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平成23年度炉主任 核取扱主任資格者の６割

専門職大学院の果たすべき役割

• 平成23年度炉主任・核取扱主任資格者の６割

• 資格試験の将来像（産業界）

• 新原子力規制機関人材（官界）新原子力規制機関人材（官界）

• 国際機関との人材育成協調・協力

• 以上を踏まえた国際産官学連携ハブ拠点
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国際原子力人材育成イニシアティブ 機関横断的な人材育成事業（東京大学）
事業タイトル 大学連携型核安全セキュリティ ・グローバルプロフェッショナルコース

国際社会の原子力人材育成への喫緊の要請

Global Professional Course
・専門職大学院をバイリンガル化
・e-learningシステムの導入

Nuclear Safety Security 
Exercise Network
• バイリンガルで短中長期留学生e learningシステムの導入

IAEA-ANENTへ日本加入
IAEA 東大でPA(Practical

バイリンガルで短中長期留学生
にも適当

• 理工学に加え、安全セキュリ
ティ管理システムも教育IAEA-東大でPA(Practical 

Arrangement)締結

IAEA-INSEN(International 
講義資料 英訳 進展 Nuclear Security Education 

Network)
日本原子力研究開発機構
ジ 核不拡散 核セキ リ

講義資料の英訳の進展
東大・ＩＡＥＡのReviewを受けて
ＩＡＥＡe-learningシステムにリンク公開

原発導入国の原子力実務教育

アジア核不拡散・核セキュリティ
総合支援センターと連携

IAEA Nuclear Energy Management School Asian Versionを東大・JAEA・ネッ
トワークで来年6月東海（いばらき量子ビーム研究センター） にて実施



グローバルプロフェッショナルコース

原子力専攻（専門職） 教科書 科目 英語化Ⅰ.原子力専攻（専門職）の教科書16科目の英語化

Ⅱ. 原子力専攻（専門職）の実験実習テキストの英語化

• 外国人特任研究員2名、外国人
技術補佐員3名および複数のTA技術補佐員3名および複数のTA
を活用し、教科書、実験演習
テキスト、講義資料を英訳

Ⅲ. 原子力専攻（専門職）の16講義の
e-learning化およびIAEAとの協力

• Ⅰ. で整備した英語での講義資料を元に、講義16科目をe-learning化
• IAEA-ANENTに日本が加入し、別途、東大－IAEA間でPA（PracticalIAEA ANENTに日本が加入し、別途、東大 IAEA間でPA（Practical 

Arrangement）を締結することで、IAEAのe-learningホームページな
どを通じての世界展開





教科書

 原子力教科書シリーズ16冊を英語化
 平成２４年３月時点で9冊の英語化完了予定平成２４年３月時点で9冊の英語化完了予定
 さらに３－４年以内に全てを英語化する
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実験指導書実験指導書

 ２冊の実験実習指導書の英文化完了(H23.3)
 さらに４冊の英文化完了予定(H24 3) さらに４冊の英文化完了予定(H24.3)
 さらに８冊の英文化を予定（H25.3)

EE l il i （英語）（英語）EE‐‐learninglearning（英語）（英語）

 ９科目の原子力専攻講義のe-learning化科目の原子力専攻講義の g化
完了(H23.3)

 さらに４科目のe-learning化完了予定 さらに４科目のe learning化完了予定
（H24.3)

 さらに２科目の l r i 化予定 さらに２科目のe-learning化予定
（H25.3)



SUBJECT   TITLE
1 Applications of Radiation  6 Nuclear Reactor Thermal‐hydraulics1 pp

Techniques
2 Radiation Shielding

6 Nuclear Reactor Thermal hydraulics

7 Nuclear Structural Engineering
8 Maintenance Technology for 

3 Radiation Measurement
4 Radiation Safety and Protection
5 Nuclear Energy Utilization and

gy
Nuclear Power Plant

9 Nuclear Fuel Cycle Engineering
5 Nuclear Energy Utilization and 

Radioactive Waste

SUBJECT   TITLE SUBJECT   TITLE

1 Nuclear Physics
2 Nuclear Plant Engineering

1 Nuclear Reactor Fuel and 
Material 

2 Emergency Control Engineering3 Nuclear Reactor Design
4 Nuclear Safety Engineering

2 Emergency Control Engineering



moodleベースの e‐learning プラットフォーム

（例）廃棄物管理工学のペ ジ（例）廃棄物管理工学のページ
講義資料のダウンロード

テスト

Login Page

After LoginOn‐line コンタクト



IAEAとの協力

① 原子力専攻のe-learning プラットフォームと
IAEA-NKMが整備しつつある CLP4NETへのリンク

Local Asia

Jordan
Faculty

ChinaJapanKorea

Asian Hub

Japan
ThailandVietnam

IAEA Regional Initiatives

Students

Regional Hubs

Other Gov. Dept.

② ANENT会議への出席と議論

③ INSEN会議への出席と議論

④ IAEA主催NEMスクール in 東海村 (2012.6)





北海道大学：小型加

速器中性子源を利用した原
子炉物理実験と放射線計

大学連携型核安全セキュリティコース

福井工業大学:非密

封ラジオアイソトープ施設
を利用した放射線教育

子炉物理実験と放射線計
測・北海道教育実習ネット
ワーク

NS‐5

東北大学：東北地区

教育ネットワーク体制の確
立、東北大学ｱﾄﾑｻｲｴﾝｽﾊﾟｰｸ
における原子力基礎実験

茨城大学：JRR3、J‐
PARCを用いた高エネルギー

粒子輸送と中性子線利用の
基礎京都大学 NS 4

NS‐4 における原子力基礎実験

NS‐2NS‐1 NS‐5

基礎京都大学：京大炉・

加速器を用いた、放射線計
測コースと原子炉実習コー
ス、安全セキュリティ教育 東京大学：D T中性子源・

NS‐4

東京大学：D‐T中性子源・
電子ライナック・HIT・
Security・タンデム加速器を用

いた放射線源取り扱い実習、安
全セキュリティ教育

NS‐4

神戸大学：環境試料等

のイオンビーム分析実習と
基礎科学力充実 名古屋大学：バンデ

グラ 加速器 小型中性

全セキュリティ教育
NS‐2NS‐1 NS‐5NS‐4

NS‐4

東京工業大学：量子ビー

ム発生・操作・安全管理実習と
量子ビームを用いたX線分析実
験

グラフ加速器、小型中性
子発生管、レーザー分光
器を用いた量子ビーム工
学基礎・安全実験演習八戸工大、八戸高専、福島

大 長岡技大 秋田高専

参加学生派遣校

験大、長岡技大、秋田高専、
茨城高専東京都市大、東海
大、山梨大、富山高専

NS‐5NS‐4NS‐4NS‐3

NS‐2NS‐1 NS‐5NS‐4NS‐3IAEA-INSEN対応コース：





平成23年度前期実験演習終了報告

平成23年度前期（8－10月）の実験演習をすべ

終了 きた 実行委員会 実施要領 実て終了できた。実行委員会にて、実施要領、実
験内容、日程、放射線安全管理法、成績評価・
単位化 内規を議論し 作成した 参加登録は単位化の内規を議論し、作成した。参加登録は
東大サーバにWEB SITEを立ち上げ、電子化し

実施しました 各教育機関 「イ タ シて実施しました。各教育機関で「インターンシッ
プ」として登録して、評価・単位化します。すでに
東北大院で評価と単位化が達成されました東北大院で評価と単位化が達成されました。



実験実習登録手続き評価単位化の流れ実験実習登録手続き評価単位化の流れ



実験実習WEB登録手続き



１．神戸大実習「イオンビームによる加速器工学・分析・安全管理実習」8/29（月）～31

平成23年度前期実験実習実績

（水）参加者9名（東北大院2、東大院1、名大院2、京大院1、神戸大院3）
２．北大実習「小型電子ライナック中性子源による原子炉物理・放射線計測・安全管
理実習」9/1(木)～2（金）参加者８名（室蘭工業大院２、北見工大院2、神戸大院2、東
大院2）
３．茨城大・JAEA・東大実習「NUCEFにおける核物質取扱入門」9/12（月）～14（水）
参加者3名（東北大院1名、茨城高専2名）
４ 東工大実習「電子 イオンビ ムを用いた総合的X線分析 安全管理実習 9/13４．東工大実習「電子・イオンビームを用いた総合的X線分析・安全管理実習」9/13
（火）～9/15（木）参加者４名（名大院１名、東大院１名、東北大院２名）
５．福井工大実習「非密封ラジオアイソトープ施設による放射線教育・安全管理実習」
9/13(火) 15（木）参加者７名（名大院2名 東北大院4名 神戸大院１名）9/13(火)～15（木）参加者７名（名大院2名 東北大院4名 神戸大院１名）

６．東大実習「電子ライナック・イオンビーム・中性子・核物質による水化学・高経年劣
化・セキュリティ実習」9/15（木）～16（金）参加者8名（茨城高専２名、秋田高専２名、７．
京都大院１名 名大院２名 東大院１名）京都大院１名、名大院２名、東大院１名）
７．東北大学「アトムサイエンスパークにおける原子力基礎実験」9/26(月)～30(金)
参加者２４名（山梨大院３名、東大院1名、長岡技術大院３名、東北大院１７名）
８ 名大実習「RI・レーザー・小型中性子源・イオンによる放射線計測・分析・安全管理８．名大実習「RI レ ザ 小型中性子源 イオンによる放射線計測 分析 安全管理
実習」9/26(月)～30(金)参加者10名（神戸大院2名、東大院２名、東北大院６名）
９．京大実習「マイクロビームによるイオン誘起γ線分析・安全セキュリティ実習」
10/11（火）～13（木）参加者１３名（東大院１名、神戸大院２名、福井工大院２、名大２10/11（火） 13（木）参加者１３名（東大院１名、神戸大院２名、福井工大院２、名大２
名、東北大３名、京大３名）
参加者延合計86名



IAEA Nuclear Management School(Asian Version)をg ( )を
JAEA/人材育成ネットワークと共催

いばらき量子ビーム研究センターにて（平成24年6月11-29日）

主にアジアの50名の若手技術

者・経営者候補・院生に、理工
学のみならず、気候変動、世界
情勢、エネルギー戦略、原子力
を選択した場合の機種選択 規を選択した場合の機種選択、規
制含めたインフラストラクチャー
の構築 安全・セキュリティ 社の構築、安全 セキュリティ、社
会とのコミュニケーションなどを、
講義のみならず、議論討論を重
視して教育。討論指導の日本人
Mentorも育成。



中間成果のまとめと今後の予定

グローバルプロフェッショナルコースグロ バルプロフェッショナルコ ス

・全16巻の教科書シリーズの10巻出版。平成24，25年に完結。
・うち6巻の英訳完了し、3巻英訳中（経産省支援)。Springerから出版予定。
・講義資料の9科目分の英訳完了 残り6科目実施中・講義資料の9科目分の英訳完了。残り6科目実施中。
・IAEAと東大でPA(Practical Arrangement)締結（2010.12.8）
・それらを近々IAEA  CYBER LEARNING PLATFORMへANENTを介して
リンクする 出町和之准教授がANENT E-LEARNING構築の主担当にリンクする。出町和之准教授がANENT E-LEARNING構築の主担当に。
またDVDタイプ教科書も、原子力構造工学、原子力熱流動工学で検討中。
IAEA  CYBER LEARNING PLATFORMを先導していきたい。
・一方、原子力国際専攻のカリキュラムを全面改定し、基礎基盤、応用特論を方、原子力国際専攻のカリキュラムを全面改定し、基礎基盤、応用特論を
整備強化。留学生増は当面原子力国際専攻で受け入れ。

安全セキュリティー実験実習コース

震災 影響 遅れ たが 成 年 機関 実験実習を実施・震災の影響で遅れていたが、平成23年8-10月に9機関での実験実習を実施。
・参加登録手続きをWEBでできるシステムを構築。
・放射線安全管理取り決めも作成し、放射線作業従事者資格有無の学生の管理実施。
各教育機関でインタ ンシ プとして履修登録して評価単位化を実施・各教育機関でインターンシップとして履修登録して評価単位化を実施。
・平成23年度後期は2，3月に実施。
・テキストの英訳を進め、より多くの留学生の受け入れ。
核物質取扱 セキュリティの要素を強化・核物質取扱・セキュリティの要素を強化。
・実験演習内容をIAEA  CYBER LEARNING PLATFORMにて紹介し、日本全体の
留学生増に貢献したい。


