平成２７年度安全性向上原子力人材育成委託事業報告書
国立大学法人東北大学
金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター；永井康介
<提案事業概要>
茨城県内の原子力関連４機関（東北大学、JAEA、NFD,日本原電）が協力し、それぞれ
が持つ研究資源および教育資源を有効活用し東京電力福島第一原子力発電所（１F）の廃
止措置及び安全性向上に必要な人材を育成する。本事業では、ホットラボを用いた実習
を通して放射線管理区域内作業を体験出来る。
１．目的・背景
・東京電力福島第一原子力発電所（１F）事故の廃止措置は今後 30-40 年続くと予想されており、継
続的な対応には人材育成が欠かせない。また、軽水炉の安全性向上のための技術開発やリスク評価に
必要な人材育成が重要である。
・特に、原子力分野の人材育成においては放射線管理技術に支えられた環境での作業が不可欠である。
これは、原子力を志す学生や若手研究者等の職員が最初に習得しなければならない技術であるにも関
わらず、一般的には放射線作業は体験する機会がほとんど無く実務の具体的なイメージを持つことが
難しい。
・これらを踏まえ、本格的な放射線作業環境で実際に作業を体験させることにより、実務の正確なイ
メージを持つことが出来るように指導する。
・これによって、廃止措置技術開発、安全性技術開発やリスク評価の技術を効率的に習得することが
出来る。
・本事業では、茨城県にある４つの機関、東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際
研究センター（以下東北大学と略す）
、日本原子力研究開発機構（以下 JAEA と略す）、日本核燃料開
発株式（以下 NFD と略す）
、日本原子力発電株式会社の東海総合研修センター（以下日本原電と略す）
が協力して事業を実施する。
２．実施概要
・東北大学、JAEA 及び NFD の３機関の大型ホットラボ施設を用いて放射線管理区域内作業の実習等を
行った。
・日本原電では、東海総合研修センターを用いてポンプ、弁など訓練用冷却水系統の実設備運転体験
など、より原子力発電事業に密接した実習等を行った。
・本事業では、
「大洗原子力夏の学校」
、
「高等専門学校学生原子力インターンシップ」
、
「個別指導型
教育」
、
「教材作成」の４項目について実施した。
２－１．大洗原子力夏の学校
・全国の大学生、大学院生、初級技術者を対象とした「大洗原子力夏の学校」を平成 27 年 8 月 3 日
－8 月 7 日に開催した。
（図１）
（添付資料１）
・教育内容は「共通基礎講習」
、
「テーマ別実務教育」、
「発電炉設備基礎実習」
、
「施設見学」に分かれ
る。
・
「共通基礎講習」では、実施機関の講師の他に外部講師（東京電力株式会社、日揮株式会社等を予
定）を加えて、現在原子力が置かれている状況を解説するとともに福島第一事故と廃止措置について
広く理解できるように考慮した。
・
「テーマ別実務教育」は、本事業の中心的役割を担っている。大洗地区のホットラボを活用して実
施した実務教育を下記に示す。受講生はこの内の一つのテーマを予め選択する。
①燃料物質を用いた模擬炉内損傷燃料試料作製実験（図２）
NFD の燃料取り扱い施設において、模擬デブリの光学顕微鏡観察、走査型電子顕微鏡/エネルギー分
散型 X 線分析（SEM/EDX 分析）
、および硬さ測定を行う。実際にウラン試料を用いた実験を経験し、核
燃料物質や放射線に対する安全取扱・管理能力を養う。
②原子力施設の廃止措置実習
JAEA において実際に廃止措置段階にある重水臨界装置（DCA）を利用し、装置の解体等を体験する
ことにより、廃炉技術及びその際の被ばく低減技術についての基礎知識を身につける。また、放射性

廃棄物に関する基礎知識を身につける。
③金属材料の照射試験技術および照射脆化の評価（図３）
東北大学のホットラボにおいて材料の原子炉での健全性を評価するための照射試験技術を学ぶと
共に、照射後試験として透過電子顕微鏡（TEM）、陽電子消滅法、３次元アトムプローブ等の最先端機
器を用いた材料解析手法を学ぶ。
④核燃料・アクチノイド関連物質の合成と精密評価
東北大学の燃料取り扱い施設においてアーク溶解炉を利用したアクチノイド化合物試料の合成手
法を学ぶ、また合成された試料の性状を調べる手法として組成分析、X 線回折法、電気抵抗測定、磁
化測定手法を学ぶ。
⑤原子炉施設の安全に関するオンサイトトレーニング
原子炉運転シミュレータの運転操作等の実習や実機を見学するオンサイト講義等により、原子炉の
仕組みや状態監視に関する基礎知識、また、原子炉固有の安全性や深層防護についての基礎知識を身
につける。
・「発電炉設備基礎実習」では、日本原電の訓練設備を用いて教育シミュレータ使った原子炉運転体
験やポンプ、弁など訓練用系統の実設備運転を体験した（図４）
。これにより、原子力発電プラント
システムの全体概要と基礎技術を体感した。
・
「施設見学」では、JAEA の高速実験炉「常陽」
、高温工学試験研究炉（HTTR）他の大型施設を見学し
理解を深めた。

図１大洗原子力夏の学校集合写真
共通基礎講習 JAEA 大洗研究開発センター
交流棟の前

図３テーマ別実務教育風景（テーマ③）
東北大学ホットラボでの原子力材料の透
過電子顕微鏡観察

図２テーマ別実務教育風景（テーマ①）
NFD 燃料取り扱い施設での模擬デブリの
走査電子顕微鏡（SEM）観察

図４発電炉設備基礎実習風景
日本原電の訓練設備を用いてポンプ、弁な
ど訓練用系統の実設備運転体験

２－２．高等専門学校学生原子力インターンシップ
・全国の高等専門学校の学生を対象として夏休み期間中に開催した。
（図５）（添付資料２）
・実習内容は、
「基礎講習」と「見学実習」、「施設見学」、
「成果発表」の４つに分がれる。
・
「基礎講習」では、燃料、材料を中心とした原子力の基礎的な内容を分かりやすく解説した。
・
「見学実習」では、高専生は放射線作業従事者の指定が出来ないため、RI に直接触れることは出来
ないが、実施機関の職員が行う下記の６項目の操作を間近で見る事により疑似的に体験した。
１）材料の計装化シャルピー衝撃試験、SEM による破面観察等（東北大学）
２）材料の陽電子消滅測定・3 次元アトムプローブ測定（東北大学）
３）材料の透過電子顕微鏡（東北大学）
４）アーク炉での燃料合金作成のデモンストレーションと物性機器紹介（東北大学）
５）核燃料取り扱い施設での作業の紹介（NFD）
６）模擬燃料デブリ試料作成及び物性評価について（NFD）
・
「施設見学」では大洗地区にある 3 つの特徴ある原子炉施設（JMTR、HTTR、常陽）を見学し、原子
炉の仕組み等について理解を深める。
（図６）
・「成果発表」では、学生をグループに分けて学習した内容をまとめてグループごとに発表する。指
導員の質疑応答により理解を深めた。尚、発表には次のいずれか（または両方）の項目を議論に含め
て発表するように指示した。
項目１：将来のエネルギーについて
項目２：東京電力福島第一原子力発電所事故からの復興について
・実習終了後、各個人の実施内容を評価し実施証明書を作成し各高専に送付した。これにより学生の
単位が認定された。

図５高等専門学校学生原子力インターン
シップ集合写真
東北大学ホットラボ玄関前

図６施設見学
JAEA 高速実験炉「常陽」炉心上部

２－３．個別指導型教育
・国内の多くの大学では、放射性物質が取り扱える本格的な研究環境が整備されていない。
・そこで、東北大学及び協力機関の職員を指導教官として、大洗地区の管理区域内にある最先端の装
置を用いて、学生の個別の研究テーマに応じて装置の取り扱いや研究手法を指導した。
・これによって、学生の放射性物質取り扱いの技能を向上させ、将来原子力関連機関の研究者となる
ための障壁の一つを取り除くことを目的とした。
・個別指導型教育は年間を通して受け入れた。
２－４．教材作成
・上記の２－１、２－２、２－３の実施をより効率的にするための教材作成を実施した。
・透過電子顕微鏡や３次元アトムプローブなどの分析機器およびシャルピー試験機器などの実習に使
用する試料を準備した。
・U-Zr－O 系の模擬燃料デブリ試料に加えて U-Zr-Fe-O 系の模擬燃料デブリ試料を準備し実習に使用
した。
・原子力を専門としていない受講生および燃料・材料研究を専門としていない受講生を対象として、

予め学習が出来るように専用ホームページを制作した。
・実習後もこのホームページをレポート提出等に利用した。
３．成果
３－１．大洗原子力夏の学校
・平成 27 年度は「大洗原子力夏の学校」には、全国の 11 大学 2 企業から 37 名が参加した。添付資
料３には所属別参加者一覧を示す。本年度は、社会人の受講生が 4 名（昨年度は 2 名）に増加した。
・
「大洗原子力夏の学校」
、
「高等専門学校学生原子力インターンシップ」とも締め切りを待たずして
定員を越えたため募集を打ち切っている。これまで実施した内容が評価され応募者が増加したと考え
られる。
・これまで受講生からの希望が多かった２つの新しい講義「エネルギー事情と原子力」
（日本原電 東
海総合研修センター 大森 茂美）
、
「福島第一原子力発電所事故に関する放射線防護上の課題と提
言」
（電力中央研究所 服部 隆利）を追加した。
３－２．高等専門学校学生原子力インターンシップ
・「高等専門学校学生原子力インターンシップ」には、
全国の 11 高専から学生 22 名の参加があった。
・平成 27 年度は国立高等専門学校機構を通じて募集し
たところ全国の大学から予想を上回る応募が有った。
・図７に高等専門学校が参加したと都道府県を示す。
・添付資料４はそれぞれの所属別参加者一覧である。
・昨年度までは関東、東北エリアに限られていたが、平
成２７年度は参加校が全国に広がった。
図７参加高等専門学校所在地分布

３－３．個別指導型教育
・
「個別指導型教育」では、原子力夏の学校を受講し基礎的な知識を身につけた学生等に対して、よ
り研究の理解をさらに深めるとともにより高度な技術を習得させるように指導した。
・下記の３テーマに関して学生を受け入れ東北大学の教官が研究指導を行った。
原子炉用材料の中性子照射損傷に関する研究（九州大学）
地層処分におけるアクチニド元素の移動に関する研究（九州大学）
ウラン化合物の電子状態に関する基礎研究（新潟大学、琉球大学）
・それぞれの学生は研究成果を修士または博士の学位論文に反映する。
３－４．教材作成
・模擬デブリ試料はこれまでUO 2 粉末とZrO 2 粉末を混合して焼結するいわゆる粉末冶金法によって作
製していたが、U-Zr-Fe-O系の試料についてはFeの融点が他の粉末より低いため作製出来なかった。
・今回新たに硝酸塩混合溶液から作製する共沈法によって作製することに成功した。
（図８）
・図９の人材育成専用ホームページを活用し専門外の受講生の理解度の向上を図った。

図８Fe-Zr-U-O 系の模擬デブリ試料断面
の光学顕微鏡写真（白い析出物が Fe）

図９人材育成専用ホームページ

４．取組の評価と今後の展開
・本人材育成教育は、茨城県内の原子力関連施設を利用した実務教育が特徴である。
・受講した学生の多くから放射線管理区域内での作業体験は貴重であり、今後の進路決定に大いに役
立つとの評価を受けた。
・アンケートを実施し、受講生の理解度と内容に興味が持てたかを調べた。
（添付資料５，６，７，
８）
・原子力分野以外の受講生も多い中でほぼ期待通りの理解度と興味を得られた。
・管理区域内での実習や原子炉の炉心見学などが学生の興味が強く評価が高い。
・コメントの抜粋を添付しているが、これらは次年度実施内容を考える際のヒントとする。
・今後も原子力研究機関が集中している茨城地域の特性を生かすとともに、地域産業界のニーズの把
握に努め現場に密着した人材育成教育に取り組む計画である。
・この一環として、新たに東海村が原子力関連企業と設立した「原子力人材育成・確保協議会」に東
北大学が参加しており、今後この活動とリンクすることにより現場のニーズを反映出来る体制となっ
た。
５．添付資料
1) 大洗原子力夏の学校プログラム
2) 高等専門学校学生原子力インターンシッププログラム
3) 大洗原子力夏の学校 参加者所属
4) 高等専門学校学生原子力インターンシップ参加者所属
5) 大洗原子力夏の学校アンケート結果
6) 大洗原子力夏の学校アンケートのコメント抜粋
7) 高等専門学校学生原子力インターンシップアンケート結果
8) 高等専門学校学生原子力インターンシップアンケート受講生コメント抜粋
9) 茨城新聞掲載記事（2015 年 8 月 27 日付）
「元素観察や機器実習」
10) 原子力産業新聞 Web 版掲載記事（2015 年 9 月 2 日付）
「大洗原子力夏の学校」、大型ホットラボ施
設が集結する利点活かし多彩な実習体験」
６．文献
「大洗原子力夏の学校」
、
「高等専門学校学生原子力インターンシップ」実施期間中に取材を受けそれ
ぞれ下記新聞に掲載された。
1) 茨城新聞（2015 年 8 月 27 日付） 添付資料 9
2) 原子力産業新聞（2015 年 9 月 2 日付） 添付資料 10
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資料１

大洗原子力夏の学校プログラム
8 月 3 日（月）
9:00- 9:10 受付
9:10- 9:20 事務連絡
[共通基礎講習] 場所：原子力機構 交流棟
9:20- 9:40

開校挨拶

永井 康介（東北大学 金属材料研究所 大洗センター長）
武田 誠一郎（日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター長）
成瀬 克彦（日本核燃料開発株式会社（NFD）取締役社長）
大森 茂美（日本原子力発電株式会社 東海総合研修センター 所長）
）
9:40- 10:40 講義１
エネルギー事情と原子力
（日本原電 東海総合研修センター 大森 茂美）
10:40-11:00 休憩、集合写真撮影 （写真１）
11:00-12:00 講義２
福島第一原子力発電所の現状と廃炉に向けた研究開発
（国際廃炉研究開発機構 桑原 浩久）
12:00-13:00 昼食 場所：
（原子力機構 交流棟）
[原子力関連施設見学]
13:00-17:00 高速実験炉「常陽」
、高温工学試験研究炉（HTTR）他
8 月 4 日（火）
[共通基礎講習] 場所：原子力機構 交流棟
9:00- 10:10 講義３
放射性廃棄物処理・処分の現状と計画
（日揮株式会社 鈴木 泰博）
10:10-10:30 休憩
10:30- 11:30 講義４
日本保健物理学会提言「福島第一原子力発電所事故に関する放射線防護上
の課題と提言」
（電力中央研究所 服部 隆利）
11:30-11:40 事務連絡、移動
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12:00-13:00 昼食 場所は各機関
[テーマ別実務教育 1 日目]
13:00-17:00 テーマ別実務教育 （写真２－４）
A 班：核燃料物質を用いた模擬炉内損傷燃料試料作製実験（担当とりまとめ：NFD 水迫）
B 班：原子力施設の廃止措置実習（担当：原子力機構）
C 班：金属材料の照射試験技術および照射脆化の評価（担当とりまとめ：東北大 外山）
D 班：核燃料・アクチノイド関連物質の合成と精密評価（担当とりまとめ：東北大 本間）
E 班：原子炉施設の安全に関するオンサイトトレーニング（担当：原子力機構）
8 月 5 日（水）
、6 日（木）[テーマ別実務教育 2 日目、3 日目]
場所：東北大学、原子力機構、NFD
9:00-17:00 テーマ別実務教育
8 月 7 日（金）
[日本原電見学と実習]
9:45-15:00
日本原子力発電東海発電所概要説明・見学
日本原電東海総合研修センターシミュレータ実習
日本原電東海総合研修センター保守関係実習（写真５）
15:00 閉校式
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資料２

高等専門学校学生原子力インターンシッププログラム
8 月 24 日（月） 場所 東北大学 セミナー室 （写真１）
13:20-13:30 受付
13:30-13:40 開校挨拶
13:40-14:00 概要説明・事務連絡
14:00-14:15 学生自己紹介
14:15-14:20 休憩
[共通基礎講習]
14:20-14:40 講義１「放射線の基礎」
（東北大 永井）
14:40-15:20 講義２「原子スケールの材料の乱れを直接見る」
（東北大 永井、井上）
15:20-15:30 休憩
15:30-16:30 講義３「世界最高の結晶育成技術による奇妙な超伝導体、磁性体の探索」
（東北大 本多）
16:30-16:40 休憩
16:40-17:00 管理区域立入に関する教育（東北大 山崎・渡部）
8 月 25 日（火）
[見学実習]
9:00-12:00 見学実習 1 場所 東北大学 ホットラボ棟、研究棟、アクチノイド棟
①ホットラボ棟見学実習
【計装化シャルピー衝撃試験、SEM による破面観察、硬さ試験】
②研究棟見学実習
【陽電子消滅、3 次元アトムプローブ、透過電子顕微鏡】
（写真２）
③アクチノイド棟見学実習
【アーク炉での合金作成のデモンストレーションと物性機器紹介】
12:00-13:00

昼食

13:00-13:30

移動 東北大学→NFD

13:30-17:00 見学実習２ 場所 日本核燃料開発株式会社（NFD ）ウラン燃料研究棟、
ホットラボ棟
①NFD の研究紹介および核燃料取り扱い施設での作業の紹介
②「大洗原子力夏の学校」で作成した模擬デブリ試料を用いて「試料作成」「物性評
価」について見学実習を実施する。また、ホットラボ棟を見学する。
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8 月 26 日（水）
[見学実習] 場所 東北大学 ホットラボ棟、研究棟、アクチノイド棟
9:00-12:00 見学実習 1 続き
12:00-13:00 昼食
[講義]
13:00-13:40 講義４「原子力エネルギーと放射性物質」
（東北大 小無）
13:40-14:00 講義５「原子炉を用いた材料照射研究」（東北大 外山）
[見学実習] 場所 東北大学 ホットラボ棟、研究棟、アクチノイド棟
14:00-17:00 見学実習 1 続き
8 月 27 日（木）
[原子力関連施設見学]

場所 日本原子力発電株式会社 東海第二発電所

8:30～ 9:30 バス移動（大洗→東海）
9:30～ 11:00 施設見学 1
(発電所の概要説明、発電所外周、安全対策設備、ドライキャスク保管庫
の見学)
11:00～ 12:00 バス移動（東海→大洗）
12:00-13:00 昼食
[原子力関連施設見学] 場所 原子力機構 大洗研究開発センター
13:00～17:00 施設見学 2 原子力機構 引率（原子力機構 内藤、東北大 南雲）
高速実験炉「常陽」
、高温工学試験研究炉（HTTR）
、重水臨界実験装置（DCA）
（写真３）
8 月 28 日（金）
場所 東北大学 セミナー室
9:00-12:00 成果まとめ
12:00-13:30 昼食、成果まとめの続き
13:30-15:30 成果発表 （写真４）
15:30-16:00 閉会
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資料３

大洗原子力夏の学校参加者所属
1.

岩手大学大学院工学研究科フロンティア材料機能工学専攻

1人

2.

東北大学大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻 １０人

3.

新潟大学大学院自然科学研究科数理物質科学専攻 ２人

4.

東京都市大学工学部原子力安全工学科

5.

東京理科大学理学部第一部応用物理学科

6.

信州大学大学院理工学系研究科物質基礎科学専攻

7.

信州大学理学部物理科学科

8.

福井大学大学院工学研究科原子力・エネルギー安全工学専攻 ６人

9.

神戸大学大学院理学研究科物理学専攻

２人
１人
２人

１人
１人

10. 九州大学大学院総合理工学府先端エネルギー理工学専攻 ２人
11. 琉球大学大学院生産エネルギー工学専攻

５人

12. 公益財団法人原子力安全技術センター ２人
13. 東京パワーテクノロジー（株） 1 人
14. （株）日立パワーソリューションズ

1人

合計３７人（大学生 ４人、大学院生 ３０人、社会人４人）
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資料４

高等専門学校学生原子力インターンシップ参加者所属
1.

秋田工業高等専門学校 電気情報工学科

４年

４人

2.

仙台高等専門学校 マテリアル環境工学科

４年

４人

3.

福島高等専門学校産業技術システム工学専攻 専科１年

4.

茨城高等専門学校 機械システム工学科

４年

1人

5.

茨城高等専門学校 電気電子システム工学科 ４年

１人

6.

沼津工業高等専門学校 機械工学科

１人

7.

豊田工業高等専門学校 電気・電子システム工学科 ４年 １人

8.

岐阜工業高等専門学校 電子制御工学科

４年

２人

9.

舞鶴工業高等専門学校 機械工学科

４年

１人

10. 高知工業高等専門学校 電気情報工学科

４年

１人

11. 呉工業高等専門学校 機械工学科

４年

２人

12. 佐世保工業高等専門学校

４年

３人

合計２２人（本科 ２１人、専攻科 １人）
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４年

１人

資料５

大洗原子力夏の学校アンケート結果
理解度：①良く理解できた②まあ理解できた③どちらとも言えない
④あまり理解できなかった⑤まったく理解できなかった
興味： ①大変興味を持てた②まあ興味を持てた③どちらとも言えない
④あまり興味を持てなかった⑤まったく興味を持てなかった

④
10%

⑤
2%

④
6%

①
28%

③
12%

①
25%

③
18%

②
48%

②
49%

(a) 講義（理解度）

③ ④⑤
8% 0%3%

⑤
2%

(b) 講義（興味）

③ ④⑤
3% 1%2%

①
29%
②
39%

②
60%

(c) 見学（理解度）

③
7%

④
2%

(d) 見学（興味）

③
11%

⑤
0%

②
36%

①
55%

①
55%

(e) 実習（理解度）

④
2%

⑤
0%

②
27%

①
60%
(f) 実習（興味）
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資料６

大洗原子力夏の学校アンケートのコメント抜粋
・講義
私がこれから生涯を通して関わっていくであろう原子力の大切さを、この夏の学校の一番
最初めの講義で学ばせていただけたことに、本当に感謝しています。また、原子力の良い
部分だけではなく、悪い部分にもスポットをあてて講義されていたことが印象に残りまし
た。
・講義
実際に現場で指揮をとられている方のお話は、とても新鮮でした。被災された方々には大
変申し訳ないですが、自分は世界で前例のないこの廃炉作業に関われるチャンスがあるこ
とを嬉しく思いました。
・見学
普段入ることができない原子炉内に立ち入ることができ、貴重な体験ができた。
・実習
光学顕微鏡、SEM、マイクロビッカースの扱いを学んだ。特に SEM については自身の研
究でも使用するので、データの扱い方や見方など今後に活用していきたい。ホットラボで
は普段見ることのない場所、特別な装置等を見学でき、貴重な体験だった。自身が最前線
や現場で働く時の想像をすることができたので、今後の就職活動に活かしていきたいと思
う。
・実習
実際に使用されている防護服を着用して、普段作業している人は、こんなにも暑く動きに
くい状況の中で作業していると感じ、大変でかなりきつい作業だと想像できた。また、汚
染された物をとても細かく分類していて、こんなにも細かく分類する必要があるのかと思
いましたが、講義等の中でとても重要なことだと知ることができた。
・実習
全体を通して、材料の照射実験を行う手順や、放射化材料の分析方法について理解を深め
ることができた。TEM や３次元アトムプローブなど、日常では触れることのできない装置
を実際に使用することができたことは、非常に良い機会になりました。
・実習
実際にウラン化合物を作成できたのは、貴重な体験だった。高性能測定機器の数々に触れ
ることができて、大変満足した。
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資料７

高等専門学校学生原子力インターンシップアンケート結果
理解度：①良く理解できた②まあ理解できた③どちらとも言えない
④あまり理解できなかった⑤まったく理解できなかった
興味： ①大変興味を持てた②まあ興味を持てた③どちらとも言えない
④あまり興味を持てなかった⑤まったく興味を持てなかった

④⑤
4% 1%
③
24%

①
36%

③
18%

⑤
0%
①
39%

②
39%

②
35%

(a) 講義（理解度）

③ ④⑤
8% 0%3%

④
4%

(b) 講義（興味）

③ ④⑤
3% 1%2%

①
29%
②
39%

①
55%

②
60% 見学（理解度）

③
16%

見学（興味）

④ ⑤
5% 1%

③
12%

①
33%

④
2%

⑤
0%

①
54%

②
32%
②
45%
実習（理解度）

実習（興味）
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資料８

高等専門学校学生原子力インターンシップアンケート受講生コメント抜粋
・講義
報道等でシーベルトやベクレルという単語を耳にする機会が多かったので、改めて意味を
確認できてよかった。また、それぞれの数値は日常生活でどの程度なのかも知ることがで
きた。
・講義
使用したことのない SEM、ＴＥＭの使用について知ることができ、最先端技術の 3 次元ア
トムプローブについて知ることができた。
・講義
電気抵抗が 0 となる超電導や、その活用、元素のカクテルと呼ばれる結晶育成を行う方法、
それより得られる新しい化合物など、行っている研究や目指さすものが分かりやすかった
です。液体窒素を用いた超伝導体のピン止めやウランガラスなどを、資料ではなく実際に
目で見られたので、記憶に特に残りました。
・見学実習
金とアルミニウムを計量し、アーク炉で溶かし合金を作成するところを見せて頂きました。
金とアルミニウムの粒が１つになる瞬間をモニターで見せて頂けたりと、貴重な体験がで
きました。また、アームを通して遠くから物の移動を行うマニピュレータを触らせて頂き、
見かけ以上の操作の難しさと、維持の為の握力の必要性を体感しました。
・見学実習
PWR と BWR の制御棒の形が違うということは知らなかったのでおどろきました。制御棒
を入れる位置も下で異なっていることも知りませんでした。キャスクの保管庫が非常に涼
しかったことが印象的でした。キャスクに触れるとかなり熱を持っており、使用済といえ
ど燃料の持つエネルギーの大きさを感じました。20m もの高さの防潮堤を築くなど、福島
原発の事故を繰り返すまいとする取り組みが伝わりました。
・見学実習
大洗にはたくさんの原子炉が集中していることを知り、ここが日本の材料分野を引張って
いるんだと実感した。
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資料９

茨城新聞掲載記事（8/27）
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資料１０

原子力産業新聞 Web 版掲載記事（9/2）
http://www.jaif.or.jp/150902-3/
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