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高速炉開発会議戦略ワーキンググループ（第１回） 

 

日時 平成29年３月30日（木）12：59～14：02 

場所 経済産業省本館17階第１～第３共用会議室 

 

○多田次長 

 ただいまから第１回戦略ワーキンググループを開催いたします。御多忙の中、皆様、御参集

いただきまして、まことにありがとうございます。 

 本ワーキンググループでは、資源エネルギー庁が事務局を務めさせていただきます。私は資

源エネルギー庁次長をしております多田でございます。よろしくお願いいたします。 

 会議の開催に当たりまして、大変恐縮でございますけれども、私のほうから一言申し上げさ

せていただきたいと思います。 

 はじめに、御案内のとおり、昨年末の高速炉開発会議で「高速炉開発の方針（案）」という

ものを策定していただきました。その策定に当たりまして、集中的に議論をいただいたところ

でありますが、本日お集まりいただきました関係者の皆様に大変御協力を頂いたと思っており

ます。改めて、この場で感謝を申し上げたいと思います。 

 「高速炉開発の方針」の中では、まず当面のアクションといたしまして、今後10年程度の開

発作業を特定する「戦略ロードマップ」をつくるということで、それを2018年を目途に策定す

るということを定めたところでございます。 

 この「戦略ロードマップ」の策定の検討の主体といたしまして、本日お集まりのメンバーに

よります「戦略ワーキンググループ」というものが高速炉開発会議の下に設置されたと、こう

いった経緯でございまして、本日はその「戦略ワーキンググループ」の第１回の会合、つまり

はロードマップの策定に向けたキックオフ会合であると、こういう位置づけでございます。 

 高速炉を含みます核燃料サイクルを推進するという方針は、我が国において長年にわたって

検討を積み重ねてきたものでございます。その中でも高速炉開発、これは皆様御承知のとおり、

長期にわたるプロジェクトでございまして、将来を見据えた一貫性のある継続した取組が欠か

せないところであろうかと思います。 

 改めて申し上げるまでもありませんが、この高速炉開発、我が国は４つのステップというも

のを歩もうとしております。実験炉、原型炉、そして、実証炉、実用炉と、こういった４つの

段階、あるいは４つのステップということでございますけれども、これに則して、我が国の現
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状を振り返りますと、実験炉、原型炉まで来まして、この第１走者、第２走者まで来ていると

いう状況かと思います。これを第４走者までしっかりと開発のバトンというものをつないでい

くということが大変重要かと思っております。これから我々がロードマップの策定という形で

進めるべき作業といいますのは、その第２走者であります原型炉の「もんじゅ」、この第２走

者が培ってきました知見といいますものを、第３走者、つまりは実証段階の走者に円滑に引き

継いで、これをどんなスピードで、どんなやり方で走っていくのかというところをしっかりと

再整理をする、こういった作業と言い換えられるかと思います。 

 第２走者の「もんじゅ」からは、知見というもののみならず、関係者が共有すべきさまざま

な教訓というものも得られたところでございます。これらは高速炉開発会議の中でも議論され

ましたし、先ほど触れました「高速炉開発の方針」の中でも、いわゆる開発の４原則という形

で、その教訓を踏まえた対応というものがまとめられたところでございます。 

 御承知のとおりかと思いますけれども、４原則というのは、国内資産の活用、世界最先端知

見の吸収、コスト効率性の追求、そして責任体制の確立、この４つのポイントであります。こ

れらを真摯に踏まえた上で、我が国の高速炉開発の歩みをとめることなく、着実に前へ進めて

いく必要があると考えておりまして、この「戦略ロードマップ」の策定に向けた議論というも

のは、まさにその第一歩と言えようかと思います。 

 この議論、恐らく海外からも、そして地元からも、現場からも、いろいろな形で注目された

プロセスかと思っております。また、この高速炉開発という方針について、積極的なお考えを

お持ちの方も、あるいは慎重なお考えをお持ちの方々も、皆様方から大変注目されてこようか

と思います。 

 その意味で、高速炉開発会議での議論におきましても、国内の全ての関係者が、それぞれの

責任を自覚し、役割を果たしていくこと、そして、その上で相互の連携を強化すること、これ

らが重要であるという点は世耕大臣からも何度も繰り返し御発言があったかと記憶しておりま

す。そういった共通認識の上に、本日お集まりの皆様方をはじめといたしまして、それぞれの

主体がみずから何をやっていくのか、何をやるべきなのかと、こういう点を皆様の頭に置いて

いただいた上で、今後の具体的な戦略ロードマップづくりという作業を進めていきたいと考え

ております。 

 本日、お集まりいただきました皆様方には、ぜひ今後の議論の中で忌憚のない自由闊達な御

意見をお願いしたいと思いますし、いわゆる正式なメンバーというのは、私も含めまして５人

ということになっておりますが、少なくとも本日はそれ以外の方々にもメーンテーブルにお座



 3 

りいただいております。正式メンバーに限らず、積極的な御意見を頂戴できればと思いますの

で、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

 それでは、早速議題に移っていきたいと思いますけれども、お手元の資料をご覧いただきな

がら、まず初めに資料１につきまして、事務局のほうから御説明をさせていただきたいと思い

ます。 

○浦上課長 

 経済産業省原子力政策課長の浦上でございます。 

 それでは、お手元の資料について御説明をいたしますが、本日御議論をいただきたいテーマ

は大きく分けまして３つございます。１つは、この戦略ロードマップをどのような体制で進め

ていくかという点、２つ目が、この戦略ロードマップに、どのようなことを盛り込んでいくべ

きなのかという点、そして３つ目に、この戦略ロードマップづくりを、次回以降どのような形

で進めていくかという点でございます。 

 資料の１は、ある意味、確認的にお配りをしている部分と、今回、新しくお示ししている部

分とがございます。「戦略ワーキンググループの設置について」という紙、これは高速炉開発

会議のクレジットになっておりますとおり、昨年末に開催しました第４回高速炉開発会議で配

布した資料でございます。その中で、この戦略ワーキンググループをつくる、この設置につい

て、もう既に高速炉開発会議のほうで合意をいただいておりまして、このメンバーについては、

この２ポツの（１）にございますとおり、高速炉開発会議メンバーの所属する組織の実務担当

者で構成するということにさせていただいております。 

 次のページにめくっていただきまして、現時点におけるメンバーということで、今日御参加

いただいている方々の固有名詞を入れさせていただいております。経済産業省からは多田次長、

文部科学省からは板倉審議官、三菱重工業のほうからは、門上原子力事業部長、電気事業連合

会からは、豊松原子力開発対策委員長、そして、ＪＡＥＡからは田口副理事長ということでご

ざいます。 

 本ワーキンググループについては、お戻りいただきまして、資料１、２ポツの（２）で書い

てございますとおり、このメンバーのほか、関係の事業者、有識者等の参加を求めることがで

きるというふうにされておりまして、３ポツにありますとおり、庶務については、原子力政策

課のほうで担うということになっております。 

 ４ポツ、その他というところに書いてございますけれども、このワーキンググループについ
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ては、原則として公開をするということでございまして、本日の会合についても、プレスの皆

さんを含めまして、全てオープンということでやらせていただいております。 

 よろしければ、資料の２のほうも続けて御説明を差し上げたいと思います。「戦略ロードマ

ップ」の検討体制ということでございます。 

 １枚めくっていただきまして、高速炉開発方針においての記載ぶり、これを抜粋してござい

ます。このワーキンググループの下で、今後のロードマップを策定するに当たりましては、国

際協力、そして常陽、もんじゅ、国内施設、こうしたプロジェクトごとにチームを組成し、そ

して、それらを束ねる統括チームを組成すると、こういうことが決められてございます。それ

ぞれについて、どういうメンバーで構成するかということにつきましても、既に「高速炉開発

の方針」の中で、概略が書かれてございますけれども、とりわけこの統括チームということの

役割について、次のページに書かせていただいてございます。 

 まさに本日お集まりいただいているように、高速炉開発会議の下で、この戦略ワーキンググ

ループというところにおいて、技術的な検討を進めていくわけでございますけれども、このよ

り現場に近い当事者において、この戦略ワーキンググループの作業を進めるに当たって、さま

ざまな下ごなしといいましょうか、調査作業であったり、あるいはロードマップをいざつくっ

ていくということになりますと、それなりに技術的な積み上げを大部にしていく、こうした実

務的な作業が必要になろうかと思います。この５人だけでやっていくというわけにはまいりま

せんので、この統括チームの中で、さまざまな現場の状況、あるいは進められているプロジェ

クトの進捗などを含めて、俯瞰的に把握をして全体統括を図る、そうした中で素案づくりなど

というものもした上で、最終的にはこのワーキンググループの中で決めていっていただくと、

こういう流れにしてはどうかというふうに考えております。 

 ちなみに、それぞれのチームでございますけれども、例えば国際協力チームでありましたら、

このＡＳＴＲＩＤ交渉を中心的に担っていくことになりますけれども、そうした交渉の状況に

応じて、チーム編成を整えていくということになりますし、常陽につきましても、再稼働申請

をすべく準備作業を進めてございますけれども、その進捗に応じて、それをどのように活用し

ていくかということの議論が、その次に来るということでございましょうし、もんじゅにつき

ましては、今、福井県さんなどとも、この廃止措置も含めた体制をどうしていくのかという議

論をさせていただいておりますので、こうしたもろもろの事情が進み次第、このチーム編成、

特定をしていきたいというふうに考えております。 

 統括チームにつきましては、その次のページにございますとおり、私をチーム長といたしま
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して、関係機関の実務、まさに現場で実務を担われている方を中心にメンバーを選定させてい

ただいておりまして、この別添のとおり、メンバーにしていきたいというふうに考えてござい

ます。 

 資料の説明は以上です。 

○多田次長 

 ありがとうございます。それでは資料の１、資料の２につきまして、何か御質問、コメント

がございましたら、お願いしたいと思います。御発言される方は恐縮ですけれども、お手元に

ありますネームプレートを立てていただければと思います。 

 それでは、板倉審議官、お願いします。 

○板倉審議官 

 文部科学省の板倉でございます。 

 この検討体制についてでございますが、まずそもそも実証炉以降に向けた取り組みとしまし

ては、先ほど話がありました常陽の活用やもんじゅからの知見回収というのがありますが、そ

の前に、従前行われておりました高速増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究、いわゆるＦＳと

いうふうに我々は申しておりますが、そういったＦＳ、さらには高速増殖炉サイクル実用化研

究開発、ＦａＣＴというふうに通称、呼んでおりますが、こういった活動もかなり前から続け

ております。これは本日お集まりの方々のセクターが参画して、続けられたものでございまし

て、相当の技術的な検討の積み重ねもあるということでございます。 

 そういう意味では、戦略ロードマップの検討に当たってはそのような積み重ねもしっかりと

取り組めるよう、この体制についても、ぜひご留意いただければと思っております。 

 以上です。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

 ほかにご発言がございましたら、お願いいたします。 

 それでは豊松委員長、お願いします。 

○豊松原対委員長 

 我々、電気事業者も高速炉開発、サイクル開発の事情を鑑みまして、今までも実証炉、実用

炉の概念検討にも参加させていただくとともに、今、おっしゃったＦａＣＴ、これにも我々は

参加させていただきました。また、もんじゅにも人を派遣させていただいておりますので、今

回も事業者として、将来を見据えて、これに参加させていただけると、ありがたいと思ってい
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ます。我々は軽水炉の知見がございますので、それも含めまして、経済性とか、そういうこと

も含めまして、いろいろご貢献できると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○多田次長 

 では、田口副理事長。 

○田口副理事長 

 原子力機構の田口でございます。 

 これは各チーム、統括チームの下にある４つのチームのうち３つは、常陽、もんじゅ、国内

施設という、これは機構の研究開発施設をどういうふうに使っていくかという問題になります。

ここでしっかりと検討していただいて、あるいは、我々も検討に参加しつつではございますが、

機構としてもこれらの施設をどうやって使っていくかということについては、改めて体制整備

も図っていく必要があると思っていまして、そこについてもご相談をさせていただきながら、

進めていきたいと、そういうふうに思っております。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

 それでは、門上事業部長、お願いします。 

○門上事業部長 

 三菱重工の門上でございます。 

 ご説明ありましたように、「高速炉開発の方針」というものに基づきまして、今回、戦略ワ

ーキンググループが行われて、統括チームのもとで、今後の高速炉開発の最適な戦略が構築さ

れるという運びになったということで、重要な第一歩が踏み出せたのかなというふうに、まず

思っております。 

 ２つ申し上げたいと思います。 

 １つは、当面の作業はロードマップの策定というふうに認識しておるわけですけれども、ロ

ードマップの策定と並行して、やはりそれを進めるための推進のプロセスですとか、あるいは

ロードマップを推進するための体制ですとか、そういったようなものもあわせて、しっかりと

検討して、固めていくということが肝要ではなかろうかと思います。これが１点です。 

 もう一点は、これもご説明のあったとおりでございますけれども、国内のいろいろな、例え

ばＪＡＥＡさんが大洗につくられていますＡｔｈｅＮａですとか、それから、フランスのＡＳ

ＴＲＩＤ、あるいは常陽等々のものを活用してやっていくということになるわけですけれども、
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それぞれのチームが、やはりそれぞれの戦略で工程をつくっていくということになろうかと思

いますけれども、ばらばらにやると、非常にまずいということで、そのために統括チームが整

合性のとれた推進を担っていくということだと認識しております。そこのチーム、それから、

それぞれのチームにも、我々はメーカーとしてぜひ参加させていただいて、注力させていただ

き議論を深めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

 今は検討体制について御議論いただいていますけれども、ほかに御意見はございますでしょ

うか。 

 私が意見を述べるのもよくないのかもしれませんが、恐らく今、まさにおっしゃっていただ

いたように、統括チームが非常に重要な役割を持つということ、それから、これまでのさまざ

まな知見があるし、そうしたものをきちんと踏まえてやっていく必要があるとなると、いろい

ろな人を巻き込まなければいけないんだけれども、それをぎゅっと束ねていく役割が非常に重

要になってくるということであります。 

 恐らく今後の議論の中で、これもやろう、あれもやろう、これもやろうと言って、積み上げ

ていって、みんなで気持ちよくやっていくだけではなくて、少しずつ、そうではなくて、ぶつ

かり合う部分なんかも、これから生じてこようかと思いますが、そうしたものを正面から受け

とめて議論をしていくというのが、このワーキングの非常に重要なところかなと思います。ぜ

ひ今後とも、この検討体制をつくった後の議論の中で、各チームレベルでの議論についても、

闊達な議論のぶつかり合いというものを期待したいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、今は資料２まで行ったので、次は資料の３ということで、事務局のほうから改め

て御説明をさせていただきます。 

○浦上課長 

 資料３、「戦略ロードマップ」の策定に向けた今後の検討事項と題した紙でございます。 

 一体、戦略ロードマップに、では何を盛り込んでいくのか、そのイメージを形づくるという

作業の参考に供するという意味でご用意させていただいている資料でございます。 

 １枚おめくりいただきますと、「高速炉開発の方針」における記載をまず、念のために確認

をさせていただいております。今後の我が国の高速炉開発の目標ということで、世界最高レベ

ルの技術基盤の維持・発展を図りつつ、安全性と経済性を同時に達成する高速炉を開発してい
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く。そして、将来的な実用化を図って、国際標準化に向けたリーダーシップを最大限に発揮す

るということを掲げております。その実現のために、開発目標等の具体化を図っていくという

ことにさせておりますし、開発の４原則ということを開発方針の中に書かせていただいており

ますけれども、そうしたことを踏まえながら、ロードマップをつくっていくということになっ

てございます。 

 ２ページ目をご覧いただきますと、今後の検討事項ということを整理しております。今後や

るべきことを段取りとして、イメージ化したものでございますけれども、まず、どういったも

のをつくっていくということを目指すのか、通常、この手の技術開発プロジェクトは開発目標

を特定するという作業から入ります。安全性、経済性、持続可能性、核不拡散性、そうしたこ

とについて、どのようなものを目指していくのかという大目標の設定であります。 

 それを改めて確認をした上で、それでは、では実際、将来、実現を目指す高速炉というもの

についての諸元をどのように決定していくのか、どういったものに決定していくのかというこ

とに議論が移るかと思います。 

 具体的には、どのような炉型を選定するのか、そして、出力規模として、どれぐらいのもの

を念頭に置くのか、そして、それぞれをどれぐらいの時期に実現させていこうとするのかとい

った点でございます。 

 その上で、３番目、目指すべき目標と炉型等々という諸元を決めた上で、では具体的にどの

ような技術を獲得していくべきなのか、今までどのような技術が獲得できていて、そして、さ

らにどういったものが必要になるのか、それを炉心、あるいはナトリウムの取扱いの知見、余

熱除去といったシビアアクシデント対策、どのような形でやっていくのか。そうしたこと、そ

れぞれについて整理をしていく必要があろうかと思います。 

 それを固めた上で、今後、国際協力と国内の施設、あるいは国内の技術基盤を活用していく

ということ、具体的にどこで何をやっていくのかということを張りつけていく作業、これが必

要になっていくということかと思います。 

 米印のところに付言をいたしましたが、それを固めていくに当たりましては、どのような体

制でやっていくのかということについても、段階に応じて、最適な構成というのがあるのでは

ないかと思っておりまして、それもあわせて、議論をしながら、固めていくという作業を並行

させていく必要があるのではないかということでございます。 

 それぞれについて若干、具体的に以下のページから申し上げます。 

 まず開発目標の設定というところでございますけれども、この真ん中の四角にあるところ、
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従前の開発目標ということで、先ほども議論が出ましたけれども、ＦａＣＴということで、２

００６年から高速増殖炉サイクル実用化研究開発という、研究開発プロジェクトをやってまい

りましたけれども、そのときに置いていた目標というものがございます。安全性であれば、軽

水炉及び関連するサイクル施設と同等の安全性の確保、核拡散抵抗性ということであれば、他

の原子力システムと同等以上のもの、経済性ということに関しては、発電原価が軽水炉等に匹

敵するということでありますし、持続可能性ということに関しては、放射性廃棄物の発生量の

低減、それから有害度の低減といったことを、これは代表的な記述でございますけれども、掲

げていたところでございます。 

 ただ、これは震災前の状況を前提にした検討でございまして、そういう意味では、これを震

災後の状況の中で改めてどのように咀嚼をして、何を目指していくべきかということを再設定

する必要があろうかと考えております。「高速炉開発の方針」の中におきましては、この新た

な技術的・社会的要請と掲げたところ、いくつか論点を既に提起してございますけれども、安

全性ということに関しては、福島事故の際に起こった事象をどう克服していくのかという意味

での安全性、あるいはテロ対策ということについても、国際的な強化の流れがある中で、それ

をどう踏まえることで、より高い安全性を確保していくか、こうしたことが求められていると

いうことかと存じますし、経済性というところに関しては、電力の自由化が進むという環境の

中で、実用に至る段階において、ほかの電源と比較をしたときに、それでもコストの優位性を

得られるといった経済性の確保が求められるのではないかと思っておりますし、それから、国

際協力の徹底活用ということも、高速炉開発方針の中では整理をしておりますけれども、その

活用によって、最新の知見を獲得して、開発コストを抑制していくことにもつなげていかなけ

ればいけないということでありましょうし、そして、中長期のエネルギー政策の方向性も踏ま

えた上で、やはり廃棄物の減容、有害度低減といったところに大きな貢献をするということが

期待されるということは引き続き、あるいは今まで以上に求められるということになりましょ

うし、そうした現代的な要請というものを踏まえた形で開発目標を改めて再整理する必要があ

るのではないか、そういう問題意識でございます。 

 １枚おめくりいただきますと、各国における開発目標、それではどんなものを設定している

のかということについて、若干、整理をさせていただいております。ちょっと、まず目を一番

下の段に向けていただければと思いますけれども、マルチの国際的なフォーラムで、第４世代

原子力システム国際フォーラム（ＧＩＦ）という枠組みがございますけれども、その中では、

これまで我が国が進めてきた開発目標に、思想とか方向性という意味で、類似の目標が掲げら
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れておりまして、持続可能性ということに関しては、燃料の効率的利用や廃棄物の最小化、管

理といったこと、安全性・信頼性ということに関しては、炉心損傷の発生頻度を抑える、敷地

外の緊急時対応もなるべく不要な形にしていく。経済性ということに関しましては、ほかのエ

ネルギー源を凌駕するようなライフサイクルコスト、あるいは金融リスクということも最小化

するような、そういったものにすべきだといった点であるとか、核不拡散抵抗性ということ、

あるいは核物質防護という観点、軍事転用の魅力度が低くて、摂取が困難という、そういった

要素が必要ではないかということが、これはマルチの場で、全体として世界的に求められてい

る要素でございます。 

 それを踏まえた上で、この上の段、各国がどのようなものをやっているかということでござ

いますけれども、大きく分けますと、放射性廃棄物の対策という要素に力点を置く国と、それ

から、エネルギーの確保ということに、今現在、課題として直面をしていて、したがって、そ

っちに重心を置いている国というものがございます。 

 フランスでございますと、ＡＳＴＲＩＤの開発目標の中では、持続可能性ということのうち、

とりわけ放射性廃棄物の発生量の低減ということを重視してございまして、経済性の目標とい

うことは、あえて設定がされておりません。その他については、ＧＩＦと同様の目標を設定し

ているところでございます。 

 他方で、この新興国、あるいはエネルギーの確保に腐心をされている国という、ロシア、中

国、インドといったところでは、とりわけ増殖性能を重視するという形で、目標の設定がなさ

れているということでございます。 

 それから、付言いたしますと、この燃料をどうするかということに関しまして、ロシアであ

れば、窒化物燃料の炉心といったことを模索してはどうかということになっておりますし、中

国、インドといったところにおきましては、金属燃料の炉心の導入ということを念頭に、さま

ざまな研究がなされているということでございます。 

 経済性につきましては、軽水炉と同等、あるいは今、実用化されている重水炉と同等の経済

性を目標にするという形になっているということでございます。 

 以上が開発目標の議論でございますけれども、ページをめくっていただきまして、２つ目、

諸元の決定の進め方ということに関して、いくつか材料を提供したいと思います。 

 将来、実現を目指す高速炉の炉型・出力規模を決定する上で、どういった点を考えながら作

業を進めなければいけないか。特に国際協力を活用してということでございますので、この国

際的な高速炉の開発動向というのを、我が国として、どのように勘案していくべきなのかと、
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こういった視点が必要なのではないかというふうに思っております。 

 釈迦に説法的な話でございますけれども、まずループ型か、タンク型か、先般の高速炉開発

会議の方針の中では、必ずしもどちらに決め切るということにはなってございません。ループ

型炉はいろいろなポンプであるとか、中間熱交換器、これを配管で接続するというところにシ

ステム上の特徴があるわけでございますし、タンク型については、それを一つの容器の中に収

納をするというところに特徴がございます。それぞれの特徴に応じて、メリット、デメリット

があるわけでございます。ループ型に関しては、全体、支持荷重が小さいということで、耐震

性の課題が比較的少ないと言われておりますが、他方で補修などの観点からすると、タンク型

に比べて、考えなければいけない要素が、例えば１次系の配管を切断しなければいけないので

はないか、あるいは接近して検査するということが、容易なのか、容易ではないのかといった

点がございます。 

 タンク型、その裏腹になりますけれども、支持荷重が大きいと、容器に大きな荷重がかかる

ので、出力規模を上げていこうとすると、どうしても耐震性が課題になってしまうということ

でございます。補修については、ループ型とは逆の特性で、１次系ポンプの補修の可能性とい

うのは容易であるということと、建屋を縮小することができるということが、特性から導き出

される要素になります。 

 他方で、このループ型、タンク型、違いはございますけれども、共通する技術課題というも

のもあるわけでございまして、そうした共通部分と、それから、それぞれに異なる要素という

のをどう切り分けて追及していくのかということが、課題として考えられなければいけないと

いうことかと思います。 

 次のページでございますけれども、ちなみにということで、これは高速炉開発会議の場でも

何度も確認をした資料でございますので、改めてということでございますけれども、これまで、

震災の前まではループ型をやっていくと、実証、商用炉段階においても、やっていくという前

提で、しかも最終的には電気出力150万ｋＷという、かなり大きめの炉をつくっていくことで

経済性を確保していこうという、こういう路線で考えておりました。 

 燃料に関しましても、主概念はＭＯＸ燃料ということですが、副概念は金属燃料ということ

で、それぞれ研究開発を進めていくということでございまして、実証炉段階においても、150

万ｋＷの半分の75万ｋＷのものを１基建設をしていくという方針であったところでございます

けれども、この前提が、果たして震災の後、我が国においてどこまで妥当していくのかという

ことについて、思いを巡らす必要があるということでございます。 
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 １枚めくりまして、これも高速炉開発会議の場で提示したものでございますけれども、世界

を見渡せば、タンク型を選考していく国が多くなっているということでございまして、しかも

2025年以降、これらの国が実証から商用の段階に向けて、さらに取組を加速していくという計

画が示されているところでございまして、この点を我が国として、どのように受けとめて対応

していく必要があるのかということを考える必要があろうかと思います。 

 次のページ、これは高速炉の開発ステップというところで、１点だけ確認をしておきたいの

が、この真ん中の列のところに、プラントデザインの決定というもの、これがいわゆる諸元、

炉型であるとか、出力を決めていくということで、このプラントデザインの決定ということが、

この先の高速炉開発における、大事なプロセスであるということを申し上げました。 

 ただ、そこにいきなり至れるということではございませんで、あくまでどのような要素技術

について、我が国は開発の知見を持っているのか、それを踏まえた上で、適切なこのプラント

デザインを決定していくという段取りを踏んでいく必要があるということでございます。 

 めくっていただきまして、ここから先は、どのようなロードマップのイメージになるかとい

うことと直結するイメージ図でございますけれども、こうした方向性を決めた上で、今後、獲

得すべき技術や時期、常陽やもんじゅで獲得してきた技術、知見、こういったものを再整理し

た上で、今後、どのような技術を獲得していくべきなのか、それをナトリウム炉特有の技術課

題というものに則して、整理をしていく必要があるのではないかということでございまして、

炉心について、何が得られて、これから何を獲得していくべきか、ナトリウム取り扱いについ

て、何が得られて、何を獲得していくべきか、シビアアクシデント対策について、どう考える

のか、プラントシステム技術・保守管理する上で何が必要なのか、こういったことを、これは

代表的な例を並べているだけですけれども、全体像を俯瞰した上で、整理をしていく必要があ

るのではないかということでございます。 

 次のページ、10ページ目でございますけれども、ここもちょっと繰り返しになりますけれど

も、それでは、こうした課題が整理されて、何が足りないのかということを明らかにした上で、

では優先的に何に取り組んでいくのかということであろうかと思います。 

 それから、これまで燃料につきましては、ＭＯＸ燃料を使っていくということを主概念とい

うことでやってまいりましたけれども、あわせて、諸外国の中で研究されている、この金属燃

料の技術ということについても副概念として、我々として知見を持っておこうということで、

進めてまいりました。そこのバランスといいましょうか、力の入れ方をこの先どうしていくべ

きなのか、こういった点も議論される必要があるのではないかということでございますし、そ
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れから、ループ型、タンク型、どこかで選ばなければいけませんけれども、やみくもに選ぶと

いうわけにもいきませんので、何が選ぶために必要な技術、知見であるのか、そして、どちら

に、共通するものというのもありますので、どこまでのことが、それを選ばない段階でもなお、

研究開発として進めていくべきなのか、こうした点を議論していく必要があろうかと思ってお

ります。 

 次のページは、国際協力と国内技術基盤の活用イメージということでございますけれども、

獲得していくべき技術的な要素がどういうものなのかということを整理した上で、それでは、

それをどこで、どのような形で研究開発することで、獲得をしていくのかということを、国内、

それから、２国間のバイの協力、マルチの国際協力、それぞれのいろいろなルートを使ってや

っていく道があるのではいかということでございます。 

 これも、これまでの議論の改めて再確認という部分が大きくなりますけれども、国内という

ことに関しまして言えば、常陽は実証炉以降のプロセスにおいても、その知見を得るために活

用ができるということで、国際的な照射試験ニーズなどにも対応しながら、そういう意味では、

国際協力に対応しながら、国内施設として活用していくということになりましょうし、もんじ

ゅにつきましても、これまでの知見というものをきちんと集約をして、次につないでいくとい

うことが大事ですし、それ以外、廃炉プロセスを通じて、どのような知見が得られていくのか

ということについても、それを確認した上で、有効に活用していくということかと思います。 

 それから、バイの国際協力ということに関しましては、日仏ということで、ＡＳＴＲＩＤ協

力、後ほど詳述いたしますけれども、昨今のさまざまな進展というものを踏まえながら、これ

から先、どれだけのものが取れていくのか、交渉を加速していくということが必要になります

し、日仏に限らず、実は日米におきましても、これまでＣＮＷＧという協力の枠組みが既にご

ざいまして、さまざまな協力を進めてきてございます。そうしたものを、どういった形で活用

していくかということも要素の一つにはなるのではないかと思っておりますし、マルチにつき

ましては、冒頭御紹介をいたしました、このＧＩＦの中で国際的な研究開発協力というのが進

んでおりますので、こうしたマルチの取組ということも活用できるものは活用していくという

ことになりますし、恐らく将来の規制基準の策定などを目指していきますと、こうした国際的

なマルチのフォーラムで、そうした適正な議論がなされるということが、この先の我が国の知

見獲得に当たっても重要な指標になっていくのではないかと思っております。 

 次のページ以降、ＡＳＴＲＩＤについて若干補足をさせていただいております。これは高速

炉開発会議の場で、フランスの関係者も来て、説明もしていかれましたので、詳細は割愛をい
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たしますけれども、2019年末までの協力ということが合意をされているということでございま

すけれども、今月、日仏の閣僚間の意図表明文書というのを、先般、オランド大統領と安倍総

理が会談をされた際に、世耕大臣と先方のカウンターパートとの間で締結されたところでござ

います。協力をさらに深めていこうということで、2018年の末までに、この先の議論について

も、議論を収束させていこうということで合意がなされたところでございます。その概要につ

いて、次のページに書いておりますけれども、詳細は割愛をさせていただきます。 

 若干、長くなりましたけれども、資料の説明は以上でございます。 

○多田次長 

 ありがとうございました。 

 それでは、この今、説明のありました資料３につきまして、皆様からコメントをいただきた

いと思います。先ほどと同様に、ネームプレートをお立ていただければと思います。 

 それでは板倉審議官、お願いします。 

○板倉審議官 

 まず全般についてですけれども、冒頭、多田次長からのお話にもありましたように、もんじ

ゅにつきましては、政府の決定によりまして、廃止措置に向かうということになったわけでご

ざいますけれども、このもんじゅという研究開発の現場、さらには、高速炉発電プラントの実

機、こういったものが今後なくなっていくという、こういう状況におきまして、将来にわたっ

て、高速炉開発にかかわる人材を育成し、確保していくためには、高速炉開発の道のりが将来

に向かって、きちんと具体的に続いているということを示していくということが非常に重要だ

ろうと考えてございまして、まさにこの戦略ロードマップは、その役割を果たせる、そういっ

た具体性を備えたものにしていただきたいと考えてございます。 

 そうした観点から、２点ほど質問をさせていただきたいんですけれども、資料の３ページに、

新たな技術的・社会的要請の中で、コストの話で、実用段階で他電源と比較したコスト優位性

を得る経済性の確保というのが新しい目標だということになっておりますが、これは従前の目

標であります、発電原価が軽水炉等に匹敵というものに比べると、具体的にどのような違いが

あるのか、比較対象が違うというのはわかるのですけれども、それは具体的にどのような違い

があるのかというのを、お考えを御教示いただきたいというのが１点目の質問であります。 

 それから２点目は、資料の８ページになりますが、高速炉開発のステップ、これにつきまし

てですが、今般、策定する戦略ロードマップというのは、この図で言えば、どこまでがスコー

プになるのかということを改めてお聞きしたいと思います。要はプラントのデザイン決定まで
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ということなのかもしれませんが、10年かけてプラントデザインを決めるというのは、時間を

かけ過ぎなのではないかなという気もしないでもないのですが、そういった観点からぜひ教え

ていただきたいと。 

 従前のイメージでありますと、通常の開発のステップというのは、基本設計、詳細設計、建

設というふうに進んでいくという段取りを想定しておりましたけれども、この基本設計という

のは、どこまでが含まれることになるのかということについて、お考えをお聞かせいただきた

いと思います。 

○多田次長 

 では、お答えをお願いします。 

○浦上課長 

 まず開発目標についての御質問ということで、資料の３の３ページ目で、下の段に掲げてお

りますものは、必ずしもこういう開発目標にしましょうということを確定的に申し上げたとい

うよりは、こうした社会的要請があるので、それを踏まえて、どうするかを考えましょうとい

う、こういう議論のための素材というふうに御理解をいただければと思いますので、これが何

か開発目標の案というわけではございません。 

 その前提で申し上げますと、恐らくこの実用化というプロセスは、数十年かけてやっていく、

長い時間がかかっていくプロセスということになろうかと思います。そうした時間をかけてい

く中で、原子力自体だけでもなく、例えば再生可能エネルギーについても、さまざまなイノベ

ーションということが起こるということを考えなければいけません。その数十年先、どのよう

なエネルギー環境に置かれているのかを、なかなか今の段階で、ああだ、こうだと、具体的に

特定するということは難しいわけですけれども、もし自由化の環境であるとするならば、当然、

電力事業者として見れば、さまざまな電源が選び得る中で、いろいろなメリット、デメリット

を考えながら、しかし、経済性というものが高い電源というのを選んでいくという、こういう

プロセスになるわけです。そういう意味では、原子力の中だけで競争する、軽水炉と将来の高

速炉が競争するというだけではなく、ほかの電源との間でも、恐らく競争しなければいけない

ということになりますので、そして、将来の他電源ともちゃんと競争できるようなものを考え

ていくという発想が必要なのではないかということを、この素材の中では提供したつもりでご

ざいます。 

 それから、どこまでのスコープという話でございますけれども、10年というスコープを置い

たときに、どこまでのステップに至れるのかということについては、なかなか特定しがたい部
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分というのがいくつかあろうかと思います。例えばタンク型を選ぶのか、ループ型を選ぶのか

ということに関しましても、恐らくは、このＡＳＴＲＩＤの交渉の中で、どれだけのものが得

られるのかということが、大きな分岐点として発生するのではないかというふうに思っており

まして、そうした進捗が、どこまで行けるのかに応じて、恐らく10年たった先に、段階論でい

うと、どの部分まで行けているのかということは違ってくるのではないかと思いますし、エネ

ルギー政策全般につきましても、まだまだいろいろと進展していく可能性があるということを

考えると、全体的に、これがどういう状況の中で、相対的にはめられるのかという問題が出て

くるのだろうというふうに思います。まさにそういった点を、このワーキンググループの中で

議論しながら、この具体化を図っていく必要があるのではないかと思っております。 

○多田次長 

 引き続き議論をさせていただきたいと思います。よろしいですか。 

 では、豊松委員長、お願いします。 

○豊松原対委員長 

 １点目は、11ページに国内、国際協力の関係を書いていただいていて、特に国内のところに

は大洗の常陽と敦賀のもんじゅを書いていただいています。軽水炉プラントもそうですが、高

速炉開発においても、やはり研究段階でも地元の御理解というのは極めて重要と考えておりま

す。大洗の結果、常陽の成果、もんじゅの成果、協力していただいて、こういう成果があった

んだというのを、当然、反映するとともに、やはり地元の方にもちゃんとお伝えして、継続的

な協力をいただくということを、ぜひお願いしたいと思っております。 

 そういう意味で、この国内というところの成果を活用するということと、やっぱりこういう

ことが皆さんの御協力で獲得できたというメッセージをぜひ送っていただきたいと思っていま

す。 

 以上です。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

 門上事業部長、お願いします。 

○門上事業部長 

 ８ページの高速炉開発ステップというところでございますけれども、右半分と左半分で、右

半分のほうは統合システム設計からということで、恐らくここで、実証炉なりの具体的な詳細

な検討が行われるというふうに理解するわけですけれども、２国間の国際協力、あるいは多国
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間の国際協力、あるいは国内のいろいろな研究、常陽を使った研究等があるわけですけれども、

特に我々メーカーとして忘れてはいけないと私が思っていますのは、やっぱりいずれの技術も、

自国の技術としてきちっと獲得していくと、あるいは積み上げていくということが肝要だろう

と思っております。そのためには、例えば、その中には、いろいろな試験データを得るという

ようなこともありますし、ちょっと雑駁な話になるかもしれませんけれども、いろいろな試験

設備をつくることによる、製造技術、ものづくりの技術といったようなことも含めて、我々の

技術として蓄えて、そして次につなげていくということが肝要かと思っております。 

 加えて原子力にかかわるということになりますので、当然、一番大事なのは安全性というこ

とになろうかと思います。その場合は、将来の許認可ということにもなりますので、そういっ

たようなものに資する、安全性をきちっと確保するという、許認可に資するような種々の技術、

あるいは情報もこの中で蓄積していくと、そういうようなものを織り込んだロードマップが必

要ではないかと考えております。 

 以上です。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

 田口副理事長、お願いします。 

○田口副理事長 

 まず初めに、先ほど豊松副社長のほうから言っていただいた、地元に対する説明でございま

すが、これは全く機構としても同感でございまして、ただ、我々はむしろ国のほうにお願いす

るというよりも、我々自身がこのロードマップに従って、研究開発を進めていく段階で、それ

が、その成果をきっちりと地元に説明していく、理解していただくことを機構みずからがやら

なければいかんと、そう思っております。 

 それから、あと先ほどの件で、10年というスパンが、これからの高速炉の実用化までを見た

ときの、一体どういう10年になるかというのが見通すのが難しい中で、見通すのが難しいとい

うよりも、いろいろな可能性のある中で、このロードマップをつくっていくというのは、大変、

ある意味では難しいことだと思うので、それにぜひ原子力機構としてはチャレンジをしていき

たいと、チャレンジをするために、この会議全体がチャレンジするために、最大限の貢献をし

ていきたいというふうに思っております。 

 その中で一つ、なかばちょっと個人的に申し上げたいのは、冒頭の多田部長のお話の中で、

バトンをつないでいくという表現があったわけですが、確かにランドマークになる常陽、もん
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じゅ、実証炉、実用炉、これはバトンなのかもしれませんが、ただ、実際に我々が、ある意味

では原子力発電におけるイノベーションをこの高速炉開発で実現しようとしているわけですか

ら、必ずしもリニアモデルにはならなくて、恐らくどこかで手戻りがあって、どこかに戻らな

ければいけないこととか、あるいは前に進みながら、横に展開していかなければいけないとか

という話が出てくると、いわゆるスパイラルモデルを意識した、多分、開発というのを我々は

考えていかなければいけなくて、それはきっと、人材の話も出ましたが、人材という観点から

も、これは高速炉だけをこうやって見ていく人材を育てればいいという話ではなくて、最終的

に、実用化のプラントをつくるまでの、非常に、これは先ほど規制の話も出ましたが、実を言

うと、規制のための人材もひょっとすると必要になってくるかもしれない。幅広い人材、それ

から、さらに技術的には、やはりきちんと、もちろんコストという制約、目標があるわけです

が、開発コストという、その裾野をある程度広げなければいけない。広げていかないと、将来

の不確実性にもなかなか対応できないということがあると思います。もちろんそこは投入でき

るリソースとのバランスを考えなければいけないということだと思いますが、ロードマップを

つくるに当たっては、ぜひそういう不確実性がある中で、どういうふうに、ある意味ではロバ

ストなロードマップをつくれるかということが、一つの大きなポイントになると思っておりま

す。 

 それから、これは一応、皆さんにお知らせしておきたいのは、今、先ほどから常陽、大変期

待されておって、これは先ほどのバトンの話だと一番最初のランナーなので、もうバトンを渡

してしまったということなんですが、バトンを渡した部分は、当初の増殖炉心でございますの

で、今は照射ベットとして、これは世界的にも非常に価値のある施設だと思ってございます。

これをだから、早く我々としては、新規制基準に対応させて動かしたいと思ってございまして、

本日付で新規制基準対応のための設置許可変更申請を規制委員会に対してしておりますので、

これは一日も早く運転再開できるようにしていきたいと思っております。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

  

 門上事業部長、お願いします。 

○門上事業部長 

 一番大事なのはやはり、開発目標の設定が一番大事なのかなと思っております。例えば、各

国は、先ほど目標がある程度、非常に明確になっているということなんですけれども、我々の
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場合は、放射性物質の減容化、有害度の低減というのがターゲットになろうかと思いますけれ

ども、それだけでよいのかというような話、高速炉の位置づけです。あるいは将来的には、今、

再稼働しつつあります軽水炉とのすみ分けとか、大きく言えば、プルトニウム・バランスをど

うするか、当然のことですけれども、そういったようなものも勘案して、しっかりと議論して

いく必要があるのではないかなと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○多田次長 

 豊松委員長、お願いします。 

○豊松原対委員長 

 ループ型かタンク型かについては、これから決定するということでありますが、ループとタ

ンクの共通技術ということで、10ページに炉心・燃料等ございますので、タンクを勉強しなが

ら、共通技術がいろいろ獲得できるという点は、当然、あると思います。 

 しかしながら、ループとタンクを決めるまでの間、ループ炉については、今まで研究してい

ますけれども、その研究の延長上で、やはり少し概念を勉強しておかないと、タンクとループ

の競争にならない可能性もございますし、バイで交渉するときも、みずからの技術がどれだけ

あるかというのは、結構大きな要素となると思います。 

 ただし、研究開発費用との関係もございますので、このバランスをどうするかというのが、

このロードマップは結構大事だと思っておりますので、ぜひその辺をまた検討をしていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

 田口副理事長。 

○田口副理事長 

 すみません、先ほどちょっと開発目標の話について、言いそびれていたんですが、この３ペ

ージに開発目標、下の技術的・社会的要請も含めていろいろ書いてありますけれども、この内

容について、多分、こういうものなんだけれども、実を言うと、このうちのどれを、どのレベ

ルで、どの段階で達成するかという問題が恐らくあって、実証炉をつくる段階なのか、実用炉

の段階なのか、あるいは実用化して、さらにその先で目指すべきものというのも恐らくあるん

だと思うので、その辺も意識して開発目標を、少し時間軸とそれぞれの項目の中身を考えた上

で設定するといいのかなと思います。 



 20 

 以上です。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがですか。 

 ありがとうございます。非常にいい御指摘が多々あったかと思います。なかなか簡単にまと

めることは難しいんですけれども、非常に大きく言えば、このロードマップづくりというのが、

まずはロバストというか、非常に幅広い議論をまずしっかり、将来を見越して、まさに時間軸

なんかを踏まえながら、まずテーブルの上にいろいろ載せてみる。それをどういうふうにやっ

ていくのか。問題はそこに、時間というリソース、お金というリソース、さまざまな制約があ

る中で、どういうふうに順序立ててやっていくのか、それから、途中でありました、手戻りと

いうものを、どういうふうに考えてやっていこうとしているのか、これはまさに、将来の10年

なのか、20年なのか、タイムフレームにも関係しますけれども、将来の見通しをどういうふう

に我々が持った上で、このことに取り組むのか、そのときに、開発そのものという課題と、そ

れから、そこから副次的に出てくる支える人材というものを、どういうふうに考えていくのか、

将来の人材に対するメッセージをどういうふうにこのロードマップの中に持たせるのか、そう

したところ、さまざまな要素があろうかと思いますし、あと門上事業部長からお話のあった、

それを自国技術で抱えるとという点も非常に重要なポイントです。自国技術で抱えたいんだけ

れども、しかし、自国だけでやっていていいかどうかという、ここら辺のジレンマがあって、

まさにそういったところに一つ一つ答えを出していくのが、このロードマップづくりなのかな

と思います。 

 いずれにしても、今日は検討の対象が一体どういうことなのかということで、事務局が用意

しましたものについて、さまざまな御意見をいただきましたので、今後の議論の参考にさせて

いただければと思います。 

 すみません、時間もちょっと押してきていますので、最後に今後の進め方ということで、こ

れは資料の４、最後に簡単に御説明をさせていただきます。 

○浦上課長 

 今後の議論の進め方の関係でございますけれども、今日もいろいろ御指摘をいただきました。

統括チームの中で、また改めていろいろな咀嚼をしていきたいと思っておりますので、技術的

に、あるいは実務的にこなせる作業については、並行して進めてまいりたいと思います。他方

で、本日も議論が出ました、ＦＳあるいはＦａＣＴなどの関係で、これまでもさまざまな学識
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経験者の方々に参画をしていただきながら、その検討を進めてまいりました。そういう観点か

ら、冒頭に御紹介いたしましたとおり、このワーキンググループはこのメンバー以外の有識者

も集めることができるという、こういう建てつけになっておりますので、次回以降、数回の間、

有識者等からヒアリングを実施するというようなことで、これまでの知見の蓄積、あるいは当

事者以外のところからいろいろなインプットをいただくということがあってもいいのかなとい

うふうに思っております。そうしたお話も聞いた上で、本日、まさに御議論をいただいたいろ

いろな要素を具体化していく作業ということを進めていければと思っておりまして、平成30年

中にこの戦略ロードマップ策定ということでございますので、それに間に合うような作業を適

宜進めていくということにしたいと思っているところでございます。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

 では、今の今後の議論の進め方につきまして、皆様からコメントがございましたら、伺いた

いと思います。 

 板倉審議官、お願いします。 

○板倉審議官 

 今後の議論の進め方全般については異論はありませんけれども、１点、要望させていただき

たいと思います。昨年末に決定されました、「『もんじゅ』の取扱いに関する政府方針」にお

きまして、「もんじゅ」を含む周辺地域を我が国の高速炉研究開発の中核的拠点の一つとして

位置づけ、「もんじゅ」を活用した高速炉研究を引き続き実施するとともに、高速炉実用化に

向けた技術開発等を実施するとされているところでございまして、先週、地元のほうからも、

高速炉開発における「もんじゅ」の活用や周辺地域の位置づけについて明確にしてほしいとい

ったような御意見をいただいておりますので、このような点にも配慮いただきながら、今後の

議論を進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 門上事業部長、お願いします。 

○門上事業部長 

 有識者の方々からヒアリングを実施する、すごく大事なことではないかなと認識しておりま
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す。どちらかというと、高速炉、あるいはその周辺の有識者、専門家の方だけではなくて、や

はりいろいろな人の御意見も重要かなと思いますので、学協会は当然ですけれども、いろいろ

な、ほかの産業界の方ですとか、さらに言えば、海外の方、ＡＳＴＲＩＤの方等々も含めて、

人選していただいたらいいのかなというふうに思います。 

 また、議論を進める中で、またこういう意見もあったほうがいいのではないかということも

出てくるかと思いますので、固めてしまうのではなくて、随時フレキシブルな対応をしていた

だけたらいいのかなと思いますので、よろしくお願いします。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

 中村様、お願いします。 

○中村室長 

 すみません、１点だけ。先ほど多田次長のほうからも、将来の人材へのメッセージという言

葉がありましたが、ここのいろいろな有識者からのヒアリングという中で、例えば、これはジ

ャストアイデアですけれども、将来を担う若い人たちからの意見なり、要望を聞く、そういう

機会をつくるのもあっていいのではないかと思いますので。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

 ほかにこの今後の進め方について、御意見、御質問、御要望等々ありますでしょうか。 

 それでは、もう時間も来ていますので、この資料４、今後の議論の進め方につきましても、

議論を終えさせていただきたいと思います。 

 最後に、私のほうから一言申し上げたいと思います。 

 今日はこの戦略ロードマップのまさに策定のキックオフということでありまして、今後議論

を深めていくポイントはどういったことなのか、あるいはどういうふうに進めていくか、議論

をどういうふうに進めていくべきか、さまざまな御意見をいただきました。先ほど少し途中で

申し上げましたように、非常に示唆に富む貴重な御意見だったと思っております。 

 先ほど事務局のほうからもございましたけれども、本日の議論を踏まえまして、次回以降の

この戦略ワーキンググループの開催までの間に、しっかりと事務的に統括チーム、こちらのほ

うのレベルでしっかりと整理をさせていただきたいと思います。 

 その上で、今日もいくつかご議論がありましたように、この戦略ロードマップ、我々、ここ

にいる限られたメンバーだけで議論して、何か物事を固めていくということにとどまらず、や
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はりさまざまな方々の御意見を聞いていくということが大事かと思っておりますので、内外か

ら、それから、若手の方々も含めまして、いろいろなレベルの話を、お招きしながら、お話を

伺って、そしてこの議論を深めていく、こんなプロセスを踏ませていただければと思います。 

 また、途中でもお話が出ましたし、私のほうからも、先ほども申し上げましたけれども、や

はり人材という部分は非常に大事なのかなと思います。この開発に、今、取り組む世代だけで

はなくて、これが長期のプロジェクトである以上、将来を担う人材がいないと、結局は物事が

しっかりと成り立っていかないということかと思いますので、これまでに培われた人材とか、

知見をどう生かしていくかという視点のみならず、将来の人材をどういうふうに確保していく

のか、あるいはそうしたものに関心を持っている方々に、学生さんとかにどういう希望を持っ

てもらえるのか、こういった観点からもこの議論というものを進めていくことが非常に重要な

のかなというふうに感じたところであります。そうした人材育成という視点も持ちながら、こ

の議論を続けさせていただければなと思った次第でございます。 

 本日は年度末の非常にお忙しい時間帯にお集まりいただきました。その皆様のご御都合の関

係もあって、本日は１時間限定という形でのワーキンググループにさせていただきましたけれ

ども、非常に中身の濃い議論をさせていただいたと思っております。今後の議論、統括チーム

の事務的な詰めというのも見据えながら、次回以降、しっかりとまた続けさせていただきたい

と思いますので、引き続き御協力をお願いしたいと思います。 

 本日はありがとうございました。 

 


