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高速炉開発会議戦略ワーキンググループ（第5回） 

 

日時 平成29年10月31日（火）16：30～18：00 

場所 経済産業省本館17階国際会議室 

 

○村瀬部長 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第5回戦略ワーキンググループを開催させ

ていただきたいと思います。本日はご多忙の中ご参集いただき、まことにありがとうございま

す。 

 早速議事に入りたいと思います。 

 本日は、日本原子力研究開発機構、JAEAの佐賀山理事長シニアアシスタントをお招きしてお

ります。よろしくお願いします。 

 前回の第4回戦略ワーキンググループにおきましては、中国における高速炉開発の動向とい

うことで、中国の原子能科学研究院のヤンさんにプレゼンテーターとしてお越しいただきまし

た。今回、第5回におきましては、ロシアとインドの高速炉開発の状況についてということで、

本日はJAEAの佐賀山さんよりご説明をいただくことにしたいと思います。 

 前回同様、諸外国の高速炉開発の状況を把握するということは、我が国の開発戦略の策定に

大いに資すると考えておりますところ、このようなテーマを設定させていただいております。 

 それでは早速、佐賀山さんから、ロシアとインドそれぞれにつきまして、原子力エネルギー

の位置づけ、高速炉開発の動向や研究開発の実施体制、それから高速炉開発を進めるに当たっ

ての課題等につきましてご説明をいただきたいと思います。 

 それに先立ちまして、カメラはこれで退室をお願いしたいと思います。 

 それでは、佐賀山様よろしくお願いいたします。 

○佐賀山理事長シニアアシスタント 

 ご紹介いただきました原子力機構の佐賀山で ございます。 

 では、早速ロシアのほうから説明をさせていただきますが、開いていただきまして1ページ

目です。これは、ロシアの電力と原子力発電の現状の概略を記載したものです。 

 データはちょっと古くて申しわけないんですが、総発電量が1,068TWhです。そのうち、原子

力が18.3％を占めているというのが現在の状況です。 

 具体的には、発電の設備容量ですが、35基運転をしていまして、グロスの設備容量としては



 2 

28GWに相当します。 

 それで、ここに内訳を書いてございますが、VVER（PWR）、これが主流になっているわけで

すけれども、ナトリウム冷却高速炉に関しても2基入っています。これは、BN－600という原型

炉とBN－800という、まあ、ロシアはもう商用炉と言っていますけれども、その次の炉です。

その2つが入っています。 

 あとRBMK等の古いタイプのものもまだ残っていますが、じきに段々減らしていくという考え

方です。 

 あと建設中、それから計画中それぞれありまして、計画中の中にはSFR2基とありますが、こ

れはBN－1200と言われる120万KWの電気出力の大型炉2基という計画です。 

 これに加えて、あとLFR、これは鉛及び鉛ビスマスの高速炉ですが、これも原型炉的なもの

ではあるんですが、30万kWのものと10万kWのものというようなことで計画をされているという

ことです。 

 次のページは、ロシアの原子力開発体制です。 

 元々ロシアは、ソ連の時代からミナトムという原子力庁が主導権を持って全体の開発及び運

用を進めてきたわけですが、2007年に原子力庁を廃止してロスアトムという国営の原子力企業

を設立したわけです。 

 ここで民生用、兵器用も含めて全体の統括をしていまして、実際には会社の形になった原子

力庁ということが言えると思いますが、そのもとに国有の株式会社であるアトムエネルゴプロ

ムというのが民生部門の統括をしています。それで、ロスエネルゴアトムという一番左側にあ

る会社が、いわゆる電力会社に相当するものです。ここで発電所を全部保有しています。その

ラインの一番下のほうに設計局というのが2つ書いてあります。これは、OKBMという設計局と

ギドロプレスという、OKB Gidropressというところです。OKBMというのはどちらかというと高

速炉等、あと船舶用の炉もやっていますけれども、設計・製造を担当しています。ギドロプレ

スというのは、いわゆるVVERのような軽水炉を主体にやっているというところです。 

 ですから、後から出てまいりますBNの設計はOKBMが担当しています。 

 それで、あと真ん中のラインの一番下のほうに鉱山化学コンビナート（MCC）とかマヤーク

とかフローピン・ラジウム研究所等が書いてありますけれども、MCCというのは燃料サイクル

の製造と再処理の施設全体を管理しているところです。マヤークというのは古い再処理施設を

持っているところで、MCCが軌道に乗り始めると、このマヤークというのは廃止していく方向

で動いています。 
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 こういったところを、このフローピンもそうなんですが、それぞれのこういう設計局だとか

コンビナートでやっている作業を研究所がサポートしているような、そういう体制で全体が組

まれています。 

 あと真ん中の右側の一番下にIPPEというのがありますが、これはロシア物理エネルギー研究

所というところで、ここがナトリウム冷却高速炉の一番の中核的な研究所ということです。こ

れが大体の体制です。 

 その次のページでは、ロシアはこれまで一体どういう開発の経緯をたどっているのかという

ことを示しています。ロシアは古く1959年からBR5という小型の実験炉を運転開始しまして、

後にBR10に出力を少しアップするところまでやりました。これ以外にもBOR－60とかBN－350、

BN－600、BN－800という実験炉及び原型炉を持っています。 

 BN－350は、ロシアではなくて今のカザフスタンというところにありますけれども、35万KW

の電気出力相当の原子炉なんですが、実際の発電は13万で、あとは海水脱塩の水を作ることに

エネルギーを使っているという、ちょっと変わった炉です。 

 ロシアは、原型炉のBN－350まではループ型炉でやってきたわけですが、その後、BN－600と

かBN－800、そして現在計画している1200というのがありますが、これらは全てタンク型炉と

いうことになっています。 

 ロシアの全体計画というのは、その下にある「連邦目標プログラム」というのがあるんです

が、これを策定して全体の開発の計画及び資金を決めています。これを2010年1月に策定し、

2020年までの10年間を目標に決めました。 

 あと資金的な値として、1283憶ルーブルと書いてありますが、後で日本円で幾らぐらいとい

うことも出てきます。 

 このもとでProryvというブレークスループロジェクトを立ち上げて、実際の開発の全体像を

明確にしているということです。 

 その次のページで、4ページ目ですが、ここで実験炉から発電炉となる原型炉及び商用炉ま

での流れを書いてありますが、非常に特徴的なのは、ロシアは元々は濃縮ウラン燃料を用いて

きました。特に原型炉の段階です。それで、最近はプルトニウムを入れた混合酸化物燃料、い

わゆるウランとプルトニウムをまぜた形の酸化物燃料を使っているという方向に動いています。 

 増殖比ですとか出力ですとか、ここに書いているようなものになっています。温度は550℃

ぐらい。まあ、西欧諸国というか、日本も含めて大体似たような温度レンジで使っているとい

うことです。 
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 次のページがBN－600の絵です。 

 このプラントの特徴は、60万KWの電気出力で、スリーループで、欧米とか日本のプラントと

一番違うのは、蒸気発生器の型式がモジュラー方式と言って、非常にたくさんの数の蒸気発生

器モジュールを抱えていると言うことです。スリーループなんですが、ワンループ当たり蒸発

器、過熱器、再熱器という3種類の熱交換器を持っていまして、それが8セットあるので、24モ

ジュールが1ループ当たりにあります。スリーループになると、その3倍あるわけです。こうい

うちょっと変わった形の蒸気発生器です。 

 それともう一つ西欧と違うのは、原子炉容器を下部でサポートする方式ということです。原

子炉容器の上をちょっと斜めのコニカルシェイプにしまして、液面を少し狭くするような、そ

んな形をしています。 

 このBN-600は原型炉ではあるんですが、設備利用率は非常に高くて、87％。あと平均でも

76％ぐらいの設備利用率を誇っています。最初のうちは、蒸気発生器からの水リークだとか、

いろいろな問題がかなり起こったんですが、最近はそういう問題もほとんどなく、非常に高稼

働率で運転しています。 

 その次のページに、今申し上げたBN－600の運転履歴が出ています。特にこの3年間、2014年、

2015年、2016年は86％、84％、87％という稼働率を誇っているということです。 

 その次のページがBN－800という、これはロシアは当初、原型炉BN－600の後は第1号の商用

炉の位置づけで作り始めたものです。ただ、基本設計をここに茶色の字で書いてありますけれ

ども、1984年に開始して、順調に進めていたんですが、チェルノブイリ事故を受けての安全基

準強化が途中でありました。その後、1991年12月にソ連崩壊を経験して、一時開発がストップ

しました。ですが、それを乗り越えて、現在、約30年ぶりに定格運転までこぎつけたという原

子炉です。 

 この炉は、この目的に書いてありますように、高速炉を用いた閉燃料サイクルの実証をする

というのが目的で、あとはもちろん電力供給ということもあるんですが、実際にはそういうク

ローズド燃料サイクルの実証を兼ねながら発電プラントとして商用運転をしていくというよう

な格好になっています。もちろん、燃料の照射とか、そういった目的にも適用するとロシアで

は言っています。 

 では、その次のページですが、ロシアの原子力政策なんですが、ロシアの連邦目標プログラ

ムというのが2010年から2020年までの見通しで作られたと申し上げたんですけれども、ここに

開発目標が書いてあります。要するに、軽水炉のVVERとともに閉じた核燃料サイクルを持つ高
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速中性子炉を開発しようということです。ロシアでは、この高速炉開発を原子力の最重要課題

と位置づけて、その開発を行っています。 

 一番下に予算総額と書いてありますが、10年間で3,850億円。これは、いわゆる研究開発費

だけでこれだけをかけているということです。 

 ですから、1年間当たり380億円近くの金額の高速炉研究開発をやっています。その内訳は後

で出てきます。 

 その次のページでは、連邦目標プログラムで期待される成果ということで、第1段階の最初

の5年間と、その次の第2段階の5年間というところで書いてありますが、第1段階では、ここで

ありますように、MOX燃料を作ることと、それを閉サイクルで回していくということを達成し

ようということです。 

 それから、第1段階の一番下にMBIRとありますが、これは多目的用の実験炉、さっきBOR－60

というのを紹介しましたけれども、それの後継機として、さらに継続的な開発ができるように

していこうという努力もあります。 

 それから、第2段階では鉛冷却とか鉛ビスマス冷却の炉に関しても実証モデルの建設をして

いこうというような意欲的な計画が述べられています。 

 その次のページに、先ほど申し上げた予算の大体の使い道なんですが、ロシアでは、一番上

のほうの円グラフに閉サイクル・高速中性子炉の開発というので使われる金が書いてあります

が、100万ルーブルと書いてあるんですが、こういう金額になっていて、ほとんどが高速中性

子炉の開発及び閉サイクルの開発に使われているわけです。 

 その下の絵でナトリウム冷却高速炉開発というのが緑色の枠で書いてあって、非常に小さい

んです。これはナトリウム冷却高速炉は、開発の主要な部分はもう既に終わったというスタン

スです。ですから、ロシアが今本当に開発に金をかけている高速炉は、鉛冷却だとか鉛ビスマ

ス冷却の高速炉ということになります。もちろん、大型の機器を作るというので、BN－1200を

開発するために大型の蒸気発生器を作るとかというのはあるんですけれども、そういうお金と

いうのはこれとは別に建設予算として見込んでいるので、いわゆる研究開発予算としてはこう

いう形になっています。これがロシアの非常に典型的な開発の予算の使われ方です。 

 では、その次のページで、ロシアの原子力政策（2／2）ということで、Proryvプロジェクト

について記載しています。この中では、クローズド燃料サイクル施設ということをやっている

わけですけれども、ここに書いてあるように、クローズド燃料サイクルでウラン資源の完全利

用をするとか、放射性の廃棄物の放出をできるだけ減らすとか、核不拡散体制の技術面での強
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化とか、こういう我々がジェネレーションフォーの国際プログラムで欧米諸国でいろいろ主張

したようなところを達成していこうということをロシア自身も考えているということです。 

 こういうことをやるために、その下のところに書いてありますように、研究開発としては、

混合窒化物の燃料の研究開発。これは、基本は後でまた述べますが、当面は酸化物燃料が基本

ではあるんですが、より性能のいい燃料ということで、将来は窒化物燃料というのを目指そう

というような動きにあります。 

 ただ、これは実際の達成という観点でいくと、まだかなり時間を要するということなので、

一番下にあるBN－1200とかのナトリウム冷却高速炉ではMOX燃料の構想が一番中心になってい

ます。 

 その次のページでは、これらを達成するためにサイクル側の技術として鉱山化学コンビナー

ト（MCC）というのを書いてありますが、詳細はまた後でご説明しますが、これを今建設中で

す。ここでMOX燃料の製造ですとか、あと再処理。これは、もちろん軽水炉燃料の再処理も、

高速炉燃料の再処理もみんな一括して行うというような設備を集中的にここに作ろうというこ

とでやっています。 

 それから、シベリア化学コンビナートというのは、これはトムスクという研究所のそばにあ

るんですが、これは鉛冷却炉を開発するということと、窒化物燃料、新しいタイプの燃料の製

造・再処理技術を開発するということで、実効的に商用化するものは上のMCCで、さらに将来

の開発に関してはSCCというシベリアの化学コンビナートのほうで炉とサイクル両方の開発を

行うという考え方です。 

 では、実際の実用化年をいつごろに据えているかということなんですが、2030年ころの高速

炉の実用化ということで、実際にBN－1200の運開年は2027年に設定されています。ですから、

2030年からは高速炉実用化を開始していくというのは、かなり実現性の高い計画として進行し

ています。 

 それで、あとその下に書いてありますけれども、LFR即ち、鉛炉です。これは、以前はナト

リウム冷却高速炉か鉛冷却高速炉を2030年時点でどちらを選ぶか判断するという言い方もして

いたんですが、最近は、もう既に実用性の高いSFR、ナトリウム冷却高速炉をまず実用化して、

鉛冷却炉については次のステップの炉として開発をしていくというような考え方になっていま

す。 

 その次のページは、ロシアの原子力施設の立地場所です。炉のほうはエカテリンブルクとい

うロシアナンバースリーの都市、工業都市の近くにあるんですけれども、あとそれ以外のシベ
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リア化学コンビナートはトムスクというところのそばにあるとか、6番目のMCCというコンビナ

ートはクラスノヤルスクという昔、原爆用のプルトニウム生産炉があったところなんですけれ

ども、そういうところに置こうということになっています。 

 では、その次のページで、実用の高速炉であるBN－1200、これをどういう技術仕様でやって

いるかということなんですが、これは122万KWの電気出力で、4ループで、BN-600やBN-800との

一番の大きな違いは、かなりコストダウンを意識しているということです。BN－600、BN－800

のときには、さっき申し上げました蒸気発生器をモジュール化して、ワンループ当たり24基持

つとか、とんでもない数を持っていたわけですが、BN－1200ではこれをユニット型、いわゆる

欧米諸国、日本と同じような方式の蒸気発生器としています。 

この場合、ロシアでは、各ループ当たり過熱器と蒸発器、これはもんじゅと同じようなタイプ

で、蒸気を発生するものと過熱だけをする熱交換器をそれぞれ1基ずつ持っています。つまり、

2基×4ループ＝8基という、いわゆるユニット型と言われるタイプにして、大幅なコストダウ

ンを狙おうという姿勢です。 

 あとは、550℃の運転温度ですが、この値は我々が考えているものとそれほど変わりません。 

 それから、鉛冷却高速炉、BREST－300という炉ですが、これは鉛冷却炉のほうが、いわゆる

中性子経済というか、利用効率が高いということで、こちらのほうが炉心性能が良いというこ

となんですが、高温鉛というのは腐食性があるので、その腐食性を防ぐために酸化皮膜で防護

しているんですが、材料の抜本的な開発だとか、そういったところも課題になります。 

 これについては、まだ研究開発というか、原型炉を作っていろいろ運転をしながら確認をし

ていこうという段階です。 

 その次が今の最近のロシアの考え方を非常に顕著に表した説明なんですが、これは最近のロ

シアの2030年くらいまでの全体のプラントの動向です。2030年ごろからBN－1200というのが、

これが商用炉ですから、これをどんどん入れていこうということなんです。 

 それで、このVVER－1200というのが、いわゆるEPRの様な二重格納容器と炉外溶融燃料受け

皿を持った非常に最新鋭の原子炉、軽水炉です。これを世界標準炉として売り込もうというの

がロシアの戦略です。2020年以降VVER-1200をどんどん増やしていきます。 

その次のページに全体バランスが書いてあるんですが、上の青いところが高速炉です。それ

で、VVERと書いているところが2020年以降は、先ほど言ったVVER-1200をどんどん増やしてい

き、2030年からは徐々にBN-1200を増設していって、VVERからBNの利用に徐々に切りかえてい

くということになります。RBMKは2030年以降はもうやめる予定です。 
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 そして、全体としては2100年時点で高速炉をかなり主流にしていこうということです。VVER

は2100年以降は、もう増設しないということにして、段々減らしていくことになります。 

 ロシアの基本戦略としては、このBNのナトリウム冷却高速炉とVVERのPWRとを環境条件等を

加味しながら、うまくバランスをとって作っていこうということです。例えば、BNのコストが

どの辺まで落ちるかとか、ウランの価格がどのぐらいになるかとか、そういったことのバラン

スも考えながら、これは計画値としてはこんなふうな形を考えているわけですけれども、BNの

導入ペースはフレキシブルにやるというふうに言っています。 

 BNプラスBRESTと書いてあるんですが、どこまで鉛冷却炉を入れられるかというのは、これ

からの課題です。ですから、最悪の場合はBNだけでも良いというのがロシアの戦略です。基本

的にBNとVVERはMOX燃料を基本としています。 

 ですから、フランスが最近主張しているような考え方と非常に類似の考え方をロシアはして

います。うまくいったら、将来、窒化物燃料に切りかえていくという、そういう考え方です。 

 それで、その後のページは燃料サイクルを含めたシステム全体のことで書いてあるんですが、

ページをめくっていただいて、19ページ目のほうがわかりやすいので、こちらで説明します。

MCCの構想です。MCCというところに集中的なサイクルサイトを置いているんですが、ここで再

処理、それから燃料製造を全部やるということです。それで、今は試験的な段階で5t/年で運

転をしています。そして250t/年へ拡張をするための建設をしています。再処理プラントとし

ては最終的には2025年ころに700t/年の施設を運開すべく着々と進めています。 

 当然熱中性子炉のVVERとBNをバランスしながら使っていくことになりますから、燃料はウラ

ン燃料のみならず、プルトニウム燃料に関してもリフレッシュしたプルトニウムを用いた燃料

をVVERのほうにも回そうとか、あとBNのほうでできるだけプルトニウム増殖を行いリフレッシ

ュしたプルトニウムを生産していこうとか、そういう計画が組まれています。 

 その後のページは、MCCの施設が大体どんな感じの配置になって作られているかということ

と、その次のページはMOX燃料製造施設がどういうところでやられているかを示しています。

ここは昔、兵器用のプルを作るような工場だったので、地下に大空洞があって、そこの中に作

っているところです。 

 その次のページはマヤクの再処理工場の外観が書いてあります。 

 以上です。 

○村瀬部長 

 よろしければ、インドもあわせてお願いします。 
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○佐賀山理事長シニアアシスタント 

 わかりました。では、次の資料2に基づいて、インドの全体を説明させていただきます。 

 最初に開いていただきまして、ロシアは先ほど申し上げたように非常に計画的に、かつ戦略

的に全体が組まれているということなんですが、インドはエネルギー事情がかなり厳しくなっ

ている点を示しています。非常に人口が多いというのを最初のところで書いておきましたけれ

ども、経済成長率もものすごいペースでどんどん成長しているということで、急速な経済成長

と人口増加のためにエネルギーが非常に不足している状況になっているということで、これを

何とかしていく必要があるけれども、余りに化石燃料を使っていくと、排気ガスの問題が非常

に大きくなるので、原子力をできるだけ使っていく、それから再生可能エネルギーもできるだ

け使っていくというような意欲的な計画が立てられています。 

 次のページでインドの発電設備容量なんですが、それは今年の3月の段階ですが、意外と自

家発みたいなのが多くて、これは停電が多いんで、工場が自家発電設備を持っているために多

いのですが、これを除いていただきますと、石炭火力がかなりの部分を占めているわけです。

それから、ガス、それから石油、それから水力、それから再生可能エネルギーも結構使われて

います。原子力がわずか2％、6.78GWと書いてありますけれども、これぐらいしかまだ設備が

用意されていない状況です。 

 そこで、その次のページに、今ロシア、アメリカ、フランスから緊急輸入をして作っていこ

うということで原子力発電所の建設が進められているわけです。それで、実際にはロスアトム

のVVER－1000ですが、ちょっと古いタイプではありますが、これが2基稼働を開始したわけで

す。それ以外にもフランスのEPRですとか、アメリカのAP1000ですとか、GEのESBWRですとか、

そういったところが計画されていますし、ロシアのVVER－1200、新しい新型の原子炉も計画を

されているということです。 

 それで、インド政府の設備容量の増設計画というのをその次のページに書いておきましたけ

れども、インドは原子力庁が示した増設計画では、原子力は13次5カ年計画というので、今年4

月から2022年3月までに加圧型の重水炉を2.8GWe増設する計画です。トータルで4基増設します。

それから、その先の年では、VVERの2基とPHWRという重水炉4基を増設する計画が作られていま

す。 

 これは、この先10年の電力の政策案なんですけれども、一方、開発において、ではどういう

ことを原子力庁、原子力委員会が考えているかということが、その次のページからです。 

 インドの原子力の開発体制は、原子力委員会の下に原子力庁が組織されていまして、DAEと
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いうところです。その下に研究部門と公営企業というのがあります。赤で書いた2つずつが重

要な組織なんですが、その次のページに具体的にどういうことをやっているかを書いてありま

す。 

 6ページ目ですが、バーバ原子力研究センターというのは通称「BARC」と呼んでいますが、

ここはいわゆる歴代の原子力委員長を輩出している研究所で、1957年の設立で、トリウム燃料

を用いた新型重水炉と、その燃料サイクルの原子力の基礎から応用までの広範囲な先進的な研

究開発を実施と書いてありますが、基本的には、このバーバ研究所からインドはスタートして

います。ですから、いろいろな研究、金属燃料なんかも含めて全部、このバーバ研究所が新し

いことについて実施しています。 

 その下のインディラ・ガンジー研究所というのは昔のマドラスにあるんですが、右側のほう

です。これは1971年に設立されて、ナトリウム冷却高速炉とそのサイクルの研究開発を実施し

ています。そういう意味では、ここは限定的な研究をやっているということが言えます。 

 それで、では、どこが実際の物を作っているかということなんですが、インド原子力発電公

社というNPCILというところが原子力発電所を作っていて、ここにあるような熱中性子炉の重

水炉ですとか軽水炉をやっていて、ここで設計・建設・運転、デコミまで実施しているという

ことで、電力公社とは言うんですが、実際の建設も運転もみんな手がけているところです。 

 その下のBHAVINIというバラティア・ナビキヤ・ビジュット・ニガム社というところが高速

炉の建設・運転を実施するところで、いずれ上の軽水炉、重水炉と同じように、このBHAVINI

が全体の設計・建設・運転の全部をやるようになると思います。現時点では、設計はPFBRに関

してはインディラ・ガンジー研究所のほうがやっていて、実際の建設・運転をここが担当して

いるということです。 

 以上のような組織体の下で、では、どういう原子力開発の全体構想になっているかというの

が、その次のページです。 

 インドの原子力開発計画というのは三段階方式というので、これはかなり古く、1950年代前

半に策定をされたんですが、基本的にはこの考え方のもとで進んでいます。 

 第1段階は、熱中性子炉サイクルということで、重水炉を中心にウランを利用してプルトニ

ウムを生産するというような発電炉体系をやってきて、第2段階で高速炉サイクルということ

で、ここでFBRを建設して燃料サイクルをどんどん回して、全体の原子炉の数をどんどん増や

そうとしています。ここでプルトニウム239を増殖生産した上で、十分な原子炉の基数に到達

したところで最終的にはインドはトリウムを非常にたくさん持っているので、トリウムの利用
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につないでいこうという戦略です。 

 昔は、トリウムサイクルを使うことをかなり早い段階からやろうとしたんですが、いわゆる

トリウムの核分裂で発生する中性子数とプルトニウムの核分裂で発生する中性子数にかなり差

があって、トリウムを使った場合は、それほど大きな増殖を期待できません。ですから、トリ

ウムを利用するというのは、全体の発電炉体系がかなり固まった後にずっと使い続けるという

のには適しているんです。 

 ですから、インドでは、いっとき2050年ぐらいからトリウム利用ということを言ってきたん

ですが、それを最近はやめまして、2070年くらいまではウラン、プルトニウムを高速炉で利用

するという形に全体の計画を変更しています。 

 それがその次のページに、今申し上げたような体系で、インドではどれぐらい自分たちが持

っているウランとトリウムだけで電力生産できるかというGW・年というのをここに書いていま

す。天然ウラン、自分たちが使っているウランで、天然ウランというのは実際自分たちが持っ

ているものを重水炉で使ってきた。それで、330GW・年使えると言っているんです。ですから、

例えば33基100万KWeの原子炉を持っていたら10年間もちますよと言っているわけです。 

 それで、その次のプルトウムで、そこから出てきたプルトニウムを使ってやると、ここで4

万2,200GW・年。だから、仮に40基ぐらいの100万kの原子炉があったら1,000年もちますよと言

っているわけです。その次のトリウムに至っては、とんでもない数で、トリウムを使う場合に

は、155基の100万KWeの原子炉を運転したとして、1000年以上もちますよと言っているわけで

す。 

 ですから、インドは要するに自分達の持っている燃料だけでこれだけの発電ができるんだと

言っているわけです。 

 それで、インドの歴史はちょっと置いておいて、その次に10ページのほうに原子力庁が出し

た基本構想というのがあります。これはインドは全体の1人当たりの年間の電力消費量を今後

50年間で一桁増大させるため、それだけのエネルギーを作るんだと2004年のときに発表したん

です。これだけの原子力発電設備を持ちたいということです。例えば2050年で275GWeの原子力

発電設備容量としますと言っています。100万KWeの原子力発電所(原子炉)を275基作りますと

言っているわけです。 

 2008年にポテンシャルという評価と言いながらも、原子力庁のほうで2050年には約半分、だ

から電力の約半分を原子力が賄えるポテンシャルを持っていますと説明しています。原子力と

言っているのは、高速炉のことなんですけれども。そういうような意欲的な計画を示して頑張
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りましょうと言っているわけです。本当にこれができるかどうかは別ですが、そういうような

計画を作っています。 

 その次のページに、では、これまでの開発実績はどうだったのかということなんですが、イ

ンドは元々はフランスのラプソディという実験炉を1969年に輸入しました。フランスの技術を

採用したんですが、その後、核実験をやったり、NPTに加盟しないとかということがあって世

界から孤立したわけです。1993年に、インドは独自で蒸気発生器とタービンを実験炉に設置し

ました。ここで使った蒸気発生器は仏国のフェニックスで使っている二重チューブ方式という

型式なんですけれども、そういうのを独自の技術で作って設置しました。燃料も炭化物燃料と

いう独特の燃料を使ってきました。 

 現在はPFBRという、FBTRの次にある原型炉を、これも自国開発で開発しています。というこ

とで、今年中に臨界に達成するんではないかと言われています。燃料製造も含めて、全部自分

たちの技術で独自開発でやってきたということです。 

 それで、再処理のパイロットプラントですとか再処理の実証プラントというのをここに書い

てあるような規模で試運転をしたり、運転してきています。 

 それから、高速炉サイクルに関しては、インドはフランスですとか韓国、ロシアとの二国間

協力協定というのを持っていまして、そこで協力を実施しているようです。あとIAEAとも連携

していますから、そのもとで多国間協力もやっています。 

 具体的なプラントはどういうものかと言いますと、12ページにFBTRという小さな実験炉です

が、これはループ型炉で蒸気発生器を4基、この蒸気発生器は自国開発で4基持っています。こ

れは分離型ではなく一体型のようなんですが、そういうタイプの蒸気発生器を設置して運転を

してきました。 

 それから、運転実績としては、その次のページに今申し上げたようなFBTRのことを少し細か

く書いてあります。 

 その次がPFBRという原型炉です。これがいわゆる商用炉の始まりに近い原型炉です。インド

は、このPFBRというのを作って、これをもとに商用炉もほぼこれと同じ形、同じ出力の商用炉

を運用しようとしていますから、非常にプラクティカルなアプローチをとろうとしているとい

うことです。 

 この原型炉は50万の電気出力で、いわゆるタンク型で、燃料はMOX、混合酸化物燃料を使っ

て、増殖比は1.05。温度は先ほど申し上げたような、ロシアなんかとも似ている550℃ぐらい

の温度としています。それで、2次系が2ループです。蒸気発生器は各ループ当たり4基ついて
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いて、少し小型のものを分散して、彼らは蒸気発生器を作った実績が余りありませんので、こ

ういう工夫をしながらやろうという感じが見られます。耐用年数は40年ということです。 

 その次のページに絵があるんですけれども、この絵はご存じの方だったら見てわかるように、

フランスのスーパーフェニックスに似ているような形状をしています。 

 それから、PFBRの建設経緯というのはその次のページに出ていますが、全体の計画を少し申

し上げたほうが良いかなと思うので、ちょっと飛びまして18ページにインドの全体の構想を書

いてあります。これで説明させていただいたほうがわかりやすいかなと思うので、この図の説

明をしますと、真ん中の左側に絵が描いてある。FBTR（40MWt）と書いてありますが、これの

後、上のほうに行って、PFBR－500MW、50万KWeです。これを今作っているわけです。それで

2017年に運開すると。その後の商用炉は、これにちょっとした改良を加えたFBR－1＆2という、

これは2基作る、ツインで作るんですが、サイズ的にも原子炉のサイズはほとんど変わらず、

高さがちょっと高くなるとは言っていますが、形状は変えずに出力だけ上げようということで

す。だから、PFBRのいろいろな経験を積めば、これは十分実証したようなことになるので、コ

マーシャルリアクターとしてはすぐに動かせるというのがインドの読みです。 

 その左にあるのがFRFCFという燃料サイクル施設です。これはPFBRが設置されるサイトにFBR

－1・2というのを3基作って、そこに燃料の製造、それから再処理のユニットを全部一緒に置

いて、ここで一種のコロケーションみたいな格好で、このサイトでクローズして全体を動かそ

うというのがインドの構想です。 

 ですから、PFBRが成功して、サイクル技術をそれなりに着実に開発したら全体をうまく回せ

るだろうというのが全体構想です。 

 ですから、PFBRが今年動いて、例えばFBR－1・2を2030年近傍運開しようという計画は、そ

れはかなり現実味を帯びてくるということになります。 

 その下の赤い線で引いている計画は、インドは将来的には金属燃料を使いたいと言っていま

す。これは、先ほど申し上げたような物すごい増設計画なんです。もし、本当にやろうとした

場合、MOX燃料では増殖比に限界が出るので、金属燃料にしたいとの考えです。例えばMOX燃料

ですと、日本で設計したものでも1.15とか1.2弱とか、そのぐらいの増殖比なんですが、金属

燃料だと1.3程度の増殖比にすることができます。 

 ですから、将来的に金属燃料を使ってやろうというのがインドの構想で、この研究自身は

BARCというバーバ研究所のほうで既に独自に進めているので、どこまで達成できるかわかりま

せんが、インドのほうではそういう計画を持って開発を進めています。 
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 したがって、MOXで1つの全体のサイトを組んだ上で、技術も確立した上で金属燃料に切りか

えていく、そういうタイミングを狙っているというのがインドの計画です。 

 その次のページにFBR－600と書いているんですが、これはさっきFBR－1・2と言ったものと

同じなんですけれども、要するに、PFBRでは安全基準もインド独自に考えています。ですから、

インドの規制委員会の人たちといろいろ話をすると、スーパーフェニックスでやったいろいろ

な経験を踏まえて、かなり高レベルなエキスパートジャッジをして作ってきているんです。で

すが、FBR－600のほうは、つまりFBR－1・2という原子炉は、今GIF(GEN-4国際フォーラム)で

セーフティデザインクライテリアとかガイドライン(SDC/SDG)というのを作っているんですが、

それを踏襲してやりますと言っています、インドの規制側も。 

 ですから、いろいろな安全対策、例えばパッシブな原子炉停止システムをつけるとか、自然

対流で除熱するとか、そういったところは全部受け入れてやりますと言っているので、ここに

第4世代炉のアプローチと書いてありますが、そういうことを取り入れてやろうというのが今

のインドの考え方です。 

 その次のページに代表的な例で、炉心の上にナトリウムプレナムというリークが生じやすい

ような、上にブランケットをつけておかないでナトリウムプレナムをつけているんですが、こ

のやり方をすると、これはロシアが推奨している案なんですが、20ページです。この案だと、

ボイド反応度というのが、ナトリウムが沸騰したときにボイド反応度が正に大きく入らない。

ゼロに近いとか、場合によって負になるとか。この図の設計では必ずしも負にはならないです

けれども、非常に小さな値にしかならないというので。もちろん、SDC/SDGの中でゼロにしろ

と要求はしていませんが、現在はやりの概念として、こういうのもあります。こういったとこ

ろも取り入れようというのがインドのアプローチです。 

 その次のページには燃料サイクルの全体の回し方も書いてありますが、インドでも別にプル

トニウムだけ回そうというわけではなくて、マイナーアクチノイドも含めた燃焼を高速炉の中

ではやるということで、GIFで目指したような、そういう全体のサイクルの回し方、使い方を

していこうということがうかがえます。 

 その次のページは高速炉のサイクル施設、さっき1つのサイトでやりますよと申し上げた全

体構想図で、FRFCFの建設状況という、これはもう既に建設が始まっているということです。

ですから、これまでかなりの技術を蓄積した上で、こういった全体設備のスタートが切られて

いるという状況であります。 

 以上です。 
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○村瀬部長 

 ありがとうございました。ロシア・インドの高速炉開発動向につきまして、大変包括的かつ

詳細なご説明をいただきまして、ありがとうございました。 

 それでは、引き続いて質疑応答の時間に入りたいと思います。ご発言、ご質問、ご意見等ご

ざいます方は、これまでどおり、お手元にある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、よろしくお願いいたします。 

 では最初に小澤調整官から。 

○小澤調整官 

 佐賀山さん、丁寧なご説明をいただきまして、ありがとうございます。 

 今お話をお聞きして、ロシアもインドもこれまでの研究開発の実績、経緯、それからそれぞ

れの国情、それを反映した形でのプログラムを作っていると実感しました。 

 それで、それぞれについて確認の意味で質問したいんですけれども、まずロシアのほうは、

当面の連邦目標プログラムというのは、新世代の原子力技術をやっていくというところで、開

発目標はありますけれども、最重要目標というので核燃料サイクルにおける天然ウランの利用

効率を3割ぐらい向上させるというのと、その下、これは恐らく使用済み燃料の量を減らすと

いう意味で、それの効率化ということでございますけれども、これも3割程度低下するという

ことですが、ここのところの詳細、背景はどういうことかというのをもう少し教えていただき

たいのがロシアについて1つでございます。 

 それから、インドについては、これは先の話、最終的にはトリウムサイクルまで考えて三段

階方式とありますけれども、資料8ページで、当初は重水炉を中心にやって、その後、いわゆ

るプルトニウムと高速増殖炉とサイクルという、概念としては日本に近いような形をやった上

で、その先にトリウム、ウランのサイクルの形に持っていくということですけれども、これも

今の彼らの計画だと、最終的にはプルトニウムはもう使用しないで、トリウムとウランだけの

形に持っていこうとしているのかと。2070年以降ということだとかなり先だと思いますが、そ

こはそういうふうな考え方が根底にあるのか、以上2つを教えていただければというように思

います。 

○佐賀山理事長シニアアシスタント 

 では、ロシアからですが、ロシアの天然ウラン利用率というのは、元々ロシアはワンススル

ーでMOX燃料利用はほとんどしていないわけです。ですから、軽水炉だけで使うと、ウランと
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いうのは0.6％ぐらいの利用率しかないわけです。ご存じのように、プルサーマルでやると1％

くらいまで高まると。ですから、ここは2020年の段階では、高速炉をやるのにはまだまだなっ

ていないので、いわゆるプルサーマルも含めて、そういうプルトニウム利用をしていきましょ

うと。ロシアは、結局、最も効率的なプルトニウム利用は、もうロスアトムも明言しているの

は高速炉で使うことだと。そこに段階的に持っていこうということです。 

 それから、インドのほうですが、インドは、元々トリウム利用ということをやることによっ

てエネルギーを安定化するという狙いがあって、2050年ぐらいからやりましょうと当初原子力

委員会、または原子力庁も言っていたんです。だけど、今はそこまでの段階から始めるとリア

クター数を増やしにくいから、まずはプルトニウムやりましょう。そして2070年位になったら

第3段階を始めましょうと言っているわけです。それは、もちろん、ウラン、プルトニウムが

ある限りは、それは使う方がずっと良いわけですから、もったいないわけですから、それは使

いながら切り換えていって、最終的には自国で多量に保有するトリウムに置きかえましょうと

いう、そういう構想です。 

○小澤調整官 

 わかりました。ありがとうございます。 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。 

 それでは、事業者のサイドからもご発言いただきたいと思います。豊松さん、いかがでしょ

うか。 

○豊松原対委員長 

 ありがとうございます。ロシアとインド、本当に精力的に高速炉をやっているなと思って、

良いプレゼンしていただいて、ありがとうございます。 

 例えばロシアの場合は16ページなんですけれども、VVERを入れて、BNを入れていくという感

じの絵になっていまして、経済性という観点から、もう既にBN－600、もしくはBN－800は経済

性があって、発電原価がかなり良くなっていくと、大丈夫だと、こういうふうになっているの

かなというのが分かれば教えてほしい。 

 もう1点、インドのほうは10ページなんですけれども、これも軽水炉を輸入しておいて、輸

入した軽水炉は余り使わずに、ちょっとだけ使って、あとは回収燃料の高速炉とか、三段階開

発になっていますけれども、こういう絵は、資源有効利用的には当然重要だし、こういうオプ

ションは大事だと思うんですけれども、経済性が十分、例えば2020年から2030年の間に確保で
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きるのかなという、この目処はどんなことを考えてあるのですかという質問です。 

○佐賀山理事長シニアアシスタント 

 まずロシアですが、正確に言うと、BN－600、BN－800は高いわけです。ですから、SGをユニ

ット型に切りかえたりしています。ただ、一応基本的にロシアの炉というのは、原子炉という

のは非常に小さいんです。それで、ナトリウムは余りいっぱい入っていないんですけれども。

ということは、熱荷重は非常に大きくなるわけです。ですが、それでも大丈夫だと、要するに

耐用年数の違いとか、デザイン上の、そういったこともあって、一応かなりコンパクトな原子

炉容器を採用しているということと、ユニット型のSGを使っていけば安くできるんだと言って

います。けれども本当かというのは、BN－1200を作ってみなきゃわからないですよね。ですか

ら、もちろんBN－1200が1つの大きな試金石になって。 

 この間もロシアのペルシュコフさんという副総裁なんかとも話しましたが、結局、ターゲッ

トを非常に低い、安いコストに置いているんです。だけど、それはターゲットなんです。だか

ら、どこまでできるかというのを今一生懸命やっているところというところです。ですから、

「本当にできますか」と言うと、「できます」と言っていますけれども、それはやってみなき

ゃわからない。ただし、ポテンシャルとしては、私申し上げたように、かなり物量は減らせる

形のデザインをしているので、可能性は結構あるんじゃないかなとは思います。 

 それから、インドも全体は非常にコンパクトになっています。例えば、2ループにしてやっ

ているとか、実際には非常にコンパクト化した原子炉容器を使うとか。要すれば、いかにコン

パクトに作るかということが物量を減らすコツですから、それをどこまで達成できるかという

ことになるので、それはあとインドの場合は特に人件費が安いので、では日本で作ったらどう

なるかというのはあるかもしれませんけれども、そういう主張がなされています。 

○豊松原対委員長 

 そうすると、研究しておられる方がそういうターゲットを設けて、それを目指すというのは

当然なんですが、政府としても、ある程度目処があると認めてこういう計画になっていると思

えばいいんですか。 

○佐賀山理事長シニアアシスタント 

 例えばインドの場合だったら、例えば、原子力庁とか、あと研究所の人に聞くと、「そうで

きるんだ」と言います。ロシアのほうは、ロスアトムは「できる」と言います。だから、そこ

はやってみないとわからないこともありますという感じです。 

○豊松原対委員長 
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 ありがとうございます。 

○村瀬部長 

 ありがとうございます。 

 それでは、続いて門上さん、いかがでしょうか。 

○門上事業部長 

 私のほうも2つ質問をさせていただきたいのですが、きょうは本当にインドとロシアの包括

的ないろいろな動きがわかって、大変参考になりました。 

 1つ目の質問は、インドの資料の21ページ目ですが、進化する燃料サイクルというところで、

この真ん中のキーになるところに、マイナーアクチノイドの分離と書いてありますが、これは

いろいろな高速炉の開発ですとか要素試験とかをやっているのかと思いますが、このマイナー

アクチノイドの分離が非常に難しい技術だと思うのですが、こういうのも並行して、多分ロシ

アもやっているのでしょうけれども、インドもロシアも別プログラムというか、並行プログラ

ムでそういうようなことをやっているのかと思いますが、それはどのような感じでやられてい

るのかというのが1つ目の質問です。 

 もう1つは直接書かれてはいないのですが、言葉で少し触れられていたのですけれども、い

わゆる規格とか基準、規制です。これはロシアもインドもそうですが、これらの国の規制体系

そのものが私は不勉強でよくわかっていないのですが、原子炉の規制体系か何かがあって、そ

の中にいわゆる高速炉、あるいは高速炉に準ずるようなものの規制がしっかりとあって、それ

に基づいてこういう開発を進めていると。 

 それと、先ほど少し触れられたジェネレーションフォーで、そういうセーフティクライテリ

アみたいな、いわゆる普遍的なものを作ろうということなのでしょうけれども、そのあたりと

の関係、それから世の中がどのように動いていくのかと。日本は、多分高速炉の規制というの

は、概念はある程度ありますけれども、詳細なところはまだ余り詰まっていないような気もす

るのですけれども、その関係で一体どのような格好になっていくのか。そのあたりについて、

わかる範囲で教えていただければと思います。 

○佐賀山理事長シニアアシスタント 

 まずマイナーアクチノイドの分離に関しては、もちろんバーバ研究所でもやっていますが、

MOX燃料のPUREX法に近い再処理をやるのはIGCARが中心にやっているので、そこでマイナーア

クチノイドの分離に関してもやられています。事実、こういう絵をオフィシャルに出していま

すから、それなりのことはできるだろうと思います。ロシアもそこは同じようなものです。 
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 ご存じだと思いますが、フランスで既にマイナーアクチノイドの湿式法による分離というの

は、もう技術としてはあるわけです。ですから、そういう意味でも確立された技術のレベルで、

彼らも持っていると見たほうがいいと思います。 

 それから、規制とか基準関係ですが、インドは、余りよくわかっていないんですが、ロシア

は少なくとも構造基準はもちろんありますし、耐震基準もありますし、ただし、日本とは全然

グレードが違いますけれども、耐震だと最大150ガルだったと思います。構造基準も耐用年数

がかなり差があるとかというのはあります。ただ、ロシアのアプローチは非常にプラクティカ

ルで、実際に例えば20年とか30年寿命で物を作ったときに、寿命消費を計算して十分余裕があ

れば、エクステンションしていいということでやっていますから、例えばBN－600なんかはエ

クステンションどんどんして60年間動かすと言っていますけれども、今40年までの許認可は取

っていて、エクステンションして取って、今度またさらに先もやるんだと、段階的にやるんだ

と言っています。 

 ですから、そういう意味での構造基準、インドももちろんあるというふうには聞いているの

であるんだと思います。問題は、安全基準なんです。安全クライテリアなんです。 

 元々例えばロシアのBN－600は格納容器が無いとか、ロシアの原子炉というのはそういうと

ころがあるわけです。それでも別に安全なんだというのは、それはそれで主張としてはいいん

ですが、それはまずいだろうというので、ジェネフォーでもセーフティデザインクライテリア

/同ガイドラインを作ろう、スタンダードなものを作ろうということにしたわけです。 

 今それに関してIAEAのワーキンググループとOECD／NEAのワーキンググループ、規制側のワ

ーキンググループでその議論をしていまして、そこにはロシアも、ただしOECD／NEAの場合は

インドは入れてもらえないので、IAEAの場だけですが、中国とかも含めてです。そこで決まっ

たものを自分たちは使いますよと宣言していますので、そういう意味での統一性はとれるだろ

うと思います。たったただいまのこれまでの原型炉の安全審査はそういうものを使ってやって

はきていないんですけれども、これからのものはそういうふうに変わっていくと。 

 もちろん、構造基準とか、物を作るためのクライテリアとか耐震だとかを含めて、メンテナ

ンスとかオペレーションだとか、そういったところはそれぞれのものを持っていますと言って

いますけれども。 

○門上事業部長 

 日本もジェネレーション4の中に当然入っておられるわけですから、それを参考にして普遍

的なものを活用すると、そういう感じなのでしょうか。 
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○佐賀山理事長シニアアシスタント 

 ぜひそこはそういう方向で考えていくのがいいなと思っていますけれども。 

○門上事業部長 

 わかりました。ありがとうございました。 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。 

 それでは、森山さんからでしょうか。 

○森山研究官 

 設計の話を少し質問したいと思うんですけれども、ロシアでは原子炉が下置きで、元々SGは

モジュール方式だったのがユニット方式に変わったと。BN－1200に向けて原子炉のほうの設計

で何か注目すべき変更点があるかどうかということ。 

 それから、インドについても大分お話はいただきましたが、インドの将来の原子炉の設計と

してボイド係数の話がありましたけれども、それ以外に特に注目しておくべき点が何かあるか

どうかお願いいたします。 

○佐賀山理事長シニアアシスタント 

 BN－600とか800というのは原子炉を下から支えていて、上をちょっとすぼめたような形にな

っていて、液面揺動とか、そういうのが起きにくくしたりいろいろな工夫をしているんですけ

れども、こういうふうにすると、ここにベローズをつけなきゃいけないとか、いろいろな制約

が出てくるんですけれども、BN－1200になったときには、普通に日本や欧米がデザインするよ

うに、上から原子炉を吊る形です。というふうに変わると言われていたんですが、最近の絵を

見ていると、やっぱり下置きのままで、つまり、原子炉は従来自分たちが作ってきたものをそ

のまま踏襲しようと思っているように見えます。スペックを本当に決定するのは、今年、来年

ぐらいですか。ですから、そこで完全にフィックスするんだと思いますが、余り変わらないん

じゃないかな。 

 つまり、今のもののほうがコンパクトで安くできるというふうに考えているんだと思います。

ただし、下置きが成立するのは、地震荷重が小さいですから成立しているということはありま

すけれども。あとシビアアクシデントとか、そういったことに対する対応の仕方とか、そうい

ったことが十分できるから下にあってもいいんだとか、もちろん、そういう議論を踏まえての

決定になると思いますけれども。 

 それから、インドのほうは、基本は、さっきちょっと申し上げたように、スーパーフェニッ
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クスに近い形の絵で見られるようなコンパクトなものなんです。それを変えるつもりはないわ

けです、とりあえず。なぜかというと、PFBRで得た知見を出来るだけそのまま使おうと思って

いるから、だから、新しく何かを考えているということはあまりないと思います。 

○森山研究官 

 ありがとうございました。 

○村瀬部長 

 では、文科省の西條課長いかがでしょうか。 

○西條課長 

 両国の詳しいご説明をどうもありがとうございます。 

 ちょっとテクニカルなところになるかもしれないんですけれども、ロシアもインドも、元々

実験炉ではループでスタートしているのをタンクに、特にロシアについては、BN－350はルー

プでいったのに、BN－600からタンクに切りかえているというようなところもありますし、ま

あ、インドのほうは、どちらかというとフランスのほうを入れているのでというところはある

のかもしれないんですが、ループでスタートしながらタンクに切りかえていった、そこの背景

に何があるのかというようなところがあればというのと、それから逆に言うと、そういう切り

かえが割とスムーズに行われているのか、そこで技術的な問題が何かあったのかとかというと

ころがあれば、1つ教えていただければと思います。 

 それとあと、これは細かいことなんですけれども、インドのPFBRって、たしか2014年位には、

もうほとんどできていたと思うんですけれども、それがまだ稼働というか、しっかり本格的な

運転に入っていないというところは、テクニカルな部分で何か問題があったのか、それともも

う違う背景があるのかというようなところがもしわかれば、教えていただければと思います。 

○佐賀山理事長シニアアシスタント 

 そこはなかなか言いがたいところもありますが、まずループ、タンクの点ですが、ご存じの

ように、要するに実験炉というのは、どこもみんなループですよね。それは特性が非常にわか

りやすいし、流れもシンプルだしということでやっていて、タンクに試行した国がイギリスと

かフランスとかとなって、当時はアメリカとドイツと日本はループのままでやろうと考えたわ

けです。タンクにした国、ロシアは2つ作ったわけです、350と600。ちょっとずれがあるだけ

で同じような時期なんです。だけど、それは両方を比べたんだと思うんです。 

 タンク型にしている人たちの理由は、安いからです。もうそれだけです。だけど、タンクに

すると集中するから、物量は減るので安くなるんですけれども、それだけ流れを1カ所で仕切



 22 

らなきゃいけないとかというので難しいというか、余りシンプルな流れになっていないわけで

す。ですから、複雑な形状の特性を考えなきゃいけないということが出てきます。 

 昔の当時のコストでおおよそどのぐらいだったかというと、やっている国とか人によって違

うんだけれども、5％から10％ぐらい建設費が違うというふうに言われていました。もちろん、

我々がやったときには、例えばJSFRなんかで日本でやったときは、ですから、タンク型じゃな

い別な集中する場所を作ったわけです。ですから、どこかに集積する場所を作って物量を減ら

さないと安くならないわけです。ですから、そういう意味で言うと、ループ、タンクのほうで

切りかえたのは、今言ったような経済的な理由。うまくいったのか、いかないのかということ

になると、例えばフランスもイギリスも、イギリスはPFRをタンク型で作って20年以上にわた

り安定に運転できていて、フランスもフェニックスでやってできていて、その先スーパーフェ

ニックスということになったわけです。イギリスは途中でやめちゃいましたけれども。ロシア

も順調に別に600、800、1200と来ようとしているわけです。 

 ですから、最初にループからタンクに切りかえるときは、当然いろいろなことをチャレンジ

して学ばなきゃいけないんですけれども、それはそれなりにこなせてきたというふうに見れる

と思います。それが背景というか、あと実態としての状況だと思います。 

 それから、PFBRの遅れた理由。これは最初は熱交換器等で故障があって出戻りがあったよう

に聞いています。今はいろいろな検査だとか、そういう形で燃料だとか、そういったものをや

るからという、チェックした上でやるんだという理由になっているんですが、インドの人は詳

細を余り語ってくれないので本当にはよくわからないんです。実際にはもう2年ぐらい遅れて、

2年は十分遅れていますね。ですから、途中熱交換器だとかというのがちょっと不具合があっ

てねというようなことはちょっと聞きましたけれども、そういうテクニカルな問題が中心では

ないかなとは思います。 

○西條課長 

 どうもありがとうございます。 

 ついでにすみません、ループ、タンクになっちゃうのかもしれないんですけれども、ループ

のほうはメンテナンスしやすさというのは割とあるのかなと思いつつも、BN－600の稼働率の

余りの高さというのはちょっとびっくりなんですけれども、その辺はお国柄なのか、それとも

経験を積めばそうなるのかというところは。 

○佐賀山理事長シニアアシスタント 

 もちろん、お国柄もあると思います。だって、故障しても、例えばSGをぽっと切り離して運
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転していいんだとか、そういう議論もありますから。 

 一番端的な例では、例えば、EDFの人たちと話をすると、EDFがメンテナンスをするときに、

ある期間よりも超えてかかっちゃだめだといったときに、タンクだと引き抜けるじゃないです

か、熱交換器とかポンプをこうやって引き抜けばいいですよね。だけど、ループだと、もし何

かやろうとすると、配管を切らなきゃならないですよね。 

 だから、普通に点検しているときは別に大した差にはならないし、離れていたほうがやりや

すいとか、いろいろなことがあるんだけれども、いざ引き抜いて何かやろうとか、取り外して

やろうとかといったときはタンク型のほうが易しいという意見もあります。それはEDFの人た

ちの、フランス側の意見なんで。 

 ロシアのほうは、特にこちらのほうが優れているというような意見を聞いたことがあるわけ

ではなくて、むしろ、自分たちはこういう選択をして、これで十分やれますよという、そうい

うお話だけです。 

 BN－600の稼働率が非常に良いというのは、近年は故障やトラブルがほとんどないので、ト

ラブルなければ、ループでもタンクでも十分な稼働率は出せると思いますけれども。そういう

ことだと思います。 

○西條課長 

 ありがとうございました。 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。 

 次は、畠山さんから。 

○畠山課長 

 いつもながらの包括的でわかりやすい説明をありがとうございます。 

 ご説明をお伺いして、改めて政府側だとなかなかここまで、ロシア、インドまで正直なかな

か手が届いていないというのが実情でありまして、そういう意味でも非常にありがたいですし、

改めてお聞きしてみると、こういうところの情報を、さっきのインドのPFBRが遅れているとこ

ろも、僕らも何となくここ2年ぐらい逃げ水のように、ことしやると言っていて、いつまでも

行われず、来年もやるとか言っていて、それが行われずみたいなことが起きてきているのも、

状況がなかなか分からないということなので、改めて、そこをどう情報収集して、それをどう

コンパイルしていくのかということの必要性を感じた次第です。 

 その上で、1個インドのことで18ページに全体の計画があるんですけれども、特に金属燃料
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への移行なんですけれども、私の認識だと、特に大規模でやるんだとすると、湿式のほうが経

済性なんかがあったりして、それは良いのかなというふうに、もちろん、核不拡散性とか、そ

ういうことを考えると、もちろん、金属燃料のメリットはあるわけですけれども、経済メリッ

トということで言うと、湿式のほうがあるのかなと思っていた、酸化燃料のほうがあるんじゃ

ないかと思っていたんですけれども、これはインドがそれなりに大規模でやるのにも関わらず

金属燃料に移行するというのは、それはコストは余り気にしていないということなのか、それ

とも、そこの点も何か克服していけるということなのか、あるいは何か別の意図があってやる

ということなのか、お聞かせいただければと思います。 

○佐賀山理事長シニアアシスタント 

 これはかなり難しいというか、ご存じのように、我々もJAEAの中のスタディでどういうサイ

ズ、大きさにしたら湿式法と乾式法が安さが変わるのかというのをやったわけです。それで、

200t/年位の処理規模以上だと湿式法のほうが安いと。それよりも小さくなると、乾式法のほ

うが安いと。 

 200tって、ではどのぐらいの量かということなんですけれども、普通の炉で燃料交換してい

くときに、まあ、何バッチでやるかということもありますけれども、例えば100tとか120tくら

いホールコアであったとして、それを例えば6バッチみたいな形で処理したとすると、6分の1

の燃料交換をするわけです。毎年燃料交換する案と2年ぐらいでやる案とかっていろいろあり

ますけれども、仮に毎年したとして、ブランケット燃料を入れて全部混合でやったときでも

100から120ぐらいでしょうから、6分の1だと20tぐらいですか、ぐらいのやつですね。そうす

ると、アクティブコアという本当の炉心の部分だけを取り出してやるんだったら、それのさら

に半分ぐらいになるんですけれども、ですから、200tだと10基から20基ぐらいの量は十分扱う

ことになるわけです。つまり、集中サイト方式に適しているわけです。 

 それで、インドって、ここでPFBRとFBR－1・2って3基で1個セットしましたと言っているじ

ゃないですか。そうすると、ある種大々的なコロケーションはないかもしれないけれども、あ

るところでまとめて、ちょこちょこちょこっと作っていこうということを考えるとすると湿式

法は向かないかもしれないです。コスト的に言ったら乾式法のほうが安いかもしれない。値段

で言ったらです。 

 ロシアは集中サイト方式にするということをもう決めていて、何かヨーロッパのエリアに置

きにくいとか、サイクルはちょっと離したほうが良いんだとかと言っているので、そういう集

中サイト方式にするんだったら、それは湿式法のほうが大きなものを作れるから安いでしょう
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ね。 

 ですから、インドがどう考えているかというのにもよるんですけれども、金属燃料で本当に

いくんだとしたら、別に集中サイト方式にする必要はないというか、しなくてもいいと。して

もいいんですよ。るつぼをいっぱい並べればいいだけですから良いんですけれども、そういう

選択肢が選べるというメリットは出るでしょうね。 

 だから、それは国の政策とか国情と考え方というか、どういう形でそれを管理するかという

ことにも依存しますよね。あまり分散型にするとセキュリティの管理が非常に大変になります

よね。ですから、そういったことも考えてやるということになると思うので、一概にどっちが

いいかというのはちょっと微妙です。ただ、炉心性能とか、そういうのは明らかにいいですけ

れども。 

○村瀬部長 

 それでは、松野課長お願いします。 

○松野課長 

今のお話にも関係するんだと思うんですけれども、サイト戦略みたいなお話が今もちょっと

出ましたけれども、ロシアは集中だとして、インドというのは各州の力が相当強い。これは電

力だけではなくて、いろいろな分野でもそうだというお話がある中で、この高速炉の開発、今

のお話だと、開発の段階なので各州でやっているというよりは全体でやっているということだ

と思うんですけれども、実際にこれ2020年の実用化が本当だとすれば、相当具体的なサイトの

戦略もあわせて考えていかないと実際の導入というのは難しいんじゃないかと思うんですけれ

ども、その辺の考え方みたいなのはどうなっているのかというのがもしわかれば教えていただ

ければと思います。 

 もう一つは、海外との協力のあり方がロシアとインドでは違うということだと思うんですけ

れども、インドはフランスの技術を導入しつつも独自でやっているという一方で、ロシアは12

ページにもあるように米仏中印韓との二国間協力というのをいろいろな形でやっているという

ことだというお話がありましたが、特にロシアのほうについて、この二国間の協力というもの

が将来的にどういう姿になっていくと見通してというか、見越してやっているのか。つまり、

実際のこれもロシアも2030年の実用化ということだとすれば、これもそれなりに具体的な頭を

作っていかないと、つまりメーカーレベルの協力関係みたいなものの絵姿がある程度頭の中に

ないと、2030年ということになると実現していかないような気もするんですけれども、そのあ

たりのロシアの青写真みたいなものをもしご存じであれば教えていただければと思います。 
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○佐賀山理事長シニアアシスタント 

 インドのサイト戦略というのは、確かに州がいっぱいあって、私もそこはよく存じ上げてお

りません。でも、原子力委員会というか、原子力庁が何でこんな意欲的な案を出すかというと、

みんな使えと言っているんだと思うんです、ある意味で。本当にそういう形が実現するかどう

かというのは確かによく分からないですし、もし各州単位で使っていて、州単位でクローズし

ていくという形をとるんであれば、ある程度コロケーション的なものになっていきますよね。

ですから、ロシアみたいに集中的な、政府が一方的にこうやるんだと言って、ぼーんとそれに

行くという形がなかなかとりにくければ、そういう可能性は十分考えられるんじゃないかなと

思います。 

 一方、国際協力の点なんですけれども、インドは本当はやりたいわけです、各国と協力した

い。日本にも言ってきますが、やめろという意見が強くてできないわけです。結局NPTに加盟

していないとか、ですから、核不拡散とかそういった観点で元々軍民両用の原子炉でプルトニ

ウムを作ってしまった国ですから、そこが結局各国みんな控えていて、それが協力ができない。

だから、軽水炉だけは輸入することにしたけれども、それ以上のところに対しては協力しちゃ

だめというのが世界の合い言葉みたいになっていて、できないというのが実態です。 

 一方、ロシアのほうは、ロシアはGIFとか全体のところにも加盟しているし、いつぱい活躍

していますけれども、本当の協力は二国間協力だと思っているんです。つまり、ノウハウを出

し合うのは二国間協力じゃないとやらないと言っていて、一番仲がいいのはフランスです。ア

メリカともいろいろな協定は持っていて、高速炉協定は持っていますが、例のウクライナ問題

で結局国務省がストップをかけているので、アメリカとは全然できない状態。フランスそうい

う問題をはらんでいることはわかっているので、おとなしくしているけれども、例えばBN－

600だとかBOR－60だとか、そういう実験施設、または原型炉を使って照射をするとか、または

シビアアクシデントの共同研究をやるとか、そういうことはかなり多岐にわたって協力はして

います。 

 中国はロシアと非常に良い関係だったわけですが、CEFRの建設以降はあまり協力を継続して

いないという状況です。 

 韓国は、米韓協定の下でアメリカと協力することが基本になっているので、ロシアと連携し

ようとしているのはMBIRという新しい照射炉に協力をするくらいです。あとは目立った動きは

ありません。 

 ロシアも韓国に対して迫ろうとも思っていなくて、むしろ日本と仲良くしたいというのが実
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情、彼らの思いではないでしょうか。要するに、日本のいろいろなコンポーネントの開発技術

だとか、そういったことを彼らは使いたいわけです。 

 元々ロシアの原子炉のSGだとかコンポーネントってチェコ製なんです。ロシア製じゃないん

です。VVERなんかはギドロプレスのほうで横置きのでっかいSGを開発しましたけれども、東欧

圏のソ連邦の技術をかなり使ってきたわけです。ロシアに分裂してからはロシア独自の技術に

なってきたので、いろいろなそういう技術は本当は連携をして協力したいというのが彼らの本

音だと思います。 

○松野課長 

 ありがとうございます。 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。 

 それでは、他に補足とかはよろしいですか。 

○田口副理事長 

 一言というか、ロシアとインドの状況を見ていて、我々はJAEA、研究開発機関ですから、要

するに両者ともFBRに対する研究開発投資ができているわけです。何でできているかって、多

分それぞれ事情があって、ロシアに至っては、軍民転換みたいなのも含めて、例えばクラスノ

ヤルスクのコンビナートとか、国家予算の一部がロスアトムに回っている。それだけではなく

て、あとロスアトム自体が直接売電をして、そこでコストが合うか、合わないかという話をし

て、しかもVVERとの取り合いでコンティンジェンシープランみたいなのも自由自在に作ってま

すみたいなところで投資がきちんとロスアトムの中で多分できている。 

 それから、インドは先を、長期を、超長期、トリウムまでの長期を見ている中で、しかも経

済成長をしている国で国家として多分予算を投資する理由が十分にある。という中で研究開発

がきちんとできている。 

 ただ、どちらにしても1つ言えるのは、恐らく研究開発投資の正当性を説明するときに、こ

の時点でこういうものを作りますよと説明しているんです。だから、そこのところを我々はど

ういうふうに考えてこれからやっていくのかというのはよく考えなきゃいけないということだ

と思います。 

 それからあともう一つは、我々ロシアもインドもこういうふうにやっているんで、実を言う

とJAEAとしては協力したい。したいけれども、インドは先ほど話が出たように、NPTに入って

いない、核実験やっているみたいな国で、これはなかなか無理だなと。ロシアについても、実
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を言うと動燃時代から燃料製造の協力なんかをやったり、あとRBMKの安全協力みたいなのをや

った、実を言うと協力関係はあるんですけれども、非常に限られた範囲。原子力安全とか、あ

と基礎的なもの、最近核データなんかでも協力を少し始めることにしましたけれども、それは

ロシアとはフルスペックの原子力協定がありませんので、核物質の移動みたいなのはなかなか

できない、そういう協力はできないと。 

 そういう中で両者と協力、これどういう関係でやっていくのかというのは、ぜひご議論をし

ていただきたいというふうに考えています。 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。 

 それでは、議論は尽きないところですけれども、時間も参りましたので、これをもちまして

今回の議論は終了ということにさせていただきたいと思います。 

 改めて、今日は長時間、大変コンプリヘンシブで詳細なご説明をいただきました佐賀山さん

に御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、前回中国、今回インド、ロシアという形で高速炉の国際的な動向についてフォロ

ーアップさせていただいてきましたけれども、次回以降もさまざまなテーマ、個別に放り込ん

でいきたいと思いますので、引き続き次回以降の進め方については、また今日の議論も踏まえ

て、事務的にご相談した上でご連絡をさせていただきたいと思います。 

 本日は、まことにありがとうございました。 


