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内 容 

１．高速炉開発戦略RM検討の範囲について 
（１）新型炉開発の特徴 

（２）もんじゅの教訓 

（３）不確定性の大きなプロジェクトの特徴 

（４）我が国の人と組織の特徴 

 

２．高速炉開発意義の共有と長期計画 
   

３．国民性や不確定性を考慮した柔軟な短期計画 
   

４．まとめ 
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高速炉開発戦略RM検討の範囲について 

このため検討の範囲を、以下のように技術から人や社会の範
囲まで広げる必要があると考える。 
 
１．新型炉開発の特徴 
２．もんじゅの教訓 
３．不確定性の大きなプロジェクトの特徴 
４．我が国の人と組織の特徴 
 

 大型プロジェクトの推進には国民の理解が必要であることから、
提示する戦略ロードマップは、世の中がそれをどのように理解
するかを考え続けながら、誰が見ても納得できるものにしていく
必要がある。 



１．新型炉開発の特徴 
新型炉の開発を含めどんな技術でも、新技術の開発には失敗を繰り
返しながらの試行錯誤が必然である。原子炉の場合の特徴は、万一
重大事故が起きた場合は被害規模が大きいことから、大きな失敗が
許容されないことである。 
 

 このため特に慎重に進める必要があり、実験炉、原型炉、実証炉、
商用炉と段階を踏んだ開発が行われる。よって、その実用化には、
技術者の現役寿命を超える数十年単位の開発期間と、一国での負
担が難しくなる規模の予算がかかる。 

原型炉「もんじゅ」は経験を積むための研究開発段階炉であり、目的の一つは失敗を含む経験の蓄積である。 

実験炉「常陽」 

基礎・基盤研究先端
技術の研究開発等 

原型炉「もんじゅ」 

発電プラントとしての 
信頼性の実証 
革新技術の実証 

実証炉 

1977年臨界 

日本原子力研究開発機構殿提供 

実用炉 

日本原子力研究開発機構殿提供 

日本原子力研究開発機構殿提供 

実用炉の経済性、
信頼性の実証 1994年臨界 

1995年事故 

2016年廃炉決定 
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２．もんじゅの教訓 
  
 原型炉「もんじゅ」は1994年に臨界を達成し40％出力までの運転を行ったが、
1995年にナトリウム漏えい事故を起こし、その後2010年の再起動を除いては運転
を停止したまま、2016年12月に廃炉が決定された。理由は、再開に要する時間

的・経済的コストの増大、新たな運営主体の特定を含む再開に向けた不確実性
等とされているが、まだ活用の余地があったのではないかとの声も多い。原型炉
本来の目的の一つは、新技術の初期に経験する見落としや不具合を克服しなが
ら想定外を無くしていくことにある。「もんじゅ」は試行錯誤を含む運転経験を十分
には蓄積できてない。 
 
 海外ではロシアが20回以上のナトリウム漏えい事故を経験しながらも、70％を
超える稼働率で原型炉を運転している。フランスも同様に20回以上のナトリウム
漏えいを原型炉で経験し、それを教訓として実証炉の建設運転を行った。 
 

 失敗や事故を経験しながら開発を継続する海外と比較して、日本の対応は特異
なものである。今後は「安全神話」などの誤った認識を改め、ナトリウム漏えい事
故は我が国でも起り得ることを前提とする。重大事故の防止措置をした上で、海
外のように試行錯誤を伴う通常の技術開発を進めるべきである。 
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出典： Yu.V. Nosov, et al.,” USSR and Russian fast reactor operation through the example of the BN600 reactor operating 
experience and peculiarities of the new generation BN800 reactor power unit commissioning,” IAEA-CN245-553, FR17 (2017) 

 2017年4月8日に、電力グリッドへの初併入
（1980年4月8日）から37周年を達成 

 BN-600の商業運転開始以降の平均設備
利用率（1982年～2016年）：75.55％ 

 2016年の設備利用率は、過去最高の
87.5％を達成 

    年間発電量（kWh/年）      

定格発電出力（kW）×365日×24時間 
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BN-600におけるナトリウム漏えい経験 



３．不確定性が大きいプロジェクトの特徴 
 
   新型炉の開発期間は長いことから、成功に至るまでの不確定性が当然大きくなる。

さらに、多額の予算がかかり、その獲得には社会的受容が必要であるが、原子力利
用は賛否が分かれていることが、さらに不確定性を大きくしている。 
  
   このような困難の中で人材を確保し、知識と技術を維持発展させるための、知恵

が必要である。例えば、揺らがない大義名分、具体的進め方に対する柔軟性、汎用
技術の多用と特有技術の極少化、などの工夫が考えられる。 

「もんじゅ」建設開始後に経験した出来事の例 
 
もんじゅ２次系ナトリウム漏えい事故 
もんじゅ燃料交換用中継装置の落下 
常陽の炉上部機構の損傷 
チェルノブイリ原子力発電所事故 
アスファルト固化処理施設火災爆発事故 
JCO事故 
福島第一原子力発電所事故 
米国CRPRP、独SNR、仏SPX中止 
CO2問題 
高レベル廃棄物問題 
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４．我が国の人と組織の特徴 
 

 国民性が、個人の価値観や社会構造に組み込まれているのは、どの国に
も共通することである。日本は単一民族の島国で和を尊ぶ文化がある。さら
に、外国人の割合も低く、この特徴が顕著に現れる傾向がある。 
 日本の国民性には、自己主張を押さえる等の長所も多いが、以下のよう
な短所もあげられる。 
 
・集団思考、ディベート下手 
  原理原則から考えるよりも、身近な仲間とのコンセンサスを尊ぶ。 
  反論できない偽善的理由を作り、議論を遮る傾向もある。 
・現状維持意識 
  目先のリスクを嫌い安心を求める。完璧主義、失敗を恐れ試行錯誤しない。 
・大事なことは人任せ（危険なのに安心する） 
  将来のリスクに関しては国に対する依存心が強い。 
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 技術は本来自ら試行錯誤して、失敗の上に築かれるものである。我が
国は、明治維新後の技術導入の歴史から失敗本来の意味を理解せず、
しだいに失敗を許容し難い体質になっていった可能性が考えられる。原子
力分野では特にその傾向が強く表れている。 



長期(30年～100年)： 
本来あるべき姿からのバックキャストの検討 

短期(20年～30年)： 
現状の制約条件からのフォアキャストの検討 

５．長期計画と短期計画 
 

   国民性は容易には変わらないものと考えられる。これを嘆くのではな
く、状況を認識し前提とした上で、戦略を検討する必要がある。 

 このため先ずは、直近の環境とは一定の距離を置いた本来あるべき
姿からバックキャストで長期計画を考える。これによりぶれのない方向
性を与える。 
  次に上記の方向性を堅持しながら、現在の制約や国民性を前提に、

フォアキャストで実現可能な短期計画の検討を行うのが良いと考えら
れる。 
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高速炉開発意義の共有と長期計画 

 大きな不確定性を伴う長期開発を完遂するには、高速炉開発の普
遍的意義を説明共有し、一貫した長期計画を保つ必要がある。 
 
 我が国は世界で最もエネルギー資源に恵まれない国の一つである。 

ウラン資源のリサイクルによる核分裂エネルギー利用は、数千年に
わたり準国産エネルギーを産み出し、理想的には核の廃棄物もサイ
クルの外に出さなく出来ること（クローズドサイクル）が科学的に示さ
れている。従い、技術的な努力により実現可能な問題である。 
 

 軽水炉のウラン利用率は１％程度である、高速中性子を利用する
ことで、これを100％近い理想状態に近づけることができる。このため、

核分裂の発電利用を始めた当初から、核分裂利用の本命は高速炉
であり、軽水炉はつなぎの技術と考えられてきた。 

１．高速炉開発の普遍的意義 



原子力発電技術の黎明期における高速炉の位置付け 
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○米：ウラン資源の懸念⇒高速増殖炉開発EBR－Ⅰ（実験炉1.2MWt） 

                                                                        世界初の発電（100kW）1951年12月 

○米：潜水艦動力炉PWRをWHが開発                              1953年 

○Atoms for Peace（国連）アイゼンハワー                              1953年 

○日：中曽根議員ら原子力予算提出(2.35億）                                    1954年 

○ソ連：オブニンスクAM－1世界初の実用規模発電（5000kWe）    1954年 

○第1回原子力平和利用会議（ジュネーブ）                                      1955年 

○英：黒鉛減速ガス冷却炉発電                                 1956年 

○米：発電用PWR実証⇒シッピングポート（23.1万kWt／6万kWe）   1957年 

○米：発電用BWR実証⇒ドレスデン（20万kWe）                               1959年 

○米：軽水炉発注                                                                                      1964年 

○米：カーター大統領⇒再処理凍結:FBR延期                              1977年 



13 

世界最初の原子力発電は高速炉によって達成された 
（４つの電球の点灯に成功した） 

 米国 高速実験炉 EBR-I, December 20, 1951 



軽水炉はウランの一部しか利用できないため、以下のよう
な課題が残る。 

①天然ウランの大部分を占めるウラ
ン238を有効活用できない。 

②高速炉燃料または原爆の原料とな
るプルトニウムが発生する。 
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プルトニウム, 
マイナーアクチニド（MA)元素 

燃料増殖と核分裂生成物消滅は相反するものではなく、ウラン資源を使
い切ることで同時に達成できる概念である。 

③核のゴミとして、マイナーアクチニ
ド元素（Am,Cm,Npなど）や、長半減
期核分裂生成物（LLFP)が発生する。 



Pu239

Pu239
高速増殖炉

核分裂

高速中性子（20,000km/s）

軽 水 炉

熱中性子（2.2km/s)

U235

U235

高速中性子

減速
減速材
（軽水）

非放射性FP

U238

放射性FP

放射性壊変

放射性壊変

放射性壊変
Pu239

Am242mPu240

 高速炉は、豊富な高速中性子によって、軽水炉で燃えないウラン238、プルトニウムや核分裂生
成物(核のゴミ)の燃焼と安定化が可能である。燃え残ったウラン、プルトニウム、核分裂生成物を、
再処理によって取り出し、もう一度高速炉に戻して再利用するリサイクルを繰り返すと、ウラン資源
を使いきりプルトニウムや核のゴミも残らなくなる。 
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高速炉サイクルはウラン資源を無駄にせずにゴミも残さない 

高 速 炉 

軽 水 炉 



燃えないウランをプルトニウムに変えてリサイクルし、有限なウラン
を最大限に利用 ⇒準国産エネルギー 

0 
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年 ） 

軽水炉利用の場
合のウラン 

ＦＢＲ利用の 
場合のウラン 

（試算） 

数千年！ 

U238 
（燃えないウラン） 

99.3％ 

U235 
（燃えるウラン）0.7％ 

高速増殖炉で「プルトニウム」 
に変えエネルギーとして利用 
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ウラン資源有効利用によるエネルギー安全保障貢献 



高レベル廃棄物による環境への負荷を大幅に低減 

潜在的有害度 

の減衰 

ワンススルー 10万年 

プルサーマル １万年 

高速増殖炉 

サイクル 
200～300年 

地層処分での隔離期間が大幅に短縮 

ワンススルー：使用済燃料を再処理せずに、ある
期間冷却保管した後に廃棄物処分（直接処分）
するという考え方（使い捨て方式） 

  ＊）高レベル放射性廃棄物の潜在的な有害度。使用済燃料の1年目
の潜在的な有害度を1とした相対値。 

＊＊）ＭＡ（マイナーアクチニド）：使用済燃料中でウラン、プルトニウムに
比べ存在量の少ないアメリシウム（Ａｍ）、キュリウム（Ｃｍ）、ネプ
ツニウム（Ｎｐ）等のアクチニド元素の総称 
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軽水炉の商業化が上手くいったことと、高速炉技術開発が当初予測
より時間がかかっていることから、高速炉開発に遅れがでているが、
技術の本質は変わってない。 
 

我が国は現在は技術立国であり、今後も次世代のためにそうあるべ
きである。リサイクルによる環境保全は、わが国の国情にあっている。 
 

複雑なシステムの研究は周辺技術を生み出し、設計・建設・運転・保
守・廃棄は多くの雇用を生み出す。 
 

ウラン資源を使い切ることで、エネルギー安全保障と放射性廃棄物
低減を同時に達成する技術開発は、全世界に貢献できる。このため、
我が国の切実な問題を解決することによって世界をリードする意義
は大きい。結果として輸出にも繋がるであろう。 
 
 

高速炉開発意義の補足 
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ウラン資源の有効利用と環境負荷低減を両立させる、高速炉と再処理
を組み合わせたクローズドサイクルの開発を目指すべきと考えられる。 
 

高速炉開発で先行するロシアはクローズドサイクルを目標に掲げてお
り、中国やインドも追随している。 
 
ウラン資源の制約から解放されるためには、世界的な観点からは2040
～2060年頃から高速炉サイクルを導入していく必要があることを、諸
量解析の結果（IIASA-C2等）が示している。 
 

純国産エネルギーの確保と放射性廃棄物の問題に技術的な解決策
が有ることを示すことで、国民の理解を得て、ゆらがない方向性を示す
ことが、長期計画の目的である。時間のかかる教育や若手人材の確
保にとっても重要である。 
 
 

２．長期計画について 



自ら整合性のある原子力システム 
Self-Consistent Nuclear Energy System:SCNES 

• 1991年に東工大名誉教授・藤家洋一先生が提案した完全なク
ローズドサイクル。 

• 「資源の効果的利用（エネルギー生産と燃料生産）」と環境保全
（安全確保、放射性廃棄物を出さない、核不拡散）」を同時に達
成する原子力システム概念。 

• 高速中性子によるTRU核種の核分裂反応を利用： 
 200MeVの発生エネルギーと2.9個の中性子 

• 中性子バランス、エネルギーバランスによる科学的成立性は示
されている。 
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天然ウラン 

高速炉 

元素分離 
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SCNES:自ら整合性のある原子力システム 
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整合性ある原子力システムの概念図 

高速炉 

燃料 

製造 

FP ターゲット
製造 

FP 同位体のレーザー分離 

使用済
燃料 

U 

FP ターゲット 

処理 

U-Pu-MA-Zr 

U, Pu, MA 

Zr 

Cs, Sn 

(Zr) 

I, Tc 

照射後FP 

ターゲット 

Cs, Zr, Sn 
SCNES副産物 

(低レベル廃棄物並み） 

再処理 

•エネルギー生産 

•燃料増殖 

•放射能消滅 

•炉心崩壊事故の排除 
•ブランケット無し 
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今後の開発ステップ 

ステップ１：高速炉の実用化 （2050年頃を目指す！） 

  ウラン資源の有効利用（燃料生産） 
 Puを燃料として燃焼させることで廃棄物中からPuをなくす 
半減期の長いPuの燃焼により放射性廃棄物の減衰時間を短縮 

 

ステップ２：MA含有燃料を用いた高速炉の導入 
TRU燃料サイクルの本格利用 
燃料生産とPu以外の半減期の長いMAの燃焼を同時に達成 
 

ステップ３：MA含有燃料を用いた高速炉でのLLFP核変換 

  長半減期核分裂生成物（LLFP）の分離・抽出と核変換による短
寿命化で、天然ウラン並の放射能になる時間を短縮し、更に、そ
の後減衰を加速 
   

23 藤家洋一 H29.9 東京大学講義資料より 



 

１．技術維持のための教育 
もんじゅ廃炉により急速に失われつつある技術を維持するための努力が緊急
であり、教育をRMに含めることを提案する。例えば試行錯誤が許される範囲

の規模の多様な高速炉の設計を直ぐに開始し、もんじゅ経験世代が若手に教
育することが考えられる。 
 

２．多様な計画と柔軟な運用 
上記設計の中から、世界の動向や社会受容性に応じて、有望な設計の規模
を拡大する。受容されない場合は、方式を変えるなど多様性と柔軟性を高め
る工夫をする。短期的に理解が得られなかった場合にも最低限の技術維持
が可能となるように、多様な計画を持ち柔軟に運用すべきと思われる。理想を
追い時間が経過しつつある現状を放置すると、優秀な先達が苦労して築いた
技術財産を失い、次頁に示すように我が国より早い速度で開発を進める海外
に二度と追いつけなくなる。 
 
 

国民性や不確定性を考慮した柔軟な短期計画 
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世界の高速炉開発の歴史と将来計画 

E: Experimental reactor 

P: Prototype reactor 

D: Demonstration reactor 

C: Commercial reactor 

MWe/GWe: Electric power 

MWt: Thermal power 

:       Construction 

:       Operation (from 1st criticality) 

 ☆ : Planned commissioning 

 

 

アメリカ

イギリス

ドイツ

ロシア

インド

中国

フランス

韓国

日本

197019601950
国名

2000 2010 2020 2030 2040 205019901980

（2011.11現在、「性能試験」実施中）

原：PFBR(500 MWe)

証：2023年までに

CDFR(0.8GWe)2基、

CFR(1GWe)1基導入

証：KALIMER-600（600 MWe)

実：CEFR(20 MWe)

(2010臨界)

商(CFBR)：2023年までに500 MWe×6基導入

証：CDFBR(1～1.5 GWe)

商（CCFR,CCFBR）本格導入

Gen IVプロトタイプ炉

（ASTRID；600 MWe）

原：BN-600(600 MWe)運転中

原：フェニックス(250 MWe）

証：BN-800(880 MWe)

商：初号機

商（1.2 GWe)本格導入

商（1.5 GWe)本格導入

商：初号機

商：BN-1200(1.22 GWe)初号機

商BN-1200（1.22 GWe)本格導入

商（1 GWe)：2025年から本格導入

商：初号機

実：FBTR(13 MWe)運転中

実：BOR-60(12 MWe)運転中

商：初号機

証：JSFR（750 MWe)

商（1.5 GWe)本格導入

商：初号機

原：もんじゅ(280 MWe）

(140 MWt）

証：スーパーフェニックス(1240 MWe）

実：ラプソディ(40 MWt）

実：常陽(50-100 MWt）
改造

原：BN-350(130 MWe+海水淡水化)

実：BR-5(6 MWt) 改造
実：BR-10(10MWt)

実：DFR(15MWe)

原：SNR-300(327MWe) 建設途中で計画中止

実：KNK-II (21MWe)

原：PFR(250MWe)

実：クレメンタイン(0.025MWt)

実：フェルミ- I (65MWe)

実：ランプレ(1MWt)

実：EBR-I (0.2MWe)

実：シーファー(20MWt)

実：FFTF(400MWt)
運転停止 廃止決定

原：CRBR(380MWe) 建設途中で計画中止

実：EBR-II (20MWe)

1995.12 2次主冷却系
ナトリウム漏えいによる
原子炉停止

Commercial reactor phase 

高速炉システム設計、オーム社、2014 
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３．重大事故の防止 
重大事故を防止することが、試行錯誤を伴う技術開発の前提である。安全設計ガ
イドライン（SDG）に基づく敷地外環境汚染の実質排除を目標とした研究開発を優
先すべきと思われる。 

軽水炉と高速炉では一長一短ある。高速炉の長所である単相低圧の冷却材や溶
融燃料の原子炉容器内維持可能性を活かし、短所である非最適炉心体系を克服
するための、多様な工夫と、それによる社会の理解促進活動などが考えられる。 
 

４．規制との連携 
商用軽水炉をベースとした規制に照らした保守管理上の不備でもんじゅが苦労し
たことを教訓として活かす必要がある。 

軽水炉と異なる高速炉の特徴に合わせた、合理的な規制体系の構築も、研究開
発の一つである。それを進めるためには、実際の建設・運転・保守・補修の経験
が必要であることから、建設前の段階からの規制との連携が求められる。 
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 留意事項 
 技術の継承 
 重大事故の防止 
 試行錯誤 
 不確定性の考慮 

常陽の継続的な改造 
安全性向上 

実験炉「常陽」 

基礎・基盤研究先端
技術の研究開発等 

原型炉「もんじゅ」 

発電プラントとしての 
信頼性の実証 
革新技術の実証 

実証炉 

1977年臨界 

日本原子力研究開発機構殿提供 

実用炉 

日本原子力研究開発機構殿提供 

日本原子力研究開発機構殿提供 

1994年臨界 

1995年事故 

2016年廃炉決定 

世界動向を見据
えて有望な炉型を
中型化・大型化 

多様な炉型の試設計と試行錯誤が
許容される規模の中小型炉の建設 

実験炉 

原型炉 

原子炉の研究開発 

重大事故の防止が前提 
（SDGに基づき敷地外環境汚染を排除） 
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核燃料サイクルの研究開発 

 核燃料サイクルについては、長期計画に示したように段階的に研
究開発を行う。 
 

 短期的には、実験室規模でサイクルを閉じて実証してみせること
で、国民の理解を得ることに注力する。 
 

 先ずは、高速炉によるPuの燃焼を実用化する。これにより不要な
Puの蓄積を行わないことを世界に示す。 
 

 その後に、2050年頃のMA含有燃料の高速炉での利用を目指す。 
 

 さらに、長半減期核分裂生成物の分離変換技術に長期課題とし
て取り組む。 



日本原子力学会新型炉部会 
「高速炉技術戦略ロードマップ検討会」 
 (参考資料) 

国が比較的短期の高速炉開発戦略ロードマップを検討するのに対して、学会は
長期的な検討を中心に行い、国民の便益となる高速炉開発の方向性を示す。そ
の上で、両者の方向性が整合するものとなるように情報発信することを目的として
H29年9月に発足した。 
 
主査 笠原（東大） ,幹事 山野（JAEA）, 他委員36名 
 
今後の計画 
H30年春 高速炉開発の目標と導入シナリオについてプレスリリース 
H30年秋 報告書まとめと「原子力学会秋の大会」での報告 
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高速炉開発戦略RM検討の範囲を、技術から人や社会の範囲まで広げ、本
来あるべき姿からバックキャストで考える長期計画と、国民性や不確実性を
前提にフォアキャストで実現性を考える短期計画の両者から検討を行うこと
を提案をした。 

 

高速炉開発意義として、ウラン燃料を使い切ることで資源を長期に亘り有効
活用し放射性廃棄物を残さないことを国民と共有し、それを実現するクロー
ズドサイクル開発を長期計画とすることを提案した。 

  

短期計画に対しては、技術維持のための教育の優先と、国民性や不確定性
を考慮した多様な計画と柔軟な運用を提案した。また、重大事故を防止した
上で、軽微なトラブルを一定程度許容した試行錯誤が正常な技術開発には
必要であることを述べた。 
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まとめ 


