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高速炉開発会議戦略ワーキンググループ（第3回） 

 

日時 平成29年7月4日（火）16：30～18：00 

場所 経済産業省本館17階国際会議室 

 

○多田次長 

 それでは、ただいまから第3回の戦略ワーキンググループを開催したいと思います。 

 本日もご多忙の中、お集まりいただきまして､まことにありがとうございます｡ 

 本日は､原子力発電環境整備機構､NUMOの理事長､近藤駿介様､それから東京大学大学院工学系

研究科原子力専攻教授､山口彰様のお二方には､前回に引き続きまして今回も議論にご参加いた

だきたいと思います｡どうぞよろしくお願い申し上げます｡ 

 それでは、早速議事に入りたいと思います。 

 2回目の有識者ヒアリングとなります本日は、経済協力開発機構／原子力機関、OECDのNEA事

務局長、ウィリアム・マグウッド氏をお招きしております。 

 プレゼンターの選定に当たりましては、国際協力の場を積極的に活用することで、最先端の

知見を獲得し、国際標準を探求していくことが必要であると。それから、昨年の高速炉開発会

議にお招きいたしましたフランス及びアメリカからのプレゼンターのみならず、マルチの国際

機関からの視点も取り込むべきだ、こういった観点から今回マグウッド氏にお願いしようとい

うことになった次第であります。 

 本日、マグウッド氏からは第4世代炉におけるナトリウム冷却高速炉の位置づけ、世界にお

ける高速炉開発の動向や国際協力の潮流、そして我が国に対する期待につきましてご説明いた

だければと思っております。 

 それでは、マグウッド事務局長からご説明をお願いしたいと思います。 

○マグウッド事務局長 

 今日お話をさせていただきますOECD／NEAの事務局長、マグウッドと申します。3年間現職を

務めております。その前は、米国原子力規制委員会の委員でした。その前にはUSDOEで原子力

の部長でした。そこで米国政府の原子力R＆Dの責任者でした。 

 今日はNEAの事務局長といたしまして、またそれ以外の役職を通じましてお話をさせていた

だきますけれども、議論を楽しみにしております。 

 最初のスライドをご覧ください。NEAのプレゼンです。 
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 これは、31カ国がメンバーとなっております。また、中国のような主要なパートナーがある

ということ。喜ばしいことに、これから数カ月の間、9月に新しくアルゼンチンが公式なNEAの

メンバーになります。またルーマニアが10月には正式メンバーとなります。 

 NEAの目的としては、協力を推進していくわけですけれども、民間の原子力の利用というこ

とで推進活動をやっています。 

 次のスライドですけれども、我々は常任委員会というのを持っております。2つの委員会で

原子力の安全に関わっております。CNRAとCSNIですけれども、世界の規制機関が入っておりま

す。そして、放射性廃棄物の管理委員会というのがありまして、高レベル廃棄物の処分に関す

る問題、またデコミの問題、それからレガシー管理の活動を行っております。 

 そして、NEAは新しい常任委員会、技術委員会でデコミッショニング及びレガシーマネジメ

ントについての委員会を立ち上げる決定を10月までに行うということです。 

 それから、放射線防護及び公衆衛生に関する委員会、これは放射線防護、それから緊急時対

応といったことをやっており、それからNLC、原子力法制委員会、原子力の損害賠償などにつ

いて記載しております。それから、NDC、原子力エネルギー開発及び燃料サイクルに関する技

術及び経済性研究の委員会がございます。これは、原子力のR＆D及び原子力エネルギーに関す

る経済的な問題を扱っており、それから原子力科学委員会、NSCというのがありまして、原子

炉、それから燃料に関する科学的な側面を見ております。それから、MBDAVというのがありま

す。原子力データを見て先進解析プログラムをメンバーに提供しています。 

 これらの組織、委員会一つ一つがその下に専門家委員会、それからワーキンググループを持

っていて特定の問題について見ています。80くらいのグループがNEAの中にあります。現在、

様々な原子力科学技術政策面での検討を行っています。 

 次のスライドをご覧いただきますと、NEAというのは3つの国際的なイニシアチブをやってい

るわけですけれども、1つはGIFで、12年ぐらいやっています。私はその第4世代原子力国際フ

ォーラムの最初のチェアマンだったんですけれども、ここでは先進国が協力してR＆Dを行って

おります。その目的は、先進的な原子炉技術を模索することです。それから、多国間設計評価

プログラム、これは各国の安全規制当局によるイニシアチブです。ウェスティングハウスの

AP1000、アレバのEPR、それから韓国のAPR1400、ロシアのVVERのデザイン、そういったものが

入っています。 

 それから、最後に原子力エネルギー協力のための国際枠組みというのに66カ国が入っており

まして、その中には先進国も入っています。日米仏といった先進国も入っておりますし、また
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新しい技術を将来やっていこうというようなアフリカ、東南アジア、中東といった新興国も入

っております。 

 それから、21のジョイントプロジェクト、共同プロジェクトがあります。こういったプロジ

ェクトは長期のものも、短期のものもあるんですけれども、長期的ということで言うと、ハル

デン炉のプロジェクトというのがもう60年になろうとしております。これについては、よく御

存じと思いますけれども、さまざまな材料、試験、ヒューマンファクター研究などが行われて

おります。 

 それから、短期的な研究も行われております。数年間のスタディ、例えばベンチマークを先

進燃料に関して行っていくと。そして、そのシビアアクシデントのコードを福島の事故を経て

どういうふうに提供していけるかというようなプロジェクトもあります。これらの共同プロジ

ェクトが今後も拡大していくのではないかと思っております。 

 我々の活動の中でパリベースのIEAとも協力をしております。IEAはさまざまなエリア、エネ

ルギーの利用ということについての専門知識を持っておりまして、協力しながら、全体的なエ

ネルギーの中で原子力を位置づけるということが非常に重要です。 

 次のスライドは、IEAの2℃シナリオということをご覧いただいているんですけれども、これ

はある疑問に答えています。すなわち、各国のCO2の削減、COP21の議論に基づいてCO2削減に

関して疑問が提示されています。2050年にはCOP21のゴールが達成されているとすれば、エネ

ルギーはどうなっているかという疑問なんですけれども、このチャートを見ていただきますと、

エネルギー効率を50％ぐらい改善するとしたとしても、風力、太陽光、それから原子力、また

CO2の回収、これは現在も行われていますが、それが行われないとゴールは達成できないとい

うことがわかります。 

 原子力に関して言うと、キャパシティを2.3倍ぐらい増強しないといけないということにな

ります。そうなりますと、グローバルでは500基ぐらい、これから2050年の間に発電所を建て

なければいけないということになります。もちろん、これは予測ということではなくシナリオ

ですので、どの比率を使うべきだというようなことを我々は言っているわけではありませんが、

IEAが言っているのは、目標を最適な経済性を持って達成するとしたらどうなるかと。これが

解なわけです。発電所を増やしたくない国もあるでしょう。原子力をやらないということであ

れば、それだったら、どこのエリアで拡大をしなければいけないか、太陽光、風力を増やすと

いうことかもしれません。CO2の回収がもし上手くいかないとすれば、ギャップはさらに拡大

するということです。このチャートを見て我々が読み取らなければいけないことは、これらの
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ゴールの達成は非常に難しいかもしれないということです。 

 この中からどこか1つでも落とすことになれば、リスクの確率がさらに大きくなってしまう

ということです。我々IEAもまた、この原子力というものをこれからさらに検討しなければい

けないということでは同意しております。 

 次のスライドなんですけれども、2015年のNEA／IEAテクノロジーロードマップというものが

発表されました。これは、NEAのウェブサイトを見ていただくと無料で提供されております。

グローバルに原子力エネルギーの概観を示しております。そして、原子力が2℃のシナリオに

基づいてこれから拡大していく上でのバリアは何かというのを見せているわけです。 

 次はサマリーなんですけれども、どういう問題があるか。NEAは原子力、電力市場のひずみ

ということに関心を寄せております。電力のプライスがゼロだったり、ネガティブだったりと

いうのは、市場が機能していくとは言えない、失敗した市場です。それがコスト上のインパク

トを原子力を含むベースロードプラントに与えているということです。 

 また、常につきまとう長期運転の問題もありますし、GenⅢ／GenⅢ＋のプラントの建設可能

性の問題もあります。 

 皆さんご存じのとおり、東芝が財政問題を米国のプロジェクトに関連して抱えております。

そのプロジェクトは順調に進んでいたにもかかわらず、そんな状態なわけなんです。ですので、

財政面でリスクの管理をこういったプロジェクトにおいてどうするのかという問題があるとい

うことです。 

 それに加えまして、これはフィンランドのプロジェクトですけれども、あとはフランスのプ

ロジェクトやそれ以外の世界の各国におけるプロジェクトは、コストやスケジュールに従って

建設が出来ないのではないかというふうな疑問を持たせるような状況だと思います。 

 それから、先進的な技術については、小型モジュール炉等が注目を浴びていますけれども、

まだ建設をしたり運転したりしたことがありません。ですので、経済的に成り立つのかすら分

からない状況です。 

 それから、また特に日本はそうかもしれませんが、それ以外の国でも安全性の問題というの

が一般公衆で懸念されております。福島後、これがとても重要な要素になっております。 

 それから、今もなお問題なのが、500の新たなプラントを建設していくというと、それは核

不拡散上問題だというふうに心配する声もあるわけです。 

 それからもう一つ問題があります。ほとんどの国で解決されていないのが長期的な処分です。

廃棄物の処分という問題です。 
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 一握りの国では、フィンランド、スウェーデン、フランスなどでは進展がありましたけれど

も、ほとんどの国においては、まだこれは解決されていない問題で、まだまだ解決までに時間

がかかるものと思われます。 

 次のスライドをご覧いただきたいと思います。 

 この最後の2つに注目しながら、ここからは話を進めていきたいと思います。今後、高速炉

の研究においても、ここは重要なポイントになってくると思います。私がエネルギー省で高速

炉の話をしていた時には、コンテキストがありました。それはあくまでも核不拡散、それから

廃棄物、そういった側面での議論だったわけです。それ以外の要素を考えても、これは1つの

シナリオかもしれません。限定された一握りの高速炉を燃料サイクルや廃棄物の対応のために

運転していくというのも1つかもしれません。ただ、軽水炉を置きかえる形でそれを導入して

いくという考え方もあると思うんです。いずれにしても、こういった2つの問題については考

えなければいけません。 

 次のスライドをご覧いただきたいと思います。 

 これは、念頭に置いておくべき内容だと思っております。核燃料といいますか、1950年代に

民間企業が原子力エネルギーに取りかかった時の背景を説明しております。 

 使用済み燃料がリサイクルされるということがその時は大前提だったんです。50年代、60年

代の科学者たちが、もし今の2017年の状況を知って、使用済み燃料をどうしようなんていう議

論をしているというふうに聞いたら、びっくりすると思います。あくまでもこれは再利用する

ということ、高速炉で使うということが前提だったからです。 

 さて、そのように申し上げてきましたけれども、やはり様々な理由から核不拡散に対して気

を使わなければなりません。 

 この軽水炉の使用済み燃料でも兵器に利用することは可能は可能です。ですから、悪用され

る可能性はあります。ただし、発電所を増やすということが必ずしも拡散のリスクを増大させ

るということは言えないと思います。例えば、UAEは新しい建設を今進めていますけれども、

燃料サイクルも確立していくということをコミットしております。ですから、きちんとそうい

う状況があれば、拡散のリスクというものは広がっていかないと思います。 

 使用済み燃料は、深地層処分が可能だと思っています。科学は確立しています。ただ、規制

の問題が今なおありますし、また多くの国では立地も問題かもしれませんが、科学的なところ

はしっかりと確立ができていると言えます。 

 それからもう一つ重要なのは、使用済み燃料の処分は、必ずしもそこで拡散の懸念が無くな



 6 

るという終わりではないわけです。プルトニウムが地下に処分されると、時間の経過とともに

取り出しやすくなります。アクセスしやすくなるということです。ですので、そのリスクを認

識する必要があります。 

 ということで、プルトニウムの問題をどうするのかということ、それは燃焼して使ってしま

うという考え方ができると思います。科学界も長きにわたってそれを考えてきたわけです。核

の拡散とかエネルギー化の問題だけではなく、それを燃やすことによって長期的に環境に対す

るリスクを減らせることが出来るというふうに考えて関心を示してきたわけです。 

 次のページで少し詳細を申し上げます。 

 これはどんな利益と、それからバリアがあるのかということを示しています。地層処分、直

接処分の話です。これは技術的には十分可能です。上手くいくと確信をしています。先ほども

申し上げたとおりです。また、柔軟なアプローチでもあります。というのは、廃棄体の形やそ

の中身が何であれ、新地層処分は対応ができますし、色々な場所で処分の方法をとることがで

きます。 

 それから、右側にも書いてあるように、立地が今なお、ほとんどの国においては政治的な課

題となっております。どうすれば、一般公衆がこういった科学界の廃棄物に対する判断につい

てどうすれば安心をしてもらえるのかということを解決していなければいけません。ウランの

価格は今低くなっていますけれども、使用済み燃料の直接処分では、エネルギー含有量の95％

を捨ててしまうということをも意味しますので、忘れてはなりません。 

 あと技術的な課題があります。ほとんどの国においては、深地層処分をするのであれば、規

制的なコンテキストの中で、この核種を100万年に至るまで隔離ができるということを示す必

要があります。そのためには労力も時間もかかります。ですから、科学以上に多分私が思うに

は、一般公衆を説得できるかどうか。100万年先を見越してどうなるのかを言えるかどうかと

いうところが問題だと思います。 

 また、プルトニウムはさっき言ったとおり、そのまま残りますから、時間が経てば経つほど、

それを取り出すことが容易になります。 

 さて、次のページです。現行の再処理技術について申し上げています。 

 今の再処理技術は、商用的にも立証された技術です。特にフランスでは、この経緯がありま

す。また、体積も低減しますし、アクチニドの含有量も低減します。とはいえ、そんなに大き

く含有量が減るわけではありません。 

 それから、再処理の後の廃棄物は、容易に貯蔵することができます。 
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 ラ・アーグの施設、いらしたことある方がいらっしゃると思いますけれども、ご覧になると

大変感心したのではないかと思います。長期的に、安定的に貯蔵することが可能です。また、

原子力燃料のエネルギー含有量をより多く利用することを可能にします。 

 また、エネルギーセキュリティも向上します。ただ、現行の再処理技術で問題なのは、分離

プルトニウムに対する懸念です。これまでずっと問題になってきました。核兵器の利用という

ところが常に問題としてつきまとっています。 

 仮に再処理が先進国できちんと管理されたもとでやっていく分には良いものの、そこまで進

んでいない国でも再処理を助長するのではないかという議論も浮上しております。 

 また、あとは再処理における環境に対する影響も懸念されます。私自身が常にこの現行の再

処理技術について心配している点は、処分場に対する要求がこれによって緩和されるわけでは

ないという点です。従来の再処理技術では、直接処分とほとんど状況は変わりません。当然コ

ストは、その分かかります。 

 皆さんならばご存じだと思いますけれども、新しいPUREXのプラントを建設するというのは

複雑であり、非常にコストがかかります。予測でいきますと、アレバが再処理工場をアメリカ

で建てようとした時に、これは10年以上前ですけれども、その10年以上前で200億から300億ド

ル程度かかると言っていました。 

 ということで、次世代のリサイクル技術が注目されているわけです。これが分離と変換にな

ります。この部屋にいらっしゃる皆さんは、私以上にこの技術について御存じかもしれません

が、考え方としましては高速炉を使用して毒性を減らすというものです。アクチニドを破壊す

ることによって減らすということです。それから、核分裂生成物です。 

 あと高速炉でないにせよ、加速器を使って廃棄物の性質を変えていくということが考えられ

ています。理想的に言えば、毒性を1,000年レベル位まで下げることができるのではないかと

いうのがこの技術を追求している人たちの夢です。 

 それから、このページの一番下の項目について一言申し上げますと、これを仮に広範に使う

となると、1,000年のエネルギー源を提供することができるということになります。理想的に

聞こえるかもしれませんけれども、きちんとやらなければいけなくて、考えなければいけない

こともたくさんあります。でも、エネルギーへのアクセスは増えます。 

 次のスライドです。 

 このHLWの体積、有害度を低減するということ、またエネルギー含有量の90％以上が利用可

能になるということ、また直接処分よりきちんとやれば、高い核拡散の抵抗性を有することに
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なるかもしれない。リサイクルの技術の中で、単にプルトニウムだけではなくて、アクチニド

の混合物を核兵器では使えないようにするということも可能になる。そうすると、核不拡散性

は強化されるわけです。もちろん、R＆Dをやらなければいけません。 

 そして、コストに関しては誰も商業規模でやったことはないので実証が必要です。そうだと

しても、核不拡散のコミュニティは、あらゆるリサイクルに基本的には反対なので、そういっ

た課題というのは引き続きあるということです。 

 次のスライドですけれども、これは余り詳しくカバーするつもりはないのですけれども、こ

ういったところが原子力科学で見ていけるということです。 

 さまざまな委員会がワーキンググループとかエキスパートグループというのを持っていて特

定の分野に注目しているということなんですけれども、原子力科学委員会の場合には、エキス

パートグループがマイナーアクチニドの管理を見たり、燃料サイクルに関して、それから原子

力システムについてのワーキングパーティーもあります。こういった問題について非常に詳細

に検討していくということです。 

 次のスライドですけれども、この数年の間に出てきた報告書の中で、科学コミュニティの中

ではリサイクル、先進的な使用済み燃料のリサイクルに関心が集まっているということです。

NEAのウェブサイトを見ていただくと詳しく載っているので、ぜひご覧いただければと思いま

す。 

 燃料サイクルは高速炉無しでは余り役に立ちませんので、この高速炉というのが議論の一部

になるわけですけれども、次のスライドを見ますと、Generation Ⅳ、第4世代International 

Forum、GIFというものなんですけれども、これは基本的に、DOEオフィスで私が昔見たスライ

ドがずっと続いているんですけれども、このストーリーを非常に明確に語っていると思うんで

す。今日の原子炉がGeneration Ⅱであるとすれば、AP1000のようにGeneration Ⅲも若干始ま

っているわけです。しかし、Generation Ⅳの場合、その目標というのは安全を高めて廃棄物

を最小化して核拡散の抵抗性もアップする、経済性も向上するということなわけですけれども、

しかし第4世代炉が第3世代炉に取り換わるかというのは全く違うと思うんです。各国色々な状

況があります。しかし、第4世代炉によって幾つかの問題を解決し、原子力の問題、例えば廃

棄物の問題などの解決の手助けになるのではないかという期待はしております。 

 次のスライドなんですけれども、各国がどういう研究を行っているかということについてま

とめたものなんですけれども、この左側のリスト、SFR、ナトリウム冷却高速炉、超高温原子

炉、鉛冷却高速炉、それから超臨界圧水冷却炉、ガス冷却高速炉、それから溶融塩炉というこ
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となんですけれども、これらは第4世代の技術です。GIFではこのリストを今も使っているわけ

なんですけれども、各国が各エリアでいろいろな活動を行っております。 

 日本はR＆Dのプログラムを持っている中で、各国の中では第4世代のテクノロジーの6つのう

ち5つに日本が関与しているという意味で非常に関与が強いということになります。日本のリ

サーチプログラムは非常に重要だということの証左でもあるわけですけれども、次のスライド

をご覧ください。 

 高速炉に関しては、様々な活動が世界で行われているわけですけれども、ここで申し上げた

いのは、全てのプロジェクトが同じような成功の確率があるというわけではありません。どれ

が進んでいるというようなことはここでは申し上げませんけれども、非常に資金がついていて

進捗を見ているところもありますし、これはどちらかというと要望のレベルを出ていないプロ

ジェクトもあります。中国とかインドのような国が最初の高速炉を作ったところという状況で

すけれども、このスライドには載っていません。それは現在の技術を使った取組だからです。 

 これを見てみますと、イタリアとルーマニア、それからチェコがALLEGROというやつですけ

れども、一番下です。こういった国々で大きな注目を集めております。それから、BREST-300、

これはロシアが長い間、この小型鉛冷却高速炉ということです。それから、BN-1200、これは

私先週モスクワにいたんですけれども、BN-800というのを見てきました。いらっしゃったこと

がなければ、ぜひ。非常にインプレッシブでした。 

 これが1200をやるかどうかということを今決定しているところで、これを実証炉ではなくて

商業炉として作るかどうかを決定しようとしているところです。 

 こういった技術、色々あるんですけれども、コスト、BN-1200についての財務的なコストの

面については余り聞くことができませんでした。それから、フランスはASTRID。日本もASTRID

についてはよく御存じだと思います。600MWの実証炉です。あと数年のうちに意思決定が行わ

れるということです。 

 そして、テラパワー進行波炉というのがありまして、これはプライベート、このリストの中

で民間の会社は1つなんですけれども、これはビル・ゲイツさんがやっているプロジェクトで

す。これは核拡散抵抗のある炉をつくって、非常に安全で様々な国で使えるというもので、こ

れはテラパワー進行波炉、燃焼度が非常に高くて、リサイクルが必要ないというものです。テ

ラパワーという会社は、中国と実証炉を作るということを交渉しているようです。私は何カ月

か前に中国にいたんですけれども、プロジェクトについて検討を始めたところで、まだ決定は

していないんですけれども、進捗をするのではないかというような状況のようでした。 
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 それから、最後にALLEGROです。これはヘリウム冷却の高速炉ですけれども、スロバキア、

チェコ、ハンガリー、ポーランド、フランスのCEAが支援してきたということなんですけれど

も、こういったリスト、世界でこういった動きが現在あるということです。 

 一つ一つのプロジェクトを見ていただきますと、高速炉の問題というのは多くの国がまだ考

えていることだということがお分かりいただけるかと思います。 

 次のスライドなんですけれども、これは燃料サイクル、それから先進新型炉ということなん

ですけれども、NEAの中で色々なところで取り組まれています。さまざまなエリア、原子力開

発の中で新型炉システムと将来のマーケットニーズに関する専門家グループもあります。経済

的なことも考えているわけです。 

 それから、原子力安全技術・規制の中で、これは原子力規制の下のグループなんですけれど

も、ここでGenⅣ、GIFのリサーチャーが規制当局と話し合いをして、第4世代炉に関して規制

がどういうふうに対応していくかというようなことを話し合うところですので、これが拡大し

ていくかと思います。 

 1つ問題として、我々いろいろな国々で研究を行うわけなんですけれども、我々は研究を実

施に移す段階で、そこまで効率が図れないということがあります。例えば、研究室や大学で非

常にお金を使って技術的なポイントを見ているわけですけれども、それを研究室から現場に、

実施の段階に移すというところでなかなかうまくいかないということがありました。 

 ですので、次のスライドで原子力イノベーション2050というのをつくりました。 

 これは多角的に、多国的にやっていこうという取組なんですけれども、中期的、長期的に必

要な研究に取り組んでいくための枠組みです。そういうイノベーションが必要だと考えられて

いるわけです。プラス、どんな障壁がそこにあり得るのかということを取りまとめたのがこの

イノベーション2050です。 

 次のスライドに行きまして、どんな目標を定めているかということをお示ししたいと思いま

す。イノベーションの共通のアジェンダを開発して、その中でイノベーションを導入していく

ためにどんな障壁があるのかということも特定し、さらにインフラやどのような研究開発のた

めの資源の共有ができるのかということも考えております。 

 この議論の中で様々な分野を網羅していますけれども、それぞれについてアクションプラン

を用意して、どんなバリアがあってどんなことが達成し得るのかということを特定しています。

多国的なアプローチを使って規制当局も巻き込んでいきたいと思います。この規制当局という

のは、どうもそれぞれの国の研究者と連携をしていくことが苦手のようで、なかなか意見が聞
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きにくいので、規制当局もしっかりと最初から巻き込んで先進的な研究に反映できるようにし

たいと。しかも、それを多国的に国際的にやっていきたいと考えています。 

 さて、次のスライドです。 

 原子力イノベーション2050の専門家が特定した分野です。皆さんもなじみのあるものばかり

だと思います。第4世代のシステムや先進的な再利用、リサイクルなども含まれております。

様々なトピックがあります。それぞれにつきロードマップを用意して、どのように進めていき、

どんな課題をどう対応していくのかを考えます。 

 次のスライドです。 

 誰がそれぞれの分野のリードを務めているのかということを示しています。なじみのある名

前も出てきたのではないかと思います。JAEAの上出さんが先進機器のトップを務めてくださっ

ています。GIF、CSNI、CNRAなどが関わってやっているものです。それ以外にも数多くの方が

関わってくださっています。 

 次のスライドはアドバイザリーパネルの参加者です。全体の話はここでやっています。イギ

リスのNNLの方がトップです。 

 それから、JAEAの上出さん、それからCEAのCARREさん、またさっき言っていた米国のKemal

さんなども名前が出ております。 

 レポートができましたら、より広くこれを色々な方に見ていただきまして、御意見を頂戴し

たいと思っております。 

 それでは、ここで少し話を切り換えたいと思います。たくさんの項目が上がってきています

けれども、私からの世界状況に対する考え、見解を申し上げたいと思います。 

 原子力エネルギーというのは、歴史の中で非常に難しい局面にあると考えております。当然

今までも安全性の問題はありましたけれども、今日は経済性も問題になっていて、これまでに

はなかった状況です。経済性、財政的な側面というのは、原子力発電所のせいでは決してなく

て、それこそプラントの運転は昔以上に順調だと言えます。ではなぜかというと、再生可能エ

ネルギーが多くの市場に導入されて、しかもそれを非常に積極的に政府がやったということと、

もう一つは化石燃料の価格が下がっているという背景があります。 

 それから、3月11日の事故後の原子力安全に関する公衆の懸念も取り上げなければなりませ

ん。中国もそう。日本ももちろんそうですけれども、あとは韓国、台湾、そういった国々、ド

イツでもこういった影響が出ております。私も色々な国を回っていますけれども、世界的に見

ましても大きな影響が出ていますが、この原子力を相変わらず突き進めている国も多いわけで
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す。教訓が得られた、そして前に進めばいいという、そういう考え方が見られております。 

 それから、産業のサプライチェーンにおける歪曲が問題になっています。AP1000のプロジェ

クトに関して米国で問題になったのも、ここです。それによって遅延が発生しております。 

 それから、あとは強力な政府の支援により、従来と異なるNSSSの供給事業者の出現があると。

特に中国などではこれが見られておりまして、1つの課題となっております。 

 次のスライドです。今度は研究になります。これは私が懸念しているところをここに申し上

げておりますが、原子力エネルギー2050というプログラムにおいて、先進国の研究が苦戦して

いて、ほとんどの国においては予算が横ばい、ないしは縮小している。研究のインフラも老朽

化しているという、とても難しい局面があります。 

 また、熟練した科学者、エンジニアが引退しているにもかかわらず、それに取ってかわる若

手が出てきていないし、また政府がこういった大規模なプロジェクトに対して資金を拠出続け

るという意思が今までのようには無いというのが問題です。 

 トップがどんどんと代わっていく中で、長期的なプロジェクトの持続可能性が課題となって

いると思います。他の国でもそうだと思うんです。新しい大統領が就任した、あるいは長官が

就任したという時には利害関係が変わってしまって、継続性が損なわれる可能性もあります。 

 次のスライドです。これはまさに今後のビジョンだと思っている点で、初めてこの写真に出

会ったのはNRCの会議で何年も前に話をしていた時なんですけれども、とても興味深い写真だ

と思ったんです。アメリカのAEC、この原子力委員会から、これは後のエネルギー省になるわ

けですけれども、それとNASAは、いずれも1950年代に原子力の取組を始めました。それこそ原

子力委員会はそれまでの状況を引き継いで商用原子力発電に切り換えなければいけなかったわ

けです。それから、ロシアのV2ロケットを引き継いだNASAは、爆発しかしなかったようなロケ

ットを何とかしなければいけなかった。それを両方の機関がたったの15年にわたって素晴らし

い成果を上げました。 

 恐らくこの2つの組織の最大のピークだったのが1960年代で、その写真が撮られたのはその

頃です。プルトニウムを発見したSeaborg博士、AECの委員長だった人物とNASAのJames Webbと

いう長官が一緒に写っている写真です。火星に到達できたのも彼らがいたからです。 

 こういった人たちが自分たちが見ることもないような取組の足がかりを決めたということは

素晴らしいことだと思います。彼らがやったことがつながって、今火星に行けるようになって

いるわけです。そういった長期的なビジョン、長期的な科学技術に対するビジョンが今は見ら

れておりません。少なくともビジョンがあるかもしれませんけれども、予算という形態にはな
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っていません。 

 次のスライドになりますが、日本について見解を述べるように言われましたので、1つ申し

上げたいと思います。まず米国の観点から申しますと、私がDOEで仕事をしていたときには日

本が羨ましくて仕方がありませんでした。というのは、日本にはビジョンの継続性がありまし

た。科学技術のビジョンの継続性。アメリカではなかなか維持されていなかった継続性があっ

たわけです。アメリカのエネルギー省は、大統領がかわるとエネルギー省のトップもみんな代

わってしまう。120名ぐらい政治任命される人がいるんですけれども、途端にその人物たちが

代わるわけなんです。新たな人たちが入ってきて仕事をしなければいけないという状況でした。

今だって、そういう状況なわけです。 

 技術プログラム、それから取り組んでいたプロジェクト、そういったものもあっという間に

政権交代を受けて変わってしまう可能性があるわけです。原子力だって、そうやって苦戦して

きたわけです。2年、3年で終わるプロジェクトじゃないですよね。何十年もかかるわけです。

その持続可能性が得られないわけですから。 

 ところが、日本は長期にわたって継続性があったということで羨ましく思っていました。3

月11日以前のモデルとしては我々が羨ましいと思っていたわけです。また、資金も安定してい

たし、あとはしっかりと熟達、熟練した科学者やエンジニアもいましたし、技術的なインフラ

も研究開発の側面でも素晴らしいものを持っていて、多くの国と国際協力もしていて、またあ

とは核不拡散も保障措置においても評判も高かったということは、多くの国が日本と協力する

ということは容易にできたと思います。協力しようと、先進燃料をやろうというふうに言った

としても、国によっては懸念されてしまってできないところもあると思います。それが日本相

手だったら、幾らでもできますから。 

 というわけで、3.11の後はこういった取組が止まってしまったわけですけれども、ここから

どうするかというような状況であると思います。現在、歴史的に見ても、色々な理由があって

考えるべきだと思いますけれども、変わっていないことがあります。それは1次エネルギーの

95％を輸入しているということです。そして、中東の石油に非常に頼っているということです。

日本で使う石油は中東に依存している。再生エネルギーは成長している。まだそれほどレベル

は高くないですけれども、それは増加すると予想されているわけです。そして、そういった全

体の中で、日本はCOP21の他の締約国とともにこれからCO2の削減を計画している、非常に色々

なことをやっていかなければいけないわけです。 

 次のスライドなんですけれども、これはどの国でも非常に重要だと思うんです。すなわち、
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グローバルな意味合いとか、他の国が何をやっているか考えなければいけないんですけれども、

何しろ、日本にとって最善のことをしなければいけないというのは当たり前のことです。一つ

一つの国が自分達にとって何が一番いいかということをやっていかなければいけないというこ

となんです。 

 そういった観点から考えますと、こういったことに関して将来電力はどうなっていくのか。

特にベースロードの電力というのが電力供給のパーセンテージを落としていく、それからリサ

ーチを1回やめてしまうと、それをやり直すというのは非常に難しくなるということです。

1990年代にDOEが失って、そこからもう回復することができなかったというような設備をたく

さん我々は持っているわけです。それを以前に、1990年代に持っていたものを取り戻そうとし

たら非常にコストがかかってしまうという状況です。しかし、電化が大幅に成長することは自

明です。電気自動車も非常に増えていくでしょう。となりますと、電力供給は拡大していかざ

るを得ない。どのようなエネルギー源であっても、もっともっと大きなインフラを、過去に比

べて大きなインフラを使っていくということです。そうなりますと、発電はどうしていくかと

いうのは非常にさらに重要になってくると思います。経済の競争力を考えて、各国はCO2の削

減をしながら電力供給を拡大しなければいけない。そうなると、選択はきちんと考えなければ

いけない。コスト、信頼性が将来さらに重要になってくるということです。 

 次のスライドなんですけれども、これは既に私が申し上げたことですけれども、日本は非常

にユニークな果たすべき役割を持っているということなんです。原子力技術ということに関し

て色々な会議、色々な場に出てきましたけれども、テーブルでリードする声を常に持っていた

のは日本です。NEAに関してもリーダーシップの役割を持ち、我々がやっていることで、新し

い技術という意味では非常に重要な参加国です。 

 また、米国の人はAP1000を作るまでは理解していなかったかもしれないと思うんですけれど

も、新世代の技術で何かを作ろうとする時に、非常に多くの機器、主要な部分は日本が供給し

ているということなのです。ですので、日本の産業が無かったらこういうプロジェクトは可能

でなかったかもしれない。なので、こういった、これは問題とは言えないのかもしれませんけ

れども、将来にわたって考えていかなければいけないと思います。 

 それから、先進的なリサイクルということを考えたときに、必ず不拡散ということを考えな

ければいけません。その観点では、比類なく核不拡散という舞台、核兵器の核不拡散を叫ぶ非

常に力強い声を持っていると思います。なので、日本は非常にユニークな役割を果たせると思

います。日本の将来を考えるに当たって、日本にとって何が一番良いかが一番重要なのは自明



 15 

ですが、国際的な背景も重要です。 

 最後になりますけれども、日本で原子力の将来ということを考えた場合、パブリックアクセ

プタンスが非常に重要だと思います。3.11以降の公衆の信頼を取り戻すということだと思いま

す。福島の広野に私は行って、地元の方とお話をしていたんですけれども、NDFがフォーラム

を開催していまして対話が行われたんですけれども、これは何年も人々は深く感情が傷ついて

いるので長く取り組んでいかないといけないと思います。 

 それから、これはそこで技術の大学の学生さん達ともお話をしてきたわけなんですけれども、

事故の話をしていると、ものすごく感情的な問題になってしまうんです。ですので、これはも

う本当に長い時間をかけて克服していかなければいけないんですけれども、TMIの事を考えま

しても、レイク・バレットはNRC、DOEの両方に勤めていて、現在はコンサルタントになってい

ますけれども、NRCにいた際、TMIの事故の時に、その危機に対応していた人物で、彼が言って

いたのは、福島の人と2012年あたりで話をしたときに思ったのは、彼がペンシルバニアのハリ

スバーグでTMIの事故の後でみんなと話をした時ほとんど同じだと言っているんです。福島に

比べるとTMIの事故はそこまでではなかったんですけれども、それでも10年、15年とたって状

況は変わって、基本的に米国の人は原子力産業を許した、そして新しい建設が行われているわ

けです。なので、可能性はあるんですけれども、傷が癒えるには時間がかかるということです。 

 それから、信頼性とエネルギーセキュリティということなんですけれども、先進国の社会で

は、エネルギーの信頼性、それから安定性をずっと多くの国で化石燃料に頼って享受してきま

した。ゴールとして、これから再生エネルギーは導入されていると思います。私はそれは支持

します。しかし、その再生エネルギー、原子力エネルギー、それ以外のエネルギーのミックス

を検討していかなければいけないということです。また、ここにいらっしゃる方たちは原子力

技術ということを長いこと研究していらしたわけですけれども、それはゴールではないと。そ

れは未来への可能性、未来への通り道だということです。原子力技術は1つのオプションでし

かないわけですけれども、それを探索していかないことにはそのオプションは失われてしまう

んです。なので、オプションは全て持っているべきだと思います。 

 米国で天然ガスがこんなにブームになるなんて、15年前に誰が予測したでしょうか。10年前

に福島の事故を誰が予測したでしょうか。未来は常に予測不能なものであり、常に変わってい

くものです。なので、一番良いのはオプションを十分に用意しておいて、何かが変わっても対

応できるようにしておくということだと思います。 

 それから、最後になりますけれども、日本の声、日本のリーダーシップは将来において未来
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を形づくる上で大変良いと思います。大きな助けになると思います。次のステップ、例えば高

速炉の議論にしても日本は敬意を払われていますし、日本のプログラムというのは世界でも非

常に重要です。日本のアドバイス、リーダーシップというのは世界の他の国にとっても引き続

き重要だということを申し上げたいと思います。 

 最後は、パリの郊外にある我々の本社なんですけれども、ぜひいらしていただきたいと思い

ます。今は気候も大変いいです。よろしければ、来ていただいたらワインでも飲みましょう。

ありがとうございました。（拍手） 

○多田次長 

 マグウッド事務局長、ありがとうございました。 

 原子力、あるいは高速炉の話に限らず、エネルギー政策全般、あるいは日本が置かれている

状況、これから我々が検討していく、あるいは考慮すべき事項、非常に幅広くご指摘をいただ

いたと思います。非常に包括的なプレゼンテーションをまことにありがとうございました。 

 それでは、残りの時間を使いまして、皆様からコメントを頂きたいと思います。今のマグウ

ッド事務局長に対するご質問、ご意見はもちろんでございますけれども、今日2人出ていらっ

しゃる近藤先生、山口先生に対しましても、もしよろしければご質問、あるいは前回の議論と

の続きでのご意見、ご質問等があればお願いしたいと思います。もちろん、近藤理事長、山口

先生からもご質問、ご意見があればよろしくお願いをしたいと思います。 

 ご発言される方は、お手元にあるネームプレートを立てていただきますようお願い申し上げ

ます。 

 まず早速でありますけれども、ちょっと冒頭で私のほうから1問だけご質問させていただき

たいと思います。 

 最後のところで、全てのオプションをオープンにしておいた方が良いと、アベイラブルにし

ておいた方が良いといったようなお話があったかと思います。私ども、これから高速炉開発に

ついてロードマップというものを作るのがこの会合のミッションなわけでありますけれども、

そのときにロードマップを実際に作っていくということを考えると、そのオプションを広げて

ずっと持っているということと何かをリソースを集中していくということというものがある意

味矛盾というか、相両立すべきところが非常に難しいかなというふうに思いますが、こういっ

た点についてマグウッド事務局長はどういうふうに思われるのか。 

 一つの私どもの回答は、日本一国でできることには限りがあるので、国際協力というものを

しっかりやっていくということが一つの答えだと思うんですが、マグウッド事務局長はどのよ
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うに思われるのか、ちょっとコメントいただければありがたいと思います。 

○マグウッド事務局長 

 ありがとうございます。素晴らしいご質問です。それこそ今回答されたんじゃないかと思っ

てしまうぐらいですけれども、現実、GIFを12年ほど前に立ち上げたときに、今まさにおっし

ゃったことを目指したんです。考え方としては、幾つかの国で1つの技術をやって、また幾つ

かの国でほかのものをやる。そして、それぞれの技術の進展を見ていくというものでした。 

 最初のGeneration Ⅳを立ち上げたときには、米国では高速炉については取り組まずに他の

人たちがやっていることを見守ろうというふうに決めたんです。ですので、あまり参加は積極

的にせずに、高温ガス炉に努力を集中させたんです。その理論は何かというと、物事が進展し

ていけば技術的な方向性も見えてくる。ナトリウムなのか、それともガス炉なのか、それとも

鉛なのか、少しずつ見えてくるだろうと思って、見えてきた段階で、ほかの国とパートナーシ

ップを組んで、そういったものを追求してきたところと連携をして、そのタイミングを見計ら

おうというふうに考えたんです。 

 私自身はどう考えていたかというと、このナトリウムは興味があると思ったんですけれども、

米国で持つ必要は無いと思ったんです。それこそ日本で進んでいましたから。では、どうやっ

て高速炉の建設コストを下げて競争優位性を出していくのか、経済性を出していくのかという

ようなところがとても重要ですよね。そんなことを考えられました。それこそアメリカのEPR

Ⅰなんていうのはナトリウムの高速炉でした。そこは分かっていたんだけれども、値段がかか

ってしまっていたので安く作る方法は知らなかった。日本はそれを取り組んでいた。だから、

そこは日本にやってもらって、どこまでいくのか見て、我々が合理的だと考えた段階でそこに

乗っかれば良いじゃないかと思ったんです。 

 残念ながら、今の状況を見てみますと、そういった国際的な社会における一枚岩な状況では

なくなっています。色々な国がばらばらにやっていて連携ができていないと思うんです。これ

は極めて遺憾だと思っています。というのは、全てをそれぞれがやるリソースなんてありませ

んから。 

 こういった高速炉のプログラムについては、少なくともできないと思います。もしかしたら、

まあ、勝ち組、負け組を言いたいわけではないんですけれども、間違いなく進んでいくなとい

うふうに思っているものはあります。決してそれは全体の中で大きなパーセンテージのもので

はありません。特にOECD諸国においては、こういったプログラムを前進させていくに当たって、

長期的な資金調達をしていかなければ成功しませんので、それでは難しいわけです。ですので、
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このGIFを立ち上げたときのようになりたいと思っているくらいです。多くの国で合意をして、

それぞれ分担をして技術を追求していくというやり方ができたらいいのにと思っています。そ

うじゃなければ全ての選択肢を維持していくことは難しいと思います。 

○多田次長 

 ありがとうございました。 

 それでは、皆様方からご質問、コメントございましたら、積極的にお願いできればと思いま

す。 

 近藤理事長、お願いします。 

○近藤理事長 

 ただいまは、マグウッドさんから、原子力研究開発における多国間協力の現状について包括

的なレビュー、極めて有益なお話をお聞かせいただきました。ただ、私は、研究開発は原子力

政策の達成手段ですから、研究開発やそのための国際協力について議論する際には、それは短

期的な課題の開発のためのものか、中期的な課題や長期的な課題の解決のためのものかという

ことをはっきりさせて議論する必要があると考えています。 

 短期的な課題は、今ある既存のシステム、プロフィットセンターを、より効果的、効率的に

使うための研究開発で、これは確実にやらなきゃならないものです。 

 中期的な課題は、既存技術を置き換える技術、次の時代のプロフィットセンターを用意する

研究開発で、次世代軽水炉の技術開発がそうであるように、ある期間内に必ず達成する意気込

みでリスクをとって行うものです。 

 それに対して、長期的課題というのは、探索型アプローチで取り組むものです。このアイデ

アはうまく実現したらこんなに良いことがあるから、ものになるかどうか探ってみようという、

そういう位置付けで取り組みが行われるものです。 

 ２０世紀の終わりにあたって、ビルはそう考えて用意したのかどうか分かりませんけれども、

当時、既に社会で使われていたGeneration Ⅰ、Ⅱの軽水炉に対して、当然様々な改良努力が

短期的取り組みとしてなされていたのですが、それと並行して、主としては、特に安全性と経

済性を強化して軽水炉時代の主役になるべき軽水炉の開発が中期的取り組みとしてなされてい

た。これがGeneration Ⅲの軽水炉開発活動です。その先頭はABWRであったのですが、それよ

り先を行く設計提案もあって、あえて先行者と区別するためにGeneration Ⅲ＋とか＋＋とか

言って開発活動を進めていた人もいたけれども、とにかく、既存の軽水炉を置き換える軽水炉

を用意するために、それを開発する取り組みが各国でというか、各軽水炉の供給者によって行
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われ、これを国が中期的取り組みとして支援してきたのです。 

 これに対して、原子炉技術は軽水炉に止まるかというと、いや、色々な可能性を実現できる

ということで様々な原子炉開発提案があリ、実際にその可能性を探る取り組みが大学・研究機

関で行われていた。国際的にも、それらのうち特に持続可能性と多目的利用の可能性を有する

原子炉を探索する研究開発は長期課題として推進する意義があるということで、Generation 

Ⅳの原子炉開発と整理されて協力の仕組みが用意された。その後、Generation Ⅲ技術は

Generation Ⅳ技術と併存することもあるんだとか、それが研究開発課題の整理の枠組みであ

ることを忘れて、実用化することを確実し、実用化した段階のことを心配する議論をする人も

いるぐらいに、この概念は多くの人々に大事にされたのですが、原子力委員会は絶えず、これ

は研究開発の取り組みの整理の枠組みであることを強調し、そうした観点から、それぞれに対

してどのような力の入れ具合であるべきかのレビューを忘れないようにしてきたのです。 

 で、今日の主題の国際協力ですが、まず、短中長期の課題に取り組むにあたってこの国際協

力をどう有効に使っていくかを整理しますと、私は、短期的課題は自分の持ち物の性能を維持

するために達成しなきゃならない課題ですから、自分で取り組むのが筋ですが、確実に達成す

るために是が非でも活用したい能力を持っている相手がいれば、それと組んでその成功確率を

上げることはあっていいというのが、この課題の解決に向けての取り組みにおける国際協力の

あり方だと思うんです。これに対して、中期的課題の取り組みにおいて国際協力をどうしたら

良いかというと、この課題はリスクを賭して取り組むものですから、単路線よりは複数路線で

開発して成功確率を上げる、そういうことが可能なら他国と組むことは良いし、またこれに投

入できる使える資源が限られていれば、資源を共同投入してコストエフェクティブな取り組み

で確実に成果をあげる国際協力を成立させることができれば、それは良いことと思うわけです。 

 一方、長期のものは未来における実現の願望が動機ですから、同じ動機を有する国が手を携

えて、それぞれに知恵を出し合いながらいろいろなアイデアの研究開発を進めて行く、そうい

う国際協力、共同作業はあって良いに違いないわけです。 

 国際協力と原子力開発に関しては、原子力委員会はこんなふうに整理して絶えず目配り・気

配りをしてきたんです。 

 ところで、国際協力は相手があって成立するものですから、この取り組みの国際協力をどう

しましようかという時には、それぞれの国の短中長期の要素を含む研究開発ポートフォリオ・

ビジョンにおけるその取り組みの位置づけが問題で、これがお互いにずれていたり、これをは

っきりせずしてとにかく国際協力でと言い出しても、相手と同床異夢になり、上手くいかない



 20 

のです。 

 高速炉については、90年代はじめぐらいまでは高速増殖炉を民間が次世代の原子炉として開

発する意欲を持っていたから、国もこれをいわば中期的課題に整理して取り組んできた。けれ

ども、スーパーフェニックスの経済性が軽水炉の2倍だとか3倍だとかということが分かり、自

分たちで設計してみてもなかなか経済性の面で軽水炉を置き換えていくべき存在と言える実証

対象が見えてこない、そこに「もんじゅ」のトラブルもあり、これはなかなかそうもいかん、

次世代原子炉は再び軽水炉で、高速炉はなお、その実用化可能性を実証する研究開発を推進す

る段階ではないとされ、これを長期的課題に整理することになったのです。 

 他方で、このような経緯から、我が国は燃料サイクルについては海外の再処理施設を使って

までしてリサイクル路線の実現を追求し、プルサーマルを実現してきて、今はこの路線を支え

る六ヶ所工場とMOX燃料工場を実現して燃料リサイクルシステムを国内に完成しようとしてい

る状況にある。このシステムはウラン資源があまり無いと思われていた時代に軽水炉から高速

炉に移行していく時代を支える燃料サイクルシステムとして整備することとされたものですが、

それがそうでもないやということになり、福島事故が発生して原子力依存度を下げる決意をす

る中でこのシステムが稼働し始めるという状況で、我々は高速炉のどういう特性の実現可能性

を長期課題として追求するのか、さっきご紹介のようなWaste Minimizationという役割の重要

性、魅力を強調する人もいますが、海水ウランやトリウムの選択肢も開発価値があるという人

もいて、どうもこの点がボケている。 

 実用化の可能性、つまり、競争力ある技術が用意できることが見えてきても、実際に使うた

めには燃料サイクルシステムをそれを生かせるシステムに変えないといけないわけですけれど

も、各国見て見ましてもここはウィーク、長期課題だからどんな可能性でも開発に挑戦するこ

とは良いこと、システムのことは開発が進んだ段階で考えれば良いという考え方で皆さん、集

まっておられるかもしれませんが。。 

 しかし、今我々が置かれた状況は、軽水炉で自前のプルトニウムを使っていくという、MOX

燃料で使っていくというシステムをようやく完成しようとしているところで、しかも、電力自

由化があり、FITが導入されて、再生可能エネルギーの実用化開発が加速されているという厳

しい環境の中ですから、いかにしてこのシステムを使い込んでいくかが今最大の課題になって

ところですから、長期課題とはいえ、高速炉というのをどういう可能性を探索するのだという

ことを明らかにして、国際協力の仲間を募っていくべきではと思うのです。 

 六ヶ所で再処理してプルトニウムを使っていくと、だんだんプルトニウムが高次化しますの
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で、軽水炉で使いにくくなる。しかし、もし高速炉があれば、これも前回お話ししましたけれ

ども、プルトニウムを若返らせることができるわけです。あるいは、そうしていくと、MOXに

段々マイナーアクチナイドが溜まってきます。これをごみの中に、ガラスの中に入れていくと

発熱量が高くなってくるので、マイナーアクチナイドを分離、それを高速炉で燃やすという仕

組みがあると、それはそれでまたサステイナビリティが上がることになる。高速炉の色々な可

能性を探索するチームがあると思うのですが、自分はこういう特性の活用可能性を追求したい

のだといういうことを明らかにして、同床異夢にならない協力関係を作っていくことが大切で

はと申し上げたいのです。 

 このことは、さっきのマグウッドさんが紹介された2050年に向けたコンプリヘンシブなスト

ラテジーの議論には必ず出てくると思うんです。どれだけのインフラがあり、技術インフラも

あり、経済的なファイナンスのインフラもありと。こういうものがあるので、これを探ってみ

たいだと、それなら協力しようということになると私は思っているんです。そういう作業をや

ってこそ意味のある国際協力ができると思うのです。今我々はこれをやらなきゃならないし、

国際社会も、マグウッドさんのところでも幸いこうした課題に興味持たれているようですが、

私としては、このワーキンググループでもきちんと議論されるべきことではないかと思ってい

ます。 

 以上。 

○多田次長 

 今の近藤理事長のコメントは、どなたかに対するご質問とかということではなくて、ここで

……。 

○近藤理事長 

 ひとり言です。 

○多田次長 

 みんなで重く受けとめて考えていきたいと思いますし、このワーキンググループの検討の範

囲を超えているような中身も含んでいたと思いますし、また国際社会と一緒に検討していかな

きゃいけない部分もあったかと思います。ありがとうございます。 

 では、ほかの方々ありましたら。よろしいですか。では、森山さん。 

○森山研究官 

 資源エネルギー庁の森山です。 

 もう少し具体的な質問なんですけれども、中小型炉について少しお聞きしたいと思います。 
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 先ほどオプションの話もありましたし、また近藤先生からも中長期的な問題の議論がありま

したが、日本ではそれほどこれまで中小型炉ということは追求してこなかったんですけれども、

高速炉を長期的に戦略を考えていく上で中小型炉の役割ということもよく検討する必要がある

んではないかと思っています。 

 これまで日本では経済性を高めるために大型化して、相対的な経済性を高めようという方向

で検討してきましたが、一方でアメリカなどでは中小型炉の開発、あるいは提案ということも

なされてきているわけです。各国の新型炉の開発状況を見ておられる立場から、この中小型炉

の開発の背景ですとか意義とか、あるいは理由とかをどういうふうに見ておられるか、ぜひお

考えをお聞きできればと思います。よろしくお願いいたします。 

○マグウッド事務局長 

 質問、ありがとうございます。近藤先生がおっしゃったことでちょっとコメントさせていた

だきたいことがあります。とても重要なポイントだと思いましたので。 

 すなわち、全体的な脈絡の中で原子力技術の実施、開発、進化を見ていくと、他の技術とは

ちょっと様子が違います。 

 例えば、1962年の飛行機を見ますと、ボーイング787、複合素材でオプティカルファイバを

使って、ワイヤーではなくて光ファイバを使ってというような夢を見たわけです。ただ、夢と

しては良いけれども、それは実際は作ることはできなかった。お金をどんなにかけたとしても、

1960年代じゃ無理だったわけです。原子力はそういう状況かと思います。 

 我々は、いつも一足飛びに何かを達成しようとするんです、ちょっとずつ進化するんじゃな

くて。他の技術分野とは違って、我々に巡ってくるチャンスというのは余りないわけなんです。

とはいえ、その研究というのは非常に重要だと思います。我々の技術というのは、今立派なも

のだと思いますけれども、それは40年前の人々がR＆Dをやってくれたからなんです。何も魔法

でもって高燃焼の燃料ができたわけでもないです。過去に色々な研究が行われて今があるわけ

です。 

 ですから、今日我々研究をやっていかないと、40年後にどうしてこういうものないのかなと

いう話になるかと思います。ですから、我々原子力というのは、ちょっと変わった技術進化の

パターンだということを申し上げたいと思います。 

 それから、小型炉に関してなんですけれども、小型炉は常に最初から同じ課題があったと思

います。すなわち、規模の経済と製造の可能性、製造できるかどうかというところのバランス

であって、そこはこれからも検証していかなければいけないんじゃないかと思います。 
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 その設計のタイプにもよるんですけれども、例えば、小型モジュール炉だと独立したユニッ

トであって、格納建屋とか支援システムというのが一つ一つあって、それをたくさん作ると、

リモートでやるというふうなことだと非常に高くなってしまうと思うんです。 

 もう一つのアプローチとして、ニュースケールの技術、これが米国のNRCで試運転を始めた

というものですけれども、ウエブサイトに書いてありますけれども、これは小型のモジュール

で、12のモジュールが1つのプールに入るということで、これは小型モジュール炉というより

も、色々な方法で部分を作っているというようなことだと思います。 

 なので、コストの問題というのは、一つ一つのモジュールで建屋を作るというのとは違うと

思いますけれども、だから、どの技術に注目しているのかということ、それから製造の可能性

で規模の経済をオフセットできるのかということだと思います。設計によっては非常に難しい

と思います。 

 というのは、炉のコストというのは土木が非常に大きいんです。コンクリートとか、建造物

の部分が非常に大きいと思います。そのニュースケール、NSSSのシステムというのは、モジュ

ールごとに1億ドル以下です。ですけれども、建物は25億というような非常に高いわけです。

なので、コンクリートが多ければ多いほど、土木が多ければ多いほどコストが上がる。そして、

原子力のプロジェクトを見ていきますと、ハイテクの部分じゃなくて土木にコストがかかって

しまうというのが世界どこを見てもあると思います。ですから、その質問にお答えするに当た

っては設計によるということだと思います。工場でモジュールができるような状況があるかと

いうことでは無いかと思います。 

○多田次長 

 他はいかがでしょうか。 

 山口先生、お願いします。 

○山口教授 

 ちょっと質問をさせていただきたいと思います。 

 最後のClosing ThoughtsのところでAdvanced Nuclear Technologyというのはゴールではな

いというお話をされまして、今思い出すに、2月にシンポジウムをやったときにメザーブさん

がいらっしゃって、彼の講演の中でテクニックとストラテジーというお話をされたんです。 

 それで、テクニックというのはショートタームの決定であって、ストラテジーというのは、

もっと全体像を決めるような決定であるんだというお話をされて、続いてストラテジーが正し

ければ、テクニックというのはいろいろ試行錯誤して間違っても良いんだというお話をされる
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わけです。 

 それで、今ここで高速炉の戦略ロードマップをやろうとしているんですけれども、ここで、

では高速炉のサイクルというもののゴールは一体何かとか、あるいは戦略ロードマップなので、

まさにストラテジーを描こうとしているんだと思うんですが、ストラテジーはどう描くのかと

いうことを考えたときに、マグウッドさんは2011年以前の日本のシステムは非常に上手くいっ

て羨ましかったと。ところが、今は状況が変わったので、新しく再構築しなきゃいけないとい

うふうにおっしゃっていたわけです。 

 そういう中で今国際協力というのが、昔アメリカは日本がSFRをやっているので、それをウ

ォッチすると。そういう意味では、上手い形の国際協力という戦略を取られたという見方もで

きると思うんですが、では、今日本で高速炉の戦略ロードマップを作ろうとした時に、高速炉

のストラテジーをどう考えるかという時に、日本の中でどういうやり方をするのかというのを

決めないといけないのが1つあるんですが、そのためには1つはストラテジーというものがきち

んと共有できる、国際社会も含めて共有できることが必要だと思うんです。そうしないと、先

ほどおっしゃった技術を維持するために国際協力で進めるといっても、各国でばらばらの考え

方を持っていてはなかなかうまくいかないんだろうというふうに思います。 

 それで、そう考えたときに、今OECDはそういう国際協力をある意味では引っ張っていく立場

であると思うんですが、何となく考えるに、今までの国際協力と、それからこれから日本が高

速炉を開発しようとしていく中での国際協力というのが少し意味合いが違うんじゃないかと。

つまり、リソースを節約するための国際協力なのか、あるいは国際的に共通のゴールとかスト

ラテジーを目指すために共有をすべき国際協力なのか、あるいは色々な高速炉の開発といった

ものを作業分担するための国際協力なのか。 

 ぜひお伺いしたいのは、日本がこれから高速炉の開発の戦略を立てる上で国際協力への取組

方、あるいは国際協力として、もし例えば国際的に共通でみんなが共有できるようなストラテ

ジーはこういうものだというのが出されれば、日本としてはそれを使ってパブリックトラスト

を獲得するということもできるんだと思うんです。 

 そういったこれからの高速炉サイクル開発における国際協力というのは一体どういうことに

取り組んでいって、あるいはOECDのような国際機関としては、もちろん、日本からの貢献はあ

るにせよ、逆にOECDからのメッセージの発信というのが日本の開発の助けになるということも

あると思うんですが、そういう方向ではどういうことが国際機関はできるのか。これからの国

際協力とか国際機関の役割とかあり方について、もう少しご意見を伺いたいというふうに思い
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ます。 

○マグウッド事務局長 

 大変興味深いご質問をいただきました。ちょっと危険なご質問かもしれませんね。 

 では、まずメザーブさんが戦略とテクニックについて説明をしたという話、興味深く今横で

伺っていましたけれども、私自身はこの25年とか30年にわたって原子力分野で経験を積んでま

いりまして、その中で結論づけたことがあります。 

 戦略というのは、維持することがとても難しいと思うんです。というのは、どの雑誌で言っ

ていたのか忘れてしまいましたけれども、何か戦略は途中までは良いんだけれども、とにかく

現実を突きつけられると、なかなか最後までそれを貫けないということが書かれております。

専門家が会議に集まって、それで例えば向こう50年間について議論をしていくわけなんですけ

れども、ちょっとこれは個人的なコメントかもしれませんが、いずれにせよ、長期的な戦略を

持つということは、ほとんど私自身諦めています。我々の計画はエネルギーインフラをこうい

うふうにしていくことです、こういう設備を整えることです、こうやって導入して、この50年

間、こういうふうにやってきますというふうに、それを維持していくのは現実的ではないと思

うんです。であれば、リサーチはどうやって組み立てていけば良いのかということだと思いま

す。私の見解です。私の個人的な意見だと思ってください。NEAの見解では決してありません。 

 私が思うには、オプションを見出すために研究が必要なんです。つまり、将来予測ができな

い起こり得ることに対して対応するためのオプションを決めることが研究に求められているん

です。全ての国で全てのことができるわけじゃありません。さっきおっしゃっていた国際社会

との連携が重要だと思っています。 

 あくまでも多国的なアプローチで原子力の研究開発はやっていかなければいけないと思うん

です。そうでなければコスト余りにも高くつきますから。つまり、インフラの共有が必要です。

ありとあらゆる原子炉の試験設備を各国が持つということは無理です。そして、あらゆる研究

設備を持つことは無理です。共有していかなければ成功しませんよ。それが現実だと思ってい

ます、今の世界を見回してみますと。それだけの資金が無いんですよ。アメリカが1950年代に

やっていたようなことはできないんです、今は。原子力の研究開発にあんな巨額な資金を投じ

るということは今はできません。 

 例外を挙げるとすれば、中国。中国は無限に資源があるようですから、とにかく全てのこと

を自分たちでできるようです。あとはロシアもそうかもしれません。引き続き投資しているよ

うですから。でも、それ以外の国は無理でしょうね、複数のプログラムを同時に走らせるのは。
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ですから、ほとんどの国にとっては、国際機関との協力や協業が必要だと思います。 

 さっき言っていた原子力イノベーション2050というのは、それを少し目指したものなんです。

原子力のコミュニティが一緒になって、研究に向けて一緒に計画・立案をするということを目

指したんです。詳細な戦略を立てるのは、将来のオプションを見出すためです。世界がこの先

どうなっていくのかということを正確に予想することなんてできません。でも、さっき言った

ように、今研究をしなければ将来のオプションすらなくなるんです。今の技術しか無いという

状況になってしまいます。でも、世の中は変わっています。再生可能エネルギーは増えていく、

それからCO2の削減量を増やして─減らしていきたいというのは確実なんです。ですから、

ちゃんとこれから何十年も先に対応できるようにオプションを用意しておかなければなりませ

ん。将来の世代に対して責任があるじゃないですか、そういうオプションを提示する。今我々

が持っているオプションというのは、過去の先人たちが用意してくれたものなんです。ですか

ら、今の現行の技術を少し改良していくだけでは変わっていく世の中には対応できないと思う

んです。ですので、一連のオプションを用意するということ。途上国も先進国もできるもので

す。 

 それからもう一つ、コンテキストで言いますと、NEAでもよく話をすることなんですけれど

も、知財の取り扱いについて考えなければいけないと思っています。これがしっかりできてい

なければ国際協力なんて無理なんです。それこそラボの塀を出た途端に、もう問題が発生しま

す。この部屋にいらっしゃる皆さんも、恐らくそういった経験をしてきたでしょう。フランス

と例えば高速炉の交渉をしようとすると、もう知財の問題がすぐに発生しますよね。先進的な

技術ってそんなものなんです。ですので、これに対応する上手いやり方を考えなければ連携が

できないと思っています。オプションのためには、そういったことをしていく必要があると思

います。 

 すみません、ちょっと逸脱して。 

○多田次長 

 ありがとうございます。もう少し、あと5分ほど時間がありますけれども、これまでのやり

とりですと、この会議の正式なメンバーからのご発言が無いまま終わってしまうのもいかがな

ものかとちょっと思うのですが、いかがですか。いいですか。 

 文部科学省さんの方もよろしいですか。 

 それでは、まだちょっと時間は早いですけれども、今日はこのぐらいにしたいと思います。

今日はマグウッドさん、本当に改めましてありがとうございました。（拍手） 
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 プレゼンテーションはもちろん、その後のやりとりも私どもの今後の作業に非常に役に立つ

お話をいただけたと思います。今日は特にその後の質問のやりとりも国際協力のあり方、考え

方にフォーカスされたような形になりましたけれども、最後にご指摘のあった知的所有権です

か、知的財産に関するご指摘なんかも、確かにこれから我々が考えていかなければいけない非

常に大事なお話かなというふうに思います。 

 ということで、今日はこのぐらいにさせていただきますが、次回以降の進め方につきまして

は、本日の議論、それから前回のヒアリング、これらを踏まえて、日程も含めて、また改めて

事務的に相談をさせていただいていきたいと思います。 

 今日はこれで終わりにしたいと思います。関係者の方々には、引き続きのご協力をお願い申

し上げたいと思います。マグウッドさん、改めてありがとうございました。 


