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サマースクール
概要および開催目的
アクチノイドの基礎科学及び応用に興味を有すアクチノイドの基礎科学及び応用に興味を有す
る学生及び若手研究者を対象

アクチノイド基礎科学とその応用に関する最新知アクチノイド基礎科学とその応用に関する最新知
見に基づく講義

実物のアクチノイドが取扱える研究施設にて行う実物のアクチノイドが取扱える研究施設にて行う
講義に密接に関連した見学実習

↓
アクチノイド基礎科学とその応用分野に関する研
究人材の育成・教育を効果的かつ効率的に行う
ことに資することに資する。
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開催情報開催情報

主催者：J-ACTINET
協賛：日本原子力学会（再処理リサイクル部会）協賛：日本原子力学会（再処理リサイクル部会）

期間：8/31（火）～9/3（金）

開催場所開催場所：

京都大学原子炉実験所

大阪大学大学院工学研究科

SPring 8 (日本原子力研究開発機構）
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講義講義

アクチノイド化学総論 (京大炉)藤井俊行

核燃料サイクル工学 (京大炉)上原章寛

燃料特性・照射挙動 (福井大)宇埜正美燃料特性 照射挙動 (福井大)宇 美

放射光利用分析からみたアクチノイド物質の構
造物性研究（日本原子力研究開発機構）矢板毅、物性研究（ 本原 研究開発機構）矢板毅、
(京都産業大学)山上浩志

燃料の設計開発（原子燃料工業）松浦敬三

2010/9/16 4

燃料 設 開発 燃料 松 敬



見学実習見学実習

（熊取地区）

京大炉ホットラボでの溶液化京大炉ホットラボでの溶液化
学実験（Am、Npの溶媒抽出
実験 溶融塩中でのUの酸化

ガンマ線スペクトル測定
実験、溶融塩中でのUの酸化
還元挙動観察）

原子燃料 業(株)（会社案内原子燃料工業(株)（会社案内
とペレット製造工程）

京大炉施設見学（原子炉棟
(KUR)、FFAG加速器施設）
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FFAG加速器施設内の見学



見学実習見学実習

（大阪大学）

固体試料観察（核燃料物質固体試料観察（核燃料物質
（模擬物質）の組織観察・元
素分析と固体物性計測）

X線回折測定用試料調製

素分析と固体物性計測）

（SPring-8）
ビームライン、RI取扱施設、ライン、 取扱施設、
XFEL施設の見学
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参加者内訳参加者内訳

受講者 名受講者26名：
修士課程18名、学部5名、
社会 名社会人3名
大学：

芝浦工大、東京工大、大阪大、京都大、近畿大、
福井大、東北大、東海大、金沢大
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受講者アンケート 設問受講者アンケート 設問

本サマースクールで行った講義、見学、実習の
感想
非常 良か た か た 段階（非常に良かった～悪かった、5段階）

参加前の不安箇所（宿泊設備、被ばくetc.）
後輩へサマースクール参加を勧めるか

種々希望・要望種々希望・要望
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受講者アンケート 結果１受講者アンケート 結果１

設問 本サマ スク ルで行 た講義 見学 実習について設問：本サマースクールで行った講義、見学、実習について

9項目のうち、“内容”への評価について、 「非常に良い」
「良い」が「良い」が

6項目で90%以上

2項目で80%以上

代表意見
原子燃料工業でのペレット製造工程見学

アクチニドを実際に取り扱えた

もっと自分たちの手で実験を行ないたい

実験解析時間にゆとりがない実験解析時間にゆとりがない

世界一の装置SPrin-8,XFELに感動
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受講者アンケート 結果２受講者アンケート 結果２

設問：参加する前、不安な点がありましたか？たと
えば、放射線による被ばくなど。

その他
33%

はい

わからない
0%

取り越し苦労
67%

わからない
0%

はい
12%

やはり不安
0%

その他：見学や実習等とても興味があり楽しみ
でしたが、化学専攻ではない私がついていける
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いいえ
88%

か不安でした。しかし、先生方の丁寧な説明で
乗り切ることができた。



受講者アンケート 結果３受講者アンケート 結果３

設問：後輩にサマースクールへの参加を勧めます
か？

わからない
20%

いいえ
0%

受講者の満足度は総合的に高
かったと考える。

はい
80%
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受講者アンケート 結果４受講者アンケート 結果４

設問 来年度以降 取り入れてもらいたい実習 見学内容設問：来年度以降、取り入れてもらいたい実習・見学内容

KUCA（京大臨界集合体実験棟）

なるべく学生全員が作業 きる実習なるべく学生全員が作業できる実習

施設見学

初級 中級 分化初級コース、中級コースの二分化

チェレンコフ光

アクチノイドの溶液実験やｆ軌道の計算化学、XAFSを
使った構造解析など
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受講者アンケート 結果５受講者アンケート 結果５

設問：全体を通じて面白かった、あるいは役に立つ
と感じた実習・見学項目

[講義]アクチニド化学
総論
14%

[施設見学]SPring-8
ビームライン及びRI施

設見学
21%

[施設見学]原子燃料
工業
15%

[講義]放射光利用分
析からみたアクチノイド 15%

[施設見学]ホットラボ、
KUR炉室 FFAG

析からみたアクチノイド
物質の構造物性研究

8%

KUR炉室、FFAG
10%

[講義]核燃料サイクル
工学
2%

[講義]燃料特性・照射
挙動

[実習]固体燃料観察
12%
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2%

[実習]溶液化学実験
15%

3%



受講者アンケート 結果６受講者アンケート 結果６

設問：テキストを読んで、わかりにくかった点や是非
取り上げてほしい点について

設問：実習中に困ったこと、あるいは要望

時間と内容のバランス（時間不足）時間 内容 ラン （時間不足）

テキストをカラーにしてほしい

自分たちの手で作業したい自分たちの手で作業したい
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受講者アンケート 結果７受講者アンケート 結果７

学校 応募 動機設問：この夏の学校に応募した動機

先輩の勧め
7%

HP

その他
21%

・運営委員・実行委員から知

原子力学会
誌

HP
0%

運営委員 実行委員から知
り合いの教員への声かけ

誌
0%

指導教員の
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指導教員の
勧め
72%



サマーセミナーの成果サマーセミナーの成果

昨年に引き続き「見学実習」は好評（貴重な体験昨年に引き続き「見学実習」は好評（貴重な体験、
大変参考になった）

アクチノイド研究の多様性に起因する受講者の
幅広いニーズをある程度高いレベルで満たすこ
とが きたとができた。

↓
体験 び 学 講者 パ実体験及び見学により受講者にインパクトを

与えた
講義との相乗効果による理解促進講義との相乗効果による理解促進

原子力に関わる学生及び若手研究者の親睦、
交流に寄与
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交流に寄与



課題・改善点課題・改善点

内容と時間 バ をさらに高める必要（昨年内容と時間のバランスをさらに高める必要（昨年
と同様）

アクチ ドを実際に触れる 見えるような実習アクチニドを実際に触れる、見えるような実習

受講者への事前の情報通知

事前にテキストを配布

予算確保

参加者情報の共有
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