩出するところ

まで育んでまいりました。この賞に恥じぬ

よう、これからも当地域の研究教育基盤か

ら原子力の安全と挑戦について多くの発信

を行って行けるよう努力してまいります。 

 

受賞式にて記念撮影 右が若井部会長、左が受賞者 
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「ウィークビーム走査透過電子顕微鏡を中心とした金属ナノクラスター定量解析法の開発

と応用研究発」 

東北大学 吉田 健太 

 

この度は第 11 回日本原子力学会材料部

会若手優秀賞を頂き誠に有難うございます。

私は博士課程より 10余年、先端電子顕微鏡

法の開発に携わって来ましたが、特に近年、

中性子照射で原子力材料に誘起される微小

な格子間原子・溶質原子クラスターを美し

くイメージングするための新しい顕微法開

発に熱中しておりました。その成果の一端

であるウィークビーム走査透過電子顕微鏡 

(WB-STEM) 法が日本原子力学会において

評価され、このような栄誉ある受賞に繋が

ったことを大変嬉しく思っています。 

一般に、鉄鋼材料中に不均一に分布する

微小な格子欠陥を定量評価するには、従来

の WB-TEMよりも透過能に優れ、また、薄

片化加工で生じた表面ダメージ、薄膜のた

わみ、膜厚変化や粒界近傍での格子歪みに

鈍感なイメージング法が必要です。 

そこで本研究では、STEM 法の収束角を

調整し、干渉性を落としたナノプローブの

中で高次の回折を起こしたプローブを結像

する WB-STEM 法を開発しました。具体的

には、電子プローブ収束角を 0.5 nmの微小

転位ループなどの格子欠陥に合わせて 5.2 

mradに設定し、像面上のそれぞれの回折プ

ローブを独立させました。次に、焦点深度範

囲内の BF絞り位置において、任意の回折プ

ローブ（低強度）と透過プローブ（強度）を

選択して、それぞれ独立の感度に調整した

検出器に導く光路を設計しました。図 1 に

は、WB-STEM 法の光路模式図と中性子照

射量 1.1×1020 neutron/cm2 の RPV 鋼材の

WB-STEM像を示します。高い観察精度（1 

nm/pixel）を保ったままに、広い領域（5120

×5120 pixels）にわたって欠陥を分析できる

ようになり、現在では、ODS鋼やW合金な

ど様々な原子力材料の照射後試験評価にお

いて、より簡便で正確な組織解析が実現で

きるようになっています。今後も、原子力材

料開発のニーズに即した最先端電子顕微鏡

法の開発を通して、我が国の照射後試験に

貢献していく所存です。 

本受賞に際して、非常に高額な球面収差

補正器搭載の透過電子顕微鏡において前例

の無い WB-STEM 法開発を承認し御協力く

ださった東北大学・永井康介先生および関

係諸氏、また、試作品開発当初より議論や御

助言くださった原子力安全システム研究

所・藤井克彦先生に深く感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1  WB-STEM 法の光路模式図と実機

RPV 鋼中の格子間原子型転位ループの可視

化 
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  パルス核破砕中性子源標的容器の材料損傷評価 

日本原子力研究機構  直江 崇 

 

 この度、第 11回日本原子力学会材料部会

若手優秀賞を頂きまして大変光栄です。 

 本研究は、液体水銀を標的に用いた J-

PARC のパルス核破砕中性子源における水

銀を内包する 316L ステンレス鋼製の標的

容器の材料損傷について検討したものです。

標的容器では、大強度の陽子線入射によっ

て生じる容器構造材の照射損傷に加えて、

水銀の熱衝撃に起因する圧力波が引き起こ

すキャビテーションによって生じる壊食損

傷が疲労き裂の起点となり、構造健全性を

著しく低下させます。本研究では、標的容器

の耐久性を、キャビテーションによる壊食

損傷、液体水銀浸漬下の疲労強度、及びギガ

サイクルまでの疲労強度の観点から評価し、

これらを考慮した標的容器の寿命評価と、

中性子源の高出力化に貢献するための標的

の損傷低減化技術の開発に取り組みました。 

 特に、水銀環境下でのキャビテーション

壊食による材料損傷については、先行研究

がほとんどなく、自分達のグループが積み

上げたオフビーム試験での損傷データから

実機の損傷を予測しました。さらに、近年得

られた実機の損傷データを元に、中性子源

の出力や運転時間から実機の損傷量を推定

する経験式を構築しました。オフビーム試

験での損傷予測から実機での検証までに携

わることでき、貴重な経験を積むことでき

ました。 

 今後は、中性子源の高出力化と標的容器

の長寿命化を目指し、損傷低減化技術の高

度化と、陽子及び中性子照射環境に曝され

た材料の力学特性評価に着手して行きたい

と考えておりますので今後とも皆様のご指

導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。 

 最後に、本研究に関して、学生時代から継

続してご指導頂きました日本原子力研究開

発機構の二川正敏 J-PARC 副センター長に

心より感謝申し上げます。なお、これまでに

得られた実機の損傷データなどの研究成果

は、J-PARC プロジェクトの中で多くの方

の協力によって得られたものであることを

申し添えておきます。 

 

水銀標的容器予備前にて 



Ⅳ. 若手優秀賞 よろこびのことば 

16 

 

「沸騰水型軽水炉過酷事故時の制御棒由来メタル系コリウムによる 

ステンレス鋼の破損に関する研究」 

日本原子力研究開発機構  墨田 岳大 

 

このたびは第 11 回日本原子力学会材料

部会若手優秀賞にご選出いただき、誠にあ

りがとうございます。本研究をご評価いた

だいた選考委員の方々をはじめ、材料部会

関係者の皆様にはこの場をお借りして、厚

く御礼申し上げます。今回受賞することが

できたのは、推薦していただいた東京工業

大学 小林能直教授をはじめとして、研究

を進めるうえでご指導・ご助言・ご協力いた

だきました皆様のおかげです。この場をお

借りして、改めて深く感謝申し上げます。 

この研究は、原子炉過酷事故時に生じる

溶融金属による構造材料の破損に関して、

特に、炭化ほう素の影響を調べたものです。 

福島第一原子力発電所などの、過酷事故

を起こした沸騰水型軽水炉(BWR)の廃炉を

進めるため、また、原子炉の安全性向上のた

めには、事故時に生じる材料間の反応を把

握する必要があります。特に、制御棒(炭化

ほう素、B4C)と制御棒被覆管(ステンレス鋼、

SS)の間の共晶溶融反応が、福島の事故以来

注目されています。この反応ではメタル系

コリウムと呼ばれる SS-B4C 溶融金属が形

成されます。事故時には、形成したメタル系

コリウムが、炉内構造材料(主にステンレス

鋼製)を破損させたと考えられています。  

この研究では従来事例のない、SS-B4C溶

融金属による SS 固相の共晶溶融反応を伴

う破損を体系的に調査し、その破損機構を

明らかにしました。また、破損速度の定量を

行うとともに、その破損機構であるコロー

ジョン・エロージョン(一般的に知られてい

る“エロージョン・コロージョン”とは別物)

の特性を明らかにしました。 

具体的には、溶融金属が SS 固相結晶粒

界を腐食し、粒界に浸潤(コロージョン)し、

これにより結晶粒同士の結合が弱くなり、

溶融金属の流れに起因する粘性摩擦力によ

りSS固相結晶粒の脱落(エロージョン)が促

進されることで SS 固相バルクの破損が進

展することが分かりました。このような材

料の破損は、例えば硝酸によるステンレス

鋼の腐食や、溶融銅による鉄の腐食などで

も報告されていますが、未だ体系的に理解

されておらず、未知の領域です。この研究で

は、複雑な現象であるコロージョン・エロー

ジョンを理解する上で、溶融金属の浸潤現

象(コロージョン)の把握が重要であること

を示唆することができました。 

私は現在、原子力機構の福島部門にて、燃

料デブリに関する研究に従事しています。

本分野のさらなる発展に貢献できるよう邁

進する所存ですので、皆様方には今後とも

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上

げます。 

授賞式にて（左: 受賞者、右: 若井部会長） 
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フェライト系鉄鋼材料における照射硬化•微細組織相関に関する研究 

Kyoto University  Gao Jin 

 

It’s my great honor to be granted with 

the 11th young researcher award from 

Materials Division in Atomic Energy 

Society of Japan (AESJ). I started my 

post-doctoral research in the Institute of 

Advanced Energy, Kyoto University in 

2016, which is related with the 

development and evaluation of 

accident-tolerant fuel (ATF) for nuclear 

reactors. I am really grateful to my 

supervisor Akihiko Kimura for his kind 

help and instruction and also to Yabuuchi 

sensei and all other colleagues in the lab 

for their assistance during the 

experiments. 

FeCrAl-ODS ferritic steels are 

demonstrated to have high temperature 

mechanical properties and radiation 

tolerance while maintaining good high 

temperature corrosion resistance, which 

makes them promising candidates for 

accident-tolerant fuel claddings for light 

water reactors. However, there are few 

researches focused on the formation of 

dislocation loops in ferritic FeCrAl-ODS 

steels. Meanwhile, a critical need exists 

to investigate the performance of 

weldment of ODS steels. Thus, neutron 

irradiation is performed to investigate 

the formation of dislocation loops as well 

as the comparison between electron-beam 

(EB) weld line and base ODS metal.  

Our results show that oxide particles 

are stable after 2.6 dpa at 300 °C. The 

1/2<111> and <100> type dislocation 

loops form in both base metal and EB 

weld line after neutron irradiation. The 

average size of dislocation loops is 

measured to be 7.6 ± 3.8 and 10.0 ± 3.8 

nm in base metal and EB weld line, 

respectively. While the total number 

density is estimated to be (1.6 ± 1.0) × 

1022 and (2.2 ± 0.5) × 1022 m-3 in base 

metal and EB weld line, respectively. 

Consequently, the irradiation hardening 

in EB weld line is higher than that in 

base metal. The irradiation hardening is 

mainly attributed to the formation of 

dislocation loops with two Burgers 

vectors.  

 

Ion irradiation at the same 

temperature with higher doses will be 

followed to investigate the effect of dose 

dependence. The stability of oxide 

nanoparticles at a higher dose will also be 

our concern.  



Ⅳ.  Best Figure賞 よろこびのことば 
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高密度プラズマに曝したベリリウム表面の微細構造 

宮本 光貴(島根大学)、杉本 有隆(島根大学)、西島 大輔(UCSD) 

 

 

この度は材料部会の第 2 回 Best Figure 賞を受賞させていただき、大変嬉しく思っておりま

す。お世話になりました皆さま方には、心より感謝申し上げます。 

金属試料表面をイオン照射すると、条件次第でたくさんのつららが逆向きにそそり立っている

ような不思議な構造が現れます。応募の写真は、カリフォルニア大学サンディエゴ校に設置され

た高密度プラズマ発生装置 PISCES-Bを用いて、金属ベリリウムをHeプラズマに曝露した際の、

SEMによる表面組織と、FIB薄膜化加工後の TEMによる断面組織の観察結果です。ベリリウム

は、その取り扱いに特別な配慮が必要なため、利用できる施設が限られております。本試料は、

QST 六ヶ所サイトの FIB 装置を用いて薄膜化加工させていただきました。ご協力いただきまし

た皆さま方に、この場を借りてお礼申し上げます。 

 ITER では、プラズマ対向壁面の大部分にベリリウムタイルの使用が予定されていますが、こ

うした表面組織の変化は、プラズマ対向面の表面特性を著しく変化させることが指摘されており、

現在、現象の解明に取り組んでおります。この受賞を励みにして今後とも頑張っていきますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

参考資料 

・ 宮本光貴、西島大輔等、第 12 回 核融合エネルギー連合講演会(2018.6)、29P-52 

http://www.jspf.or.jp/12rengo/index.html
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スパッタ成膜で形成されたタングステン堆積層の表面構造 

九州大学大学院総合理工学研究院 大宅 諒、片山一成 

 

 

 

この度は、Best Figure賞を受賞することができ、大変嬉しく思っております。 

写真は、プラズマ装置を使ってタングステン堆積層を作成し、表面を観察すると、脳み

その表面のような構造が現れることがあり、それを撮影したものです。 

タングステン堆積層は、九州大学の高周波プラズマ装置を用いて作成しました。プラズ

マ照射により、タングステン製のターゲットは損耗を受けます。損耗でターゲットから放

出されたタングステン原子は、装置内に設置した基板の上に降り積もるように堆積します。

堆積層は、大量の水素同位体を蓄えながら成長していくことが分かっており、その構造や

形成過程は燃料サイクルを理解するうえで非常に重要だと考えられています。 

 

参考資料 

K. Katayama et al., Fusion Eng. Des. 109–111 (2016) 1227–1231.  

DOI: 10.1016/j.fusengdes.2015.11.057 

https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2015.11.057


Ⅳ.  Best Figure賞 よろこびのことば 

20 

 

ベリリウム金属間化合物の元素・化学状態マッピング（五輪カラー） 

向井 啓祐（京都大学）、笠田 竜太（東北大学）、金宰煥（量研）、中道 勝（量研）、 

薮内 聖皓（京都大学）、小西 哲之（京都大学） 

 

軟 X 線発光分光（SXES）による Beの元素マッピング（左上）後方散乱電子による電子顕微鏡像

（中上）PC/PB化学状態分布（右上）Ｖ元素マッピング（左下）PB/PA化学状態分布（右下） 

 

このたびは第 2回 Best Figure賞にご選出いただき、誠にありがとうございます。写真は高温

水蒸気酸化したベリライド金属間化合物 Be12V の元素・化学状態マッピングです。軟 X線発光分

光により、軽元素の Beの元素分布に加え、化学シフトを利用した酸化ベリリウム分布（PB/PA）

と Be-V金属間化合物分布（Pc/PA）を可視化しました。目前に迫った 2020年の東京オリンピック

開催にあわせて、五輪カラーの青、黒、赤、黄、緑色で図示しました。試料内部に偶然出来た V

リッチな金属間化合物相が「Nippon」の N に見えることから、この図の着想に至りました。 

軽元素であるベリリウムは顕微鏡での元素分析が困難であることが知られていますが、本手法

によって化学状態分布の可視化や相の同定が可能となるため、核融合先進中性子増倍材として利

用されるベリリウム化合物やその酸化皮膜の分析、より化学的に安定な中性子増倍材の開発に役

立つと期待しています。 

最後に、本研究に関して議論やご助言くださった東北大学・笠田竜太先生、量子科学技術研究

開発機構の中道勝様と金宰煥様、京都大学・薮内聖皓先生、小西哲之先生に心より感謝申し上げ

ます。 

 

参考資料 

K. Mukai, R. Kasada, K. Yabuuchi, S. Konishi, J.H. Kim, M. Nakamichi, ACS Appl. Energy Mater. 2 

(2019) 2889–2895. DOI: 10.1021/acsaem.9b00223 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsaem.9b00223
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アイダホ国立研究所滞在記 

 

九州大学大学院総合理工学研究院  大宅諒 

 

1. はじめに 

日米科学技術協力事業核融合分野の

PHENIX計画（2013年度～2018年度）と

FRONTIER 計画（2019年度～2024 年度）

のもと、2019年 1月～2月と 8月～9月の

合計 3 ヶ月間、アメリカ合衆国のアイダホ

国立研究所に滞在しました。本寄稿では、

研究所の紹介、滞在の経緯、研究の概要、

研究文化の特色、普段の生活について、述

べさせていただきます。 

 

2. アイダホ国立研究所の紹介と滞在経緯 

アイダホ国立研究所は、アメリカ合衆国

アイダホ州アイダホフォールズ近郊にあり

ます。アイダホフォールズは原子力発電発

祥の地です。世界で初めて原子力発電を行

った EBR-Iが近くにあり、現在では茨城県

東海村と姉妹都市提携を結んでいます。ア

イダホ国立研究所は 1949年の創設以来、長

らく原子力開発を行ってきた歴史があり、

主に新型試験炉や燃料サイクルの研究開発

を推進してきました。 

私が訪問したのは、アイダホ国立研究所

内の STAR（ the Safety and Tritium 

Applied Research）という研究施設です。

そこではトリチウムや中性子照射材を使っ

た研究が行われています。先に述べた日米

科学技術協力事業のもと、20年以上も共同

研究が継続されており、毎年日本の研究者

が派遣されています。私もこの共同研究に

貢献したいと思い、派遣希望を出したとこ

ろ、採択されて今回の滞在に至りました。 

3. 研究の概要 

私はアイダホ国立研究所で、タングステ

ンの中性子照射影響に関する研究を行いま

した。核融合炉の壁材料として使用される

タングステンは、核融合反応で生成した中

性子の照射を受けます。その結果、タング

ステンの材料特性が変化し、炉の運転にと

って好ましくない現象が起こることが懸念

されています（脆化やトリチウム滞留など）。 

日米科学技術協力事業では、オークリッ

ジ国立研究所の高中性子束同位体生産炉

（HFIR）で中性子照射を実施し、タングス

テン試料の材料特性を調べる研究を行って

います。そこで私は、アイダホ国立研究所

で、中性子照射後タングステンの水素同位

体滞留挙動を調べる研究を行いました。滞

在中、トリチウムプラズマ実験装置や表面

分析装置などの充実した研究設備を活用し

ながら、現地の研究者の方々から多大な協

力を得て、世界初の貴重なデータを数多く

取得することができました。 

 

4. 研究文化の特色 

 海外に滞在したご経験のある先生方や研

究者の方々がよく仰る通り、自分の意見を

積極的に発信することが大事であり、そう

することで先方の研究者やテクニシャンの

好意的な協力をもらうことができました。

また、日米科学技術協力事業は大きなプロ

ジェクトですが、実際に実験を行う当事者

の希望を優先してもらえる体制になってい

るので、不自由なく研究に邁進できました。 
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研究所に滞在している間、驚いたのは、

安全管理にとても厳しく、事故が起きない

ように徹底的に管理されていることです。

放射性物質（RI）に関しては特に厳しいで

すが、教育訓練の内容や管理システムは非

常に明確かつ合理的であるという印象を強

く持ちました。また、RI以外にも、安全に

関する教育訓練を受講する必要があります。

その内容は、化学物質の安全な取扱い方法

もあれば、腰を痛めないように床に落ちた

物を拾う方法など多岐にわたります。数が

多いので大変ですが、安全管理についてと

ても勉強になりますし、帰国後に自分の研

究室に取り入れたことはたくさんありまし

た。 

 

5. 普段の生活 

 研究所はアイダホフォールズから 80km

も離れた砂漠地帯にあるため、車かバスで

通うことになります。朝 7 時始業なので早

起きは大変ですが、通勤途中に地平線から

太陽が昇る光景を眺めると、心が洗われる

ようで、毎日気持ち良く研究を始められま

した。 

 研究以外では、現地の文化を学び、そこ

での暮らしに身も心も馴染めるように過ご

しました。スーパーマーケットに食料品を

買いに行ったり、料理をしたり、洗濯をし

たりと、何気ない家事も、日本との違いを

感じられ、楽しむことができました。 

 日本とは全く異なる生活環境なので、習

慣や体調管理で難しさを感じる局面は少な

からずありました。しかし、トラブルをも

楽しむ気持ちでいることで、ときめきを感

じながら毎日を過ごしていました。 

 

6. 最後に 

 私のような若手研究者にとっては、海外

の研究機関に滞在できるチャンスは非常に

大事だということを実感しました。それは、

研究成果を挙げてプロジェクトに貢献する

だけでなく、自分のコミュニティを広げた

り、研究姿勢や環境を省みる絶好の機会で

あったと認識しているからです。 

 今回の滞在に当たり、ご支援くださった

方々に深く感謝申し上げます。 

 

 

トリチウムプラズマ実験装置での作業 

（写真は 4年前に滞在した時のものです） 



Ⅵ. 関連する国際会議のリスト 
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Ⅵ. 関連する国際会議のリスト 

 

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。 

 

 

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。 

 

 

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。 

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 

 

 

ICONE28: 28th International Conference on Nuclear Engineering 

会期：2020/8/2-6 

場所：The Disneyland Hotel, Anaheim, California, USA 

ホームページ：https://event.asme.org/ICONE  

申込締切：2019/11/25 

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。 

 

 

https://www.icapp2020.org/
https://www.mrs.org/spring2020/
https://www.helsinki.fi/en/conferences/icacs-shim-2020/about
https://event.asme.org/ICONE
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NuMat 2020 

会期：2020/10/26-30 

場所：Ghent, Belgium 

ホームページ：https://www.elsevier.com/events/conferences/the-nuclear-materials-conference  

申込締切：2020/5/1 

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、のトピックがあります。 

 

 

2020 MRS Fall Meeting & Exhibit 

会期：2020/11/29-12/4 

場所：Boston, Massachusetts 

ホームページ：https://www.mrs.org/fall2020/  

申込締切：2019/5/15 

毎年 6,000人以上が参加する最大規模の国際会議です。 

 

 

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。 

 

 

https://www.elsevier.com/events/conferences/the-nuclear-materials-conference
https://www.mrs.org/fall2020/
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Ⅶ. 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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Ⅷ. 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 

 

 

 

 

編集後記 

今年度二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、今年度より発刊時期を変更し、7月と12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。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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