
第第第第 ４ ０４ ０４ ０４ ０ 回 原 産 年 次 大 会回 原 産 年 次 大 会回 原 産 年 次 大 会回 原 産 年 次 大 会     セ ッ シ ョ ンセ ッ シ ョ ンセ ッ シ ョ ンセ ッ シ ョ ン 内 容内 容内 容内 容     
 

 

    レセプションレセプションレセプションレセプション        ４４４４月月月月９９９９日日日日（（（（月月月月））））１７１７１７１７：：：：３３３３００００～～～～１１１１９９９９：：：：００００００００    

 

―――――――――――――――――――――――――――――― 
 

    開会開会開会開会セッションセッションセッションセッション        ４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（火火火火））））９９９９：：：：３３３３００００～～～～１１１１１１１１：：：：００００００００    

 

 議 長：高橋 宏明 東北電力(株) 社長 

 

【所信表明】 

  今井  敬 (社)日本原子力産業協会 会長 

【大会準備委員長挨拶】 

  遠藤 正彦 弘前大学 学長 

【講 演】 

「次代を担う子どもたちのために」 

  三村 申吾 青森県知事 

「原子力政策の重要課題」 

  近藤 駿介 原子力委員長 
 

―――――――――――――――――――――――――――――― 
 

    特別講演特別講演特別講演特別講演１１１１        ４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（火火火火））））１１１１１１１１：：：：１５１５１５１５～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    

 

 議 長：鈴木 篤之 原子力安全委員長 

 

「安全で確実な原子力への協力の道すじ」 

  デイル クライン 米国原子力規制委員会(ＮＲＣ) 委員長 
 

―――――――――――――――――――――――――――――― 
 

    午午午午    餐餐餐餐    会会会会        ４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（火火火火））））１１１１２２２２：：：：１５１５１５１５～～～～１１１１４４４４：：：：００００００００    

 （会場：青森グランドホテル「平安の間」） 

 

【特別講演】 

 「津軽三味線の歴史エネルギー」 

  大條 和雄 日本民謡文化振興協会 名誉教授・理事、 

        全日本津軽三味線友の会 会長 



 

    来賓挨拶来賓挨拶来賓挨拶来賓挨拶        ４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（火火火火））））１１１１４４４４：：：：２２２２５５５５～～～～１１１１５５５５：：：：００００００００    

 

 議 長：遠藤 正彦 弘前大学 学長、大会準備委員長 

 

  谷本 龍哉  内閣府大臣政務官 

  高木 美智代 経済産業大臣政務官 
 

―――――――――――――――――――――――――――――― 
 

    セッションセッションセッションセッション１１１１        ４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（火火火火））））１５１５１５１５：：：：００００００００～～～～１１１１８８８８：：：：００００００００    

「「「「拡大拡大拡大拡大するするするする世界世界世界世界のののの原子力発電原子力発電原子力発電原子力発電とととと原子力産業原子力産業原子力産業原子力産業メインプレーヤーメインプレーヤーメインプレーヤーメインプレーヤーのののの展望展望展望展望」」」」    

    

 議 長：勝俣 恒久 東京電力(株) 社長 

 

【基調講演】 

 「国際エネルギー情勢と原子力」 

  寺島 実郎 (財)日本総合研究所 会長 

 

 講演者： 

「世界的な原子力エネルギーの拡大を支える新たな投資とパートナーシップの構

築」 

  アンヌ ローベルジョン アレバグループ 最高経営責任者 

「ロシア連邦の原子力──その開発戦略」 

  セルゲイ キリエンコ ロシア原子力庁 長官、元 ロシア連邦首相 

「新しい原子力──米国とＧＥの観点」 

  アンドリュー ホワイト ＧＥニュークリア･エナジー社 社長 

「世界の原子力発電の発展に向けた東芝の取組み」 

  庭野 征夫 (株)東芝 副社長、東芝ニュークリアエナジー米国社 会長兼社長 
 



 

    セッションセッションセッションセッション２２２２        ４４４４月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（木木木木））））９９９９：：：：３０３０３０３０～～～～１１１１２２２２：：：：３３３３００００    

「「「「今後今後今後今後、、、、原子燃料原子燃料原子燃料原子燃料はははは安定的安定的安定的安定的にににに供給供給供給供給されされされされううううるかるかるかるか」」」」    

    

 議 長：秋元 勇巳 (社)日本原子力産業協会 副会長、 

          三菱マテリアル(株) 名誉顧問 

 

 パネリスト： 

  スティーブ キッド 世界原子力協会(ＷＮＡ) 戦略・研究部長 

  モフタール ジャキシェフ カザフスタン原子力公社 社長 

  スジャルトモ スントノ 前 インドネシア原子力庁長官 

  ジェイ セイヤー 米原子力エネルギー協会(ＮＥＩ) 副理事長 

  森本 浩志 電気事業連合会 原子力開発対策委員会 委員長、 

        関西電力(株) 副社長 

  モーリス レンダース ＵＲＥＮＣＯ 専務取締役 
 

―――――――――――――――――――――――――――――― 
 

    セッションセッションセッションセッション３３３３        ４４４４月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（木木木木））））１３１３１３１３：：：：４５４５４５４５～～～～１１１１６６６６：：：：１５１５１５１５    

「「「「Locally and GloballyLocally and GloballyLocally and GloballyLocally and Globally――――――――青森青森青森青森がががが世界世界世界世界のののの原子力原子力原子力原子力にににに果果果果たたたたすすすす役割役割役割役割」」」」    

 

 議 長：神田 啓治 京都大学 名誉教授、エネルギー政策研究所 所長 

 

【基調講演】 

 「世界の中の原子力立国日本──その実現に果たす青森の役割」 

  舟木 隆 経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部長 

 

 パネリスト： 

  蝦名 武 青森県 副知事 

  岡﨑 俊雄 (独)日本原子力研究開発機構 理事長 

  兒島 伊佐美 日本原燃(株) 社長 

  末永 洋一 青森大学 総合研究所 所長 教授 

  桝本 晃章 電気事業連合会 副会長 



 

    特別講演特別講演特別講演特別講演２２２２（（（（ビデオビデオビデオビデオ講演講演講演講演））））        ４４４４月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（木木木木））））１１１１６６６６：：：：２０２０２０２０～～～～１１１１７７７７：：：：００００００００    

 

「気候変動への挑戦：エネルギーの新たな将来にむけて」 

  ラジェンドラ パチャウリ 気候変動に関する政府間パネル(ＩＣＰＰ) 議長 
 

―――――――――――――――――――――――――――――― 
 

    大会大会大会大会ステートメントステートメントステートメントステートメント        

 

 服部 拓也 (社)日本原子力産業協会 副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    学生学生学生学生セッションセッションセッションセッション        ４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（火火火火））））１２１２１２１２：：：：１５１５１５１５～～～～１４１４１４１４：：：：００００００００    

「「「「青森青森青森青森におけるにおけるにおけるにおける原子力原子力原子力原子力キャリアデザインキャリアデザインキャリアデザインキャリアデザイン、、、、最前線技術者最前線技術者最前線技術者最前線技術者たちのたちのたちのたちの思思思思いといといといと情熱情熱情熱情熱」」」」    

 

 主 催：日本原子力学会 学生連絡会 

 

 司 会：岡本 将典  神戸大学 大学院 

           日本原子力学会 学生連絡会 運営委員長 

 

 講演者： 

  佐藤 岳之  東北電力(株) 東通原子力発電所 技術課 

  高松 伸一  日本原燃(株) 処理事業部 放射線管理部 放射線安全課 副長 

  野中 仁   電源開発(株) 原子力事業部 電気グループ 

 



国際原子力機関設立国際原子力機関設立国際原子力機関設立国際原子力機関設立５０５０５０５０周年特別周年特別周年特別周年特別シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム    

「「「「原子力原子力原子力原子力エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー：：：：未来未来未来未来にににに向向向向けたけたけたけた世界世界世界世界のののの挑戦挑戦挑戦挑戦ととととＩＡＥＡ」ＩＡＥＡ」ＩＡＥＡ」ＩＡＥＡ」    

４４４４月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（火火火火））））    

 

主 催：国際原子力機関(ＩＡＥＡ) 

共 催：内閣府､外務省､文部科学省､経済産業省､(社)日本原子力産業協会 

 

議 長：リチャード ミザーブ  カーネギー研究所 所長 

 

 

    オープニングオープニングオープニングオープニング        ９９９９：：：：３０３０３０３０～～～～１０１０１０１０：：：：３０３０３０３０    

 

【挨 拶】 

  高市 早苗  内閣府特命担当大臣(科学技術政策) 

  今井 敬   (社)日本原子力産業協会 会長 

【来賓挨拶】 

  三村 申吾  青森県知事 

【記念講演】 

 「ＩＡＥＡ５０年の歩み」 

  デイヴィット ウォーラー  ＩＡＥＡ 事務局次長 

 

 

    原子力発電原子力発電原子力発電原子力発電とととと核燃料核燃料核燃料核燃料サイクルサイクルサイクルサイクル        １１１１１１１１：：：：００００００００～～～～１３１３１３１３：：：：００００００００    

 

【講 演】 

 「原子力発電と核燃料サイクル：世界的潮流とＩＡＥＡの活動」 

  尾本 彰  ＩＡＥＡ 原子力局 部長 

 「発展途上国における原子力開発と政府、国際機関の役割」 

  スニル アグラワル  インド原子力発電公社 理事 

 「米国における原子力発電の復活と政府、国際機関の役割 

  ジェイ セイヤー  米原子力エネルギー協会(ＮＥＩ) 副理事長 

 「日本の挑戦：原子力立国計画と核燃料サイクル」 

  本部 和彦  経済産業省 大臣官房審議官 

 「核燃料供給保証」 

  アラン マクドナルド  ＩＡＥＡ 原子力局 局長補佐官 

 

コメンテーター： 

  スジャルトモ スントノ  前インドネシア原子力庁長官 

 



 

    安全安全安全安全ととととセキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ        １１１１４４４４：：：：３３３３００００～～～～１１１１６６６６：：：：３３３３００００    

 

【講 演】 

 「世界原子力安全・セキュリティ・レジーム」 

  アイバス ギュルピナル  ＩＡＥＡ 原子力安全局 部長代行 

 「安全に関する知識と経験の共有と次世代への伝承」 

  ベルナール ロッシュ  フランス電力公社(ＥｄＦ) 原子力担当部長 

 「研究炉の安全とセキュリティ、地域協力」 

  ケイト マロウニー  豪原子力科学技術機構 安全･放射線科学部長 

 「原子力安全の基盤」 

  リチャード ミザーブ  カーネギー研究所 所長 

 「原子力安全に関する世界的課題と国際協力の必要性」 

  早田 邦久  原子力安全委員会 委員 

 

コメンテーター： 

  姜 昌 淳(カン･チャンスン)  韓国ソウル大学 教授 

 

 

    核不拡散核不拡散核不拡散核不拡散        １１１１６６６６：：：：３３３３００００～～～～１１１１７７７７：：：：１１１１００００    

 

【講 演】 

 「核不拡散に対する取組の動向と課題」 

  近藤 駿介  原子力委員会 委員長 

 「国際社会への確かな保証」 

  ジル クーリー  ＩＡＥＡ 保障措置局 計画部長 

 

 

    円卓会議円卓会議円卓会議円卓会議        １１１１７７７７：：：：３３３３００００～～～～１１１１８８８８：：：：３３３３００００    

「「「「原子力原子力原子力原子力エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー：：：：未来未来未来未来にににに向向向向けたけたけたけた世界世界世界世界のののの挑戦挑戦挑戦挑戦ととととＩＡＥＡＩＡＥＡＩＡＥＡＩＡＥＡ」」」」    

 

コーディネーター：鳥井 弘之  東京工業大学 教授 

 

登壇者： 

 袴着 実  文部科学省 原子力安全監 

 薦田 康久  経済産業省 原子力安全・保安院 審議官 

 スジャルトモ スントノ  前インドネシア原子力庁長官 

 ベルナール ロッシュ  フランス電力公社(ＥｄＦ) 原子力担当部長 

 デイヴィット ウォーラー  ＩＡＥＡ 事務局次長 


