プレスリリース

2020 年 9 月 4 日

一般社団法人日本原子力学会
日本原子力学会は、社会的関心の高い科学技術である原子力の広範囲にわたる学術・技術専門家集団として
社会への情報提供を行うため、主要な活動等について、随時プレスリリースを行っています。
今回は、
「2020 年秋の大会」開催のお知らせです。

日本原子力学会「2020 年秋の大会」開催のお知らせ
9 月 16 日～18 日 オンライン開催
会期： 2020 年 9 月 16 日(水)～18 日(金)
会場： オンライン（Web 会議システム Zoom）
主催： 一般社団法人日本原子力学会（http://www.aesj.net）
主な企画セッションは以下のとおりです。
特別講演
■9 月 17 日(木) 13:00〜14:30 A 会場（Zoom ルーム 1）
九州大学における水素エネルギー研究開発の現状と将来展望

招待講演
■9 月 18 日(金) 13:00〜14:00 B 会場（Zoom ルーム 2）
グランドチャレンジ ―日本の原子力の大挑戦、原子力政策と課題―
委員会セッション
■9 月 16 日(水) 13:00〜14:30 D 会場（Zoom ルーム 4）
【標準委員会】
リスク情報活用のための標準に求められるもの
(1)
(2)
(3)
(4)

座長：(九大)出光 一哉

座長：(会長,京大)中島 健
(原子力委員会)岡 芳明

座長：(東大)関村 直人

新検査制度におけるリスク情報活用
新検査制度の遂行に必要な PRA 標準の品質とその実現
新検査制度におけるリスク情報活用のあるべき姿
総合討論

(東大)関村 直人
(JAEA)高田 孝
(長岡技科大)村上 健太
全講演者

■9 月 16 日(水) 13:00〜14:30 E 会場（Zoom ルーム 5）
【フェロー企画運営小委員会】
第 12 回フェローの集い
日本の原発はどこへ行く

座長：松井 一秋
(元規制委)田中 俊一

■9 月 17 日(木) 13:00～14:30 B 会場（Zoom ルーム 2）
【理事会】(リスク部会、社会・環境部会共催)
目に見えない脅威にどう対処するのか？
(1)
(2)
(3)
(4)

COVID-19 から原子力災害へ
リスクリストと選択肢リスト
一般公衆のリスク対応
総合討論

座長：(MHI NS エンジ)佐治 悦郎
(慈恵医大)越智 小枝
(東大)山口 彰
(関西大)土田 昭司
(会長,京大)中島 健，全講演者

■9 月 17 日(木) 13:00～14:30 D 会場（Zoom ルーム 4）
【福島第一原子力発電所廃炉検討委員会】
「福島第一原子力発電所廃炉検討委員会」現地状況及び活動報告
(1)
(2)
(3)
(4)

福島第一原子力発電所廃炉作業の現状
福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略
IRID の研究開発概況
学会廃炉委における廃棄物の取り組みと今後について

座長：(法政大)宮野 廣
(東京電力 HD)石川
(NDF)中村
(IRID)奥住
(東北大)新堀

真澄
紀吉
直明
雄一

■9 月 18 日(金) 13:00〜14:30 D 会場（Zoom ルーム 4）
【倫理委員会】
倫理規程と倫理的行動について再考する
－金品授受問題、品質不正問題等を踏まえた倫理規程改定案－
(1) 金品授受問題を踏まえた倫理委員会の見解
(2) 倫理規程改定案について

座長：(JAEA)大場 恭子
(関西大)菅原 慎悦
(日本原電)神谷 昌伸

本件に関する取材等お問合せ先(9:30~17:00 土日・祝日除く)
日本原子力学会事務局 TEL：03-3508-1261／E-mail：meeting@aesj.or.jp

裏面へ

合同セッション
■9 月 16 日(水) 13:00〜14:30 F 会場（Zoom ルーム 6）
【
「将来原子力システムのための再処理技術」研究専門委員会、再処理・リサイクル部会】
将来原子力システムのための再処理技術
座長：(日本原燃)松田 孝志
■9 月 16 日(水) 13:00〜14:30 N 会場（Zoom ルーム 14）
【核データ部会、
「シグマ」調査専門委員会】
核データ部会 20 年間の歩みとこれからの 20 年
座長:(九大)渡辺 幸信
■9 月 18 日(金) 13:00〜14:30 A 会場（Zoom ルーム 1）
【保健物理・環境科学部会、放射線工学部会】
放射線影響分科会の活動と今後の展望
座長：(福山大名誉)占部 逸正
総合講演・報告
■9 月 17 日(木) 13:00～14:30 H 会場（Zoom ルーム 8）
【
「トリウム原子力システム」研究専門委員会】
トリウム原子力システムをめぐる状況と今後
座長：(東京都市大)高木 直行
■9 月 18 日(金) 13:00～14:30 G 会場（Zoom ルーム 7）
【
「水素安全対策高度化」特別専門委員会】
原子力における水素安全対策の向上に向けて
座長：(東京都市大)村松 健
※プログラムの詳細は、当学会「2020 秋の大会」HP をご覧ください。
https://confit.atlas.jp/guide/event/aesj2020f/top

大会を取材される報道機関のみなさまへ
今回、オンライン開催となりましたことに伴い、報道機関のみなさまにも通常の聴講者同様、参加料をお支払い
いただくこととなりました。つきましては、9 月 10 日（木）17:00 までに参加登録および参加料のお支払いを
お願いいたします。
（1 社ごとではなく、おひとりずつの参加登録・参加料のお支払いが必要です。
）
参加登録ページ https://confit.atlas.jp/guide/event/aesj2020f/static/registration
また、一般の参加登録者と報道関係者を識別するため、お手数ながら参加登録および参加料お支払い完了後、
登録番号（例：A00000）および登録者氏名、取材希望セッション（1A01、廃炉委員会セッション、など）を
学会事務局年会大会担当者<meeting@aesj.or.jp>宛メールでご連絡ください
☆ご注意☆
「秋の大会」に報道関係者の取材が入ることは参加者に通知済みですが、記事にしていただく場合には、必ず発
表者もしくは座長の許可を得るようにしてください。セッション開始前に Zoom の「手を挙げる」やチャット機
能で申し出るか、大会終了後に別途連絡をお願いします。
また、発表者が取材を拒否した場合でも、参加料のご返金はいたしかねます。
発表者・座長の連絡先がわからない場合、学会事務局年会大会担当者宛お問い合わせいただければお取次ぎいた
します。
Zoom の録画、録音、スクリーンショットは禁止しております。登壇者、講師、聴講者等、参加者のプライバシ
ーへのご配慮をお願いいたします。
ご協力をよろしくお願いいたします。

本件に関する取材等お問合せ先(9:30~17:00 土日・祝日除く)
日本原子力学会事務局 TEL：03-3508-1261／E-mail：meeting@aesj.or.jp

