
会場：つくば国際会議場（15日は施設見学）
主催：（財）電力中央研究所、米国核物質管理学会（INNM）
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ISSF国際セミナーホームページ：http://criepi.denken.or.jp/jp/civil/issf2006/index.html（参加ご希望の方はURLよりお申し込みください）

（財）電力中央研究所と米国核物質管理学会による開催 （財）電力中央研究所と米国核物質管理学会による開催

開催趣旨開催趣旨

9:00～

9:30～12:15

12:15～13:15

13:15～14:45

15:00～16:40

16:55～18:20

18:30～20:00

受付

講演
・貯蔵総論

（昼食）

パネルディスカッション

（休憩）

講演
・貯蔵総論

（休憩）

ポスターセッション

交流会（希望者のみ）

時間 プログラム

プログラム概要プログラム概要（同時通訳があります）

●　11月13日　●

講演
・金属キャスク貯蔵

（休憩）

講演
・燃料被覆管の健全性

（昼食）

講演
・キャニスタ系技術

講演
・耐震・除熱性能

9:00～10:40

10:55～12:10

12:10～13:10

13:10～14:50

15:05～16:45

時間 プログラム

●　11月14日　●

■日本原子力発電（株）
東海第二発電所
乾式金属キャスク貯蔵施設

施設見学（希望者のみ）

●　11月15日　●

（財）電力中央研究所 　米国核物質管理学会主催

（財）日本原子力文化振興財団協力

　経済産業省 （社）日本原子力学会 （社）日本機械学会

（社）日本原子力産業協会 （社）日本技術士会

　電気事業連合会 　東京電力（株）

後援
（予定）

当所では、平成15年に第一回 使用済燃料中間貯蔵国

際セミナー（ISSF 2003）を開催しました。その後、青

森県むつ市における、わが国初の中間貯蔵施設について

青森県の立地協力の合意が得られ、立地に向けた詳細調

査や許認可の準備が進められています。今後、日本の他

地域においても中間貯蔵の立地が円滑に推進するよう、

中間貯蔵の安全性について、最新の技術的知見を踏まえ

た広聴・広報活動等が求められています。このたび、国

内外の専門家・関係者が一堂に会し、広く深く意見交換

を行い、知見を共有するよう「第二回 使用済燃料中間貯

蔵国際セミナー（ISSF 2006）」を開催することになり

ましたので、ご案内申し上げます。

YUCHO1
テキストボックス
(INMM)

Administrator
ノート



参加の申し込みについて参加の申し込みについて

つくば国際会議場案内つくば国際会議場案内

テーマ

「中間貯蔵施設の立地と安全管理の経験」

使用済燃料の貯蔵技術に係わる約15件の発表が行われます。 日本原子力発電（株）東海第二発電所　乾式金属キャスク貯蔵施設

講演者の一部（敬称略）

William　Danker　（国際原子力機関、IAEA）

Wolfgang　Goll　（Aleva）

Ferenc　Takats　（ハンガリーのコンサルタント）

Holger　Voelzke　（BAM）

Albert　Machiels　（EPRI）

Alain　Marvy　（CEA）

Bill　Woodward　（Holtec International）

Charles　Pennington　（NAC International）

リサイクル燃料貯蔵（株）

（独）原子力安全基盤機構

パネルディスカッション（敬称略）

尾崎　正直　（科学ジャーナリスト）

A.Schneider　（スイス　ビューレンリンゲン村長）

Heep　（スイス　ツビラグ施設長）

Herve Issard　（TNI）

鶴賀　茂世　（消費生活アドバイザー）

久保　誠　（リサイクル燃料貯蔵（株）社長）

●11月13日：講演及びパネルディスカッション

●11月14日：講演 ●11月15日：施設見学

http://criepi.denken.or.jp/jp/civil/issf2006/index.html

● 受付期限　平成18年11月9日（木）

● 参加費 セミナー参加

● ご昼食に 
　 ついて

交流会参加

無　料

￥2,000
施設見学参加

発表資料（CD-ROM付）
￥3,000
￥2,000

参加をご希望される方は、ISSF2006国際セミナーホームページからお申し込みください。

なお、申し込みが多数の場合は抽選となります。

参加費は当日、受付にてお支払いください。

● 住所　　茨城県つくば市竹園2丁目20番地3号
● TEL　　029（861）0001（代）
● FAX　　029（861）1209
　　　　（当日の連絡先としての利用はご遠慮ください）
● 連絡先　本セミナーに関してのお問い合わせは
　　　　　　下記の「ISSF開催事務局」までご連絡ください。

財団法人　電力中央研究所　地球工学研究所内
ISSF2006開催事務局

住所：〒270-1194　千葉県我孫子市我孫子1646
e-mail：issf2006-ml@criepi.denken.or.jp
Fax：04-7184-1336

昼食のご用意はありません。会場内レストラン、近隣の飲食店をご利用
ください。（但し、混雑が予想されます）
また、会場内での持ち込みによるご飲食は、指定された場所でお願い致
します。

YUCHO1
テキストボックス
(Areva)
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第二回 使用済燃料中間貯蔵の国際セミナーのプログラム 

於、つくば国際会議場  

 主催 (財)電力中央研究所、米国核物質管理学会 

 
第１日（１１月１3日（月）） 

 

９：００～  受付開始           

９：３０～９：４０ 挨拶 

  (財)電力中央研究所 深田専務理事 

９：４０～１０：４５  セッションⅠ（貯蔵総論） 

  座長 有冨 正憲（東京工業大学）、書記((財)電力中央研究所)  

I-1 使用済燃料対策に関する世界の動向 ２５分 

  William Danker（IAEA） 

I-2 日本の中間貯蔵取り組み １５分 

経済産業省 資源エネルギー庁 原子力立地・核燃料サイクル産業課 

I-3 米国における使用済燃料貯蔵の許認可の経験 ２５分 

  William H. Ruland (US NRC) 

 

１０：４５～１１：００  休憩             

 

１１：００～１２：１５ セッションⅡ（貯蔵総論）(２５分X ３) 

  座長 William Danker（IAEA）、書記((財)電力中央研究所) 

 

Ⅱ-1 東京電力㈱における使用済燃料貯蔵の経験 

   XXXXX（東電） 

Ⅱ-2 スイスにおける使用済燃料貯蔵の経験 

  Walter Heep（Zwilag） 

Ⅱ-3 日本における使用済燃料貯蔵事業の準備動向 

   三枝 利家（リサイクル燃料貯蔵㈱） 

 

１２：１５～１３：１５ 昼食休憩   

 

１３：１５～１４：４５ パネルディスカッション 

  ６名ｘ５分説明＋６０分（討議、Q&A）  

テーマ「中間貯蔵施設の立地と安全管理の経験」 

 パネリスト（敬称略） 
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・コーディネーター 尾崎正直          元朝日新聞科学部長  

・Arthur Schneider     ビューレンリンゲン村長 

・Walter Heep        ツビラグ施設長  

・Herve Issard           キャスク設計者（AREVA - TN International） 

・鶴賀茂世          消費生活アドバイザー  

・久保 誠          リサイクル燃料貯蔵㈱社長 

 

１４：４５－１５：００ 休憩 

１５：００～１６：４０ セッションⅢ（貯蔵総論） 

  座長 A. Machiel (EPRI) 、書記((財)電力中央研究所) 

Ⅲ-1 台湾Chinshanにおける使用済燃料中間貯蔵ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

  ＸＸＸＸ（ＹＹＹＹ、台湾） 

Ⅲ-2  ドイツにおける輸送･貯蔵兼用キャスクの許認可経験 
Holger Voelzke（BAM、独国） 

Ⅲ-3 使用済燃料長期貯蔵に関する仏 CEA の研究開発の全貌 
Alain Marvy（CEA、仏国） 

Ⅲ-4 東欧及びハンガリーにおける貯蔵動向 

Ferenc Takats（ハンガリー） 

 

ポスターセッションと交流会の案内 

 

１６：４０－１６：５５ 休憩 

１６：５５～１８：２０ ポスターセッション 

 総括 Ferenc Takats（ハンガリー）、書記((財)電力中央研究所) 

 

石川島播磨重工㈱ 

㈱オー･シー･エル 

㈱神戸製鋼所  

東洋エンジニアリング㈱ 

㈱日立製作所 

日立造船㈱ 

三井造船㈱  

三菱重工㈱ 

ほか 

 

 

１８：３０ 交流会(定員100名)（参加費\2,000） 
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第２日（１１月１４日（火）） 

 

受付開始          ８：３０～ 

 

９：００～１０：４０ セッションⅣ（金属キャスク貯蔵） 

 座長 山路 昭雄(元海上技術安全研究所)、書記((財)電力中央研究所) 

Ⅳ-1 使用済燃料の金属キャスク貯蔵技術に関する研究 

   糸岡 聡（(独)原子力安全基盤機構） 

Ⅳ-2金属キャスク落下時瞬時漏えい試験・評価 

竹田 浩文（(財)電力中央研究所） 

Ⅳ-3ドイツにおけるキャスク貯蔵高度化技術の開発 

Heinz Geiser (GNS) 
Ⅳ-4 空気膜を利用した中間貯蔵施設における金属キャスク搬送システムの開発 

     川本 敦史（リサイクル燃料貯蔵㈱） 

 

１０：４０～１０：５５ 休憩             

１０：５５～１２：３５ セッションⅤ（貯蔵中の燃料健全性） 

 座長 馬場利和（(独)原子力安全基盤機構）、書記((財)電力中央研究所) 

Ⅴ-1 ドイツにおける乾式貯蔵の現状と健全性評価の課題 

    Wolfgang Goll (Areva, 独国) 

Ⅴ-2 貯蔵中の使用済燃料被覆管の健全性評価研究 

 上村 勝一郎（(独)原子力安全基盤機構） 

Ⅴ-3 水素による使用済燃料劣化メカニズム 

A. Machiel （EPRI、米国） 

Ｖ-4 使用済燃料の貯蔵時健全性の非破壊モニタリング技術の開発 

松村 哲夫 （(財)電力中央研究所） 

 

 

１２：３５～１３：３５ 昼食休憩           

１３：３５～１４：５０ セッションⅥ（コンクリートキャスク貯蔵と耐震性能） 

 座長 Pierre Saverot (INMM)、書記((財)電力中央研究所) 

 

Ⅵ-1 地下式コンクリートキャスク貯蔵システム 

Bill Woodward （Holtec International） 

Ⅵ-2 第４紀層地盤立地の貯蔵施設耐震性研究 

安部 浩（(独)原子力安全基盤機構） 

Ⅵ-3 MAGNASTOR コンクリートキャスク貯蔵システム 
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Charles Pennington （NAC International）  

 

１４：５０～１５：０５ 休憩 

 

１５：０５～１６：２０ セッションⅦ（許認可更新、除熱性能、ＳＣＣ） 

座長 宮田賢治（関西電力㈱）, 書記 ((財)電力中央研究所) 
 

Ⅶ-1 米国における使用済燃料貯蔵及び許認可更新の動向 

Pierre Saverot（INMM） 

Ⅶ-2 浅地下貯蔵の除熱システム研究 

古賀 智成（(財)電力中央研究所） 

Ⅶ-3  キャニスタ候補材料の大気中での塩化物応力腐食割れ感受性 

  新井 拓、谷 純一（電力中央研究所） 

 

 

１６：２０ まとめと閉会挨拶 

  三枝 利有（(財)電力中央研究所） 

 

 

第３日（11月１５日（水）） 

 

施設見学会(定員50名)（参加費 \3,000) 

見学先：日本原子力発電㈱東海第二発電所 乾式金属キャスク貯蔵施設 

出発：つくば国際会議場発10：00（集合場所・時間などは別途お知らせします） 

以上 

 
 

 




