
創立 40 周年記念大会 
第 38 回日本核物質管理学会年次大会プログラム 

（プログラムは予告なく変更されることがありますが予めご了承願います） 
 

全体会合司会 日本原燃(株) 岩本 友則 

 

第１日目（11 月 21 日） 
 

ディジタル多目的ホール 
 
09:30～ 登録受付開始 
 
10:00-10:25 開会セッション 

10: 00 - 10:05 開会の辞 プログラム委員長 岩本 友則 
10: 05 - 10:15 開会挨拶 日本核物資管理学会会長 千崎 雅生 
10: 15 - 10:25 開会挨拶 東京工業大学 科学技術創成研究院 
 先導原子力研究所 所長 

教授  矢野 豊彦 

10:25 – 10:40  ビデオメッセージ「INMM 会長 Hinderstein、元 IAEA-DDGSG、Heinonen 他」  

 
10:45‐11:30 招待講演 座長：日本核物質管理学会会長 千崎 雅生 
 

招待講演 Ⅰ： 核物質管理と科学技術 

講師：日本原子力学会会長、東京大学大学院工学系研究科原子力専攻 

教授 上坂 充           
 
11:35‐12:00 日本核物質管理学会年次総会 

 
12:00‐13:00 休  憩 
 
13:00‐13:30  ポスターショートプレゼンテーション   

座長： 東京工業大学 相楽 洋 
 P3801  User Interface Development of Atmospheric Dispersion Simulations for Nuclear 

P3801Emergency Countermeasures (II). Evaluation of Interface Application for 
Fukushima Daiichi Disaster Case Scenario.   

発表者：東京工業大学 Hamza El-Asaad 

P3802  Evaluation of the minimum detectable activity of 154Eu in fuel debris by using 
LaBr3 (Ce) detector 

発表者：東京工業大学 Nur Husna Md Hanipah 
P3803  超高速衝突に対する構造物の損傷機構の研究（２） 

‐鉄筋コンクリート構造物の堅牢性と遅延時間推定‐ 
発表者：東京工業大学 菊原 哲 

P3804  多重被覆粒子燃料を用いた Pu の効率的燃焼方法と 3S 特性の研究（3）Pu 量

検認技術への要求測定精度 

発表者：東京工業大学 青木 健 
P3805  事故耐性燃料を用いた高安全性・高核拡散抵抗性を有する軽水炉の研究(3) 

U3Si2 燃料の燃焼特性 
発表者：東京工業大学  藤縄 主税 

P3806  光核分裂反応に基づく核燃料物質同位体組成測定手法の光子吸収量補正 
                発表者：東京工業大学  木村 礼 

P3807  JNFL—２サイトにおける統合保障措置の実施状況について 
発表者：日本原燃 中村 慎宮 



P3808  使用済核燃料物質輸送容器に対する妨害破壊行為の被害計算に関する包括

的な研究                
発表者：東京工業大学  小山 幹一 

 
 

メディアホール 

12:00 – 17:30 企業展示 

 
13:00 – 14:30 ポスターセッション    

セッションコーディネーター：東京工業大学 相楽 洋 

 
 

ディジタル多目的ホール 
14:35 –15:35 セッション A：人材育成・核不拡散 

座長：日本原子力研究開発機構 須田 一則  
14:35-14:55 
#3810 

 東京都市大学における核セキュリティ・保障措置教育の構築 

発表者：東京都市大学 河原林 順 
1455 – 15:15 
#3811 

 「原子力安全・核セキュリティ・保障措置教育の体系化と実践」全体計画 

発表者：東京工業大学 千葉 敏 
15:15-15:35 
#3812 

 軽水炉における過酷事故に対する数値解析法とその事例 
発表者：東京工業大学 片山 雅英 

 
コラボレーションルーム 
 
14:35 –15:35 セッション B： 核セキュリティ 

座長：日本原子力防護システム 金子 英明 
14:35-14:55 
#3813 

 原子力施設等のセキュリティ確保に取り組んだ 40 年の歩みと出入り管理ゲ

ート(セキュリティロボゲート)の紹介 
発表者：日本原子力防護システム 川端 雅弘 

1455 – 15:15 
#3814 

 東海再処理施設における核セキュリティ文化醸成活動について 
発表者：日本原子力研究開発機構 北尾 貴彦 

15:15-15:35 
#3815 

 動画像の時系列解析による原子力施設における妨害破壊行為動作の検知 
発表者：東京大学 出町 和之 

 
 
ディジタル多目的ホール 
15:40 – 16:10   40 周年記念企画セッション   座長：日本核物質管理学会理事 礒 章子 
        特別講演Ⅰ： 核物質管理学会 60 年の歩み－目指すビジョン   
               講演者： INMM 本部理事  Kerry  Dunn 
 
16:10– 17:40   特別講演Ⅱ- Ⅳ：日本における保障措置及び核物質防護技術の発展 
  効果的・効率的保障措置実施に係る日本と IAEA の協力及び取組 

講演者：日本原燃  岩本 友則 
 

プルトニウム取扱施設非立会検認技術開発と SBD（Safeguards by Design) 
講演者：日本原子力研究開発機構 瀬谷 道夫 
 

核セキュリティ勧告（INFCIRC/225）の変遷と我が国における取組 
講演者：日本原燃 小谷 美樹 

 
17:50 - 19:50 懇親会／表彰（於：東京工業大学  第 1 食堂） 



 

2 日目（11 月 22 日） 
 

ディジタル多目的ホール 
09:30 – 10:30  招待講演    座長 ： 日本核物質管理学会理事 堀 雅人 
 

招待講演Ⅱ：核拡散の現場から：北朝鮮による核関連物資・技術取得と政策的教訓 
講師： 元国連安保理・北朝鮮制裁委員会・専門家パネル委員 

  古川 勝久 
 
10:30 – 11:30 セッション C : 計量管理・非破壊測定技術 

座長： 日本原燃 三瓶 剛 
10:30-10:50 
#3816 

 遠心分離機カスケード内ホールドアップウラン量測定の改善検討 
発表者：日本原燃  河合 昭雄 

10:50-11:10 
#3817 

 Modified infinite thickness method for uranium enrichment measurement 
発表者：東京工業大学 Yoga Peryoga 

11:10-11:30 
#3818 

 不確かさと近実時間計量管理 
発表者：日本原子力研究開発機構 鈴木 美寿 

 
 
コラボレーションルーム 
10:30 – 11:50 セッション D : 査察・計量管理 

座長：日本原子力研究開発機構  中村 仁宣 
10:30-10:50 
#3819 

 福島第一原子力発電所における保障措置の現状 
発表者：東京電力  木村 小督 

10:50-11:10 
#3820 

 溶融燃料中の核物質管理方策の検討 

発表者：日本原子力研究開発機構 宮地 紀子 
11:10-11:30 
#3821 

 日本原燃 MOX 燃料工場(J-MOX)の現状 

発表者：日本原燃 野村 隆一  
11:30-11:50 
#3822 

 六ヶ所再処理工場における計量管理用非破壊測定装置保守性に関する改善 
発表者：日本原燃 田村 崇之 

 
 

11：50 - 13:00 休   憩  
 
ディジタル多目的ホール 
13:00– 14:40 セッション E：核不拡散(政策) 

座長：電力中央研究所 稲村 智昌 
13:00 - 13:20 
#3823 

 核拡散リスクの最小化に関する動向の分析 

        発表者：日本原子力研究開発機構 須田 一則 
13:20 - 13:40 
#3824 

 米国が民生用原子力協力協定に求める核不拡散要件等の変遷について 
発表者：日本原子力研究開発機構 田崎 真樹子 

13:40 - 14:00 
#3825 

 北朝鮮の核開発問題と制裁（イランとの対比） 
発表者：日本原子力研究開発機構 清水 亮 

14:00 -14:20 
#3826 

 英国の EURATOM 離脱に関する論考 
発表者：日本原子力研究開発機構 玉井 広史 

14:20 -14:40 
#3827 

 FMCT における非差別性と検証制度の関係に関する考察 

発表者：日本原子力研究開発機構 北出 雄大 
 
 
 
 
 



コラボレーションルーム 
13:00– 14:40 セッション F：非破壊測定技術開発 

座長： 東京都市大学  河原林 順（確認中） 
13:00 - 1320 
#3828  

 原子力機構における核不拡散・核セキュリティ技術開発 
発表者：日本原子力研究開発機構 小泉 光生 

13:20 - 13:40 
#3829 

 核不拡散・核セキュリティ用アクティブ中性子 NDA 技術の開発(1)次世代型

DDA 装置の性能評価 
発表者：日本原子力研究開発機構 大図 章 

13:40 - 14:00 
#3830 

 核不拡散・核セキュリティ用アクティブ中性子 NDA 技術の開発(2)PGA 測定

発表者：日本原子力研究開発機構 古高 和禎 
14:00 -14:20 
#3831 

 核不拡散・核セキュリティ用アクティブ中性子 NDA 技術の開発（3）DGS
測定 

発表者：日本原子力研究開発機構 高橋 時音 
14:20 -14:40 
#3832 

 FPを含む Pu溶液のモニタリング技術に係る適用性調査研究 - GAGG検出器

の設計及びガンマスペクトル測定 - 
発表者：日本原子力研究開発機構 関根 恵 

 
 
ディジタル多目的ホール 
 

14:45– 16:15  40 周年記念；次世代を担う若手によるパネルセッション 
（核不拡散に携わる魅力と今後の期待） 

 モデレーター：東京工業大学 相楽 洋  
パネリスト：青木健(東工大)、芝知宙（JAEA）,中村慎宮（JNFL）、 

堀尾健太（東大）、木村小督(東電) 
 

 
 
16:15– 16 :20 閉会の辞   プログラム副委員長 相楽 洋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


