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高速炉開発会議戦略ワーキンググループ（第7回） 

 

日時 平成29年12月19日（火）10：00～11：30 

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7回戦略ワーキンググループを開催させ

ていただきます。ご多忙の中ご参集いただきまして、ありがとうございます。 

 早速議事に入りたいと思います。第7回となります本日は、東海大学工学部原子力工学科、

可児吉男教授をお招きしております。 

 第7回となります今回は「高速炉の安全性について」ということでご説明をいただきます。 

 可児先生は、もんじゅ安全性レビュー専門委員会の主査を歴任されるなど、高速炉開発、安

全性について精通されておられまして、今回は高速炉の安全確保の方策、国内外の高速炉の安

全基準、高速炉と規制の関係等につきましてご説明いただきます。 

 それではカメラでの撮影はここまでとさせていただきます。 

 なお、本日大変恐縮ながら、私途中で退席をさせていただく所用がございまして、司会進行

はそれ以降、原子力政策課 原子力技術室長の武田が務めさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、可児先生、よろしくお願い申し上げます。 

○可児客員教授 

 東海大学の可児でございます。今日はよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速資料に沿ってご説明申し上げます。 

 それで、2ページ目のところに今回ご説明する内容を挙げております。 

 まずは原子炉施設の安全性ということで一般的なお話を少しさせていただきまして、その後

高速炉の原理と、それから安全上の特徴ということで、それをご説明した後に高速炉の安全確

保方策ということで基本的な考え方や、あるいは特徴的な安全設計と、このあたりまでは基本

的に「もんじゅ」を例にしてご説明いたします。 

 それから、その次が将来高速炉の安全基準の策定ということで、そこに書いてありますよう

に、GIFというGeneration IV International Forumというのがございまして、そこでこういう

クライテリア、ガイドラインを策定する作業が進行しております。それのご紹介。その中でも
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特に重要といいますか、注意すべきは「設計拡張状態」という言葉がございまして、そこへの

アプローチをどうするか。これはまた後でしっかり説明いたします。 

 それから、各国の安全設計概念についてご紹介しまして、最後の話題としては安全規制との

関わりについて少しお話ししたいと思います。 

 それでは、次に3ページ目をお願いいたします。 

 これは、原子炉施設一般の安全性ということについて私なりに整理した図になっております。

上のほうに「安全確保の目的」とありますが、ここは人々と環境を電離放射線の有害な影響か

ら防護ということで、これはよく言われておりますけれども、IAEAのスタンダードのもの、

Safety Fundamentalsというのがありますけれども、そこで言われていることで、NRCとか我が

国の規制庁もこういうことを常に言っております。 

 これを達成するために1つの考え方としてリスク管理という、そういうことで整理すること

ができるかなというふうに思っています。 

 それから、右のほうに目標・許容基準ということで安全目標や性能目標等並んでおりますけ

れども、こういったものを達成することを視野に入れながら、左のほうにあるリスク抑制方策、

リスク低減方策、こういったものを講じていくと。それで、それに対してまた安全評価をやっ

て、それで目標が達成されているかどうか見ながら、イタレーションといいますか、繰り返し

しながら、基本的には安全性の向上を図っていくという、そういうことになります。 

 それで、右下のほうに「安全とは」ということで書いてありますが、国際基準等では「受入

れ不可能なリスクが存在しないこと」、こういう言い方をしておりまして、これに沿って原子

力の世界では安全目標ということが昔から言われておりまして、「How safe is safe 

enough」という、こういう言葉です。ですから、こういったものをどうやってきちんと設定し

て社会的な合意も形成した上でやっていくかというのは1つの論点、課題かと思います。 

 それで、左のリスク抑制方策のところに書いてある深層防護とか物理的多層障壁とか、基本

安全機能の達成という考え方があるわけですけれども、それを踏まえながら実際に設計と運用

管理の中でリスク低減を目指していくという、そういうスキームになっていると思います。 

 次お願いします。 

 それで、次が深層防護、また多重防護とも言いますけれども、それと多層障壁ということで、

もう既に皆さんもご存じのことなので特にご説明する必要もないと思いますけれども、一応

IAEA等で言われているもの、あるいは我が国でも同様ですけれども、要するに複数のディフェ

ンスラインを置いておいて、1つがやられても次があるよと、そういうことで安全性を確保し
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ていくという戦略なわけです。通常は①から⑤、この5つが言われております。 

①、②、③というのが従来から言われている、いわゆる設計基準という範囲内であったわけで

すけれども、④がシビアアクシデントの制御・管理ということで、ここが特に福島第一事故以

降フォーカスが当てられ、ここを強化すべきという流れになっているわけです。 

 それから、多層障壁は物理的なバリアとして、普通はそこにある5つが挙げられているとい

うことでございます。 

 次お願いします。 

 まず高速炉の原理の話を少しして、それから安全の話に入りたいと思います。 

 左の上のほうに反応過程ということで核分裂の過程が2つ書いてありますけれども、上が軽

水炉で、下がいわゆる高速増殖炉と言われているものです。軽水炉の場合には普通はウラン

235を核分裂させて、それで出てくる中性子の一つを使ってチェーンリアクションと言います

か、次の核分裂を起こしていくという流れになっていますが、FRの場合にはプルトニウム239

を使いまして、それが核分裂したときに出てくる中性子、それが上と比べますと、上は2つに

なっていて下が3つになっています。こういう具合にFBR、高速炉の場合には1つの中性子を吸

収したときに新たに出てくる中性子の数が多いわけです。これは余剰中性子が豊富だという言

い方もします。ですから、この余剰中性子を使ってウラン238に当てて、それをプルトニウム

にかえていくということであります。 

 それで、最近の環境負荷低減ということで長寿命核種を核変換するというのもありますが、

それもここで出てくる余剰の中性子を例えばマイナーアクチニドに衝突させて、それを核変換、

核分裂させるわけですけれども、それによって短寿命核種、あるいは安定核種にしていくとい

うことになります。 

 この余剰中性子がどのぐらいあるとそういった増殖や核変換に使えるかということですが、

基本的にはηというパラメータがございまして、ηというのは中性子再生率とも言いますけれ

ども、1個の中性子を吸収したときに新たに何個の核分裂中性子が生まれるかという個数のこ

とを言います。 

 それで、その右下の図の横軸が中性子のエネルギーになっておりまして、これが十分大きい

とたくさん増殖できる、あるいは色々なことに使えるということになります。 

 この絵を見ていただくと、右側の、要するに中性子のエネルギーが高いほう、100keVあたり

から急にプルトニウム239のηの値が上がってきています。ですから、普通は高速炉ではこの

プルトニウム239をフィッサイル燃料として使い、エネルギーとしてはこの100keVあたりを使
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っているということです。 

 左の枠で囲んでありますけれども、高速中性子を用いるということで減速材は不要というこ

とでありまして、そういう意味で水素のような軽い原子を含んだ水といったものは適当ではな

く、ナトリウムのように重たいものを冷却材として使っているということになります。 

 次お願いします。 

 エネルギースペクトルですけれども、これは中性子のエネルギーがどの程度、どこにあるか

ということですが、右上の方にありますように、高速炉の場合には右側のエネルギーの高いと

ころ、数百keVになります。軽水炉の場合には左側に大きな山がありまして、熱中性子のマク

スウェル分布で決まっています。軽水炉の場合には、右のほうにもちょっと山がありますが、

これは核分裂中性子のスペクトルになっております。 

 こういう分布に対して、実際の核分裂がどう起きるかということですが、右下が核分裂断面

積を表していますけれども、こういう具合に右下がり、中性子がエネルギーが高くなると減っ

ていくということになります。 

 それで、左の文章に書いてありますが、数百keV当たりですと、熱中性子の左のほうのエネ

ルギーの場合に比べると400分の1ぐらいに核分裂断面積は減っているということです。こうい

うこともあって、この分プルトニウム239、フィッサイルの富化度をより高くするということ

にしています。ですから、通常の軽水炉ですと、ウラン濃縮度が3ないし5％ぐらいですが、そ

れに比べると20％以上という、そういう高い富化度のものを使うということになります。 

 それで、高速炉のシステム概念ということで、左の絵は「もんじゅ」をイメージして書いて

いるものであります。軽水炉等と違うのはPWRに近い点でもありますが、真ん中に2次系のナト

リウムの系統が1つ入っているということが1つの特徴になります。 

 2次系というのは原子炉系と、それから水蒸気系、タービン系、その間に入っているという

意味で、中間冷却系という言い方をよくします。それから、この中間冷却系は後で申し上げま

すけれども、過熱器、蒸発器と書いてある蒸気発生器で伝熱管を介してナトリウムと水が対峙

しているわけです。ですから、伝熱管が壊れますと、水蒸気がナトリウムの中に入ってきて、

いわゆるナトリウム－水反応を起こすわけです。 

 ですから、そういった影響が直接原子炉系に及ばないようにということで、中間冷却系を1

段かましているという特徴があります。 

 それで、2次系のところに空気冷却器というのが書いてあると思いますが、これは「もんじ

ゅ」の場合にはここで崩壊熱を除去する、最終ヒートシンクとして大気を使っているという特
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徴があります。 

 次お願いします。 

 軽水炉と比較した時の高速炉の特徴ですけれども、まず炉心・燃料特性については、ナトリ

ウムの場合には最大反応度にない体系と書いてあります。ここはちょっと難しいので、後でま

た説明します。 

 軽水炉の場合には冷却材喪失、あるいは燃料が溶融したときに大きな正の反応度が入るとい

うことはほとんど無いということですが、それに対して高速炉の場合には、例えばボイドが発

生したりとか、あるいは溶融燃料ができて、それが移動して集中する、コンパクションを起こ

したりすると反応度が入るという特性があって、これを十分考慮しなければいけないというこ

とになります。 

 冷却材の特性ですけれども、水とナトリウムということで、ナトリウムの熱伝導率が100倍

程度高いんですが、あわせて伝熱性能についても非常に優れています。 

 それから、沸点ですけれども、軽水炉の場合には大気圧で100℃ですが、PWRの16MPaぐらい

になりますと、345℃です。それに対して高速炉は大気圧で883℃ということで非常に高い沸点

になっています。ですから、沸点を上げるために加圧するとか、そういうことは全く必要が無

いということになります。 

 それから、あとはナトリウムですから化学的活性が大きいという特徴もあります。 

 実際の圧力としてはそこに書いてありますが、軽水炉が70から150気圧、ナトリウムはいわ

ゆる常圧と言っていますけれども、数気圧以下となります。 

 あと材料の使用環境ということで、資料に書いてあるような違いが出てきます。 

 次お願いします。 

 こういった特徴を踏まえて、安全上の特徴ということで「Advantage」と「Challenges」と

いうことで分けて項目を挙げてありますが、Advantageのほう1番はナトリウムの高い熱輸送能

力ということが1つ言えると思います。 

 その中でも自然循環を使って崩壊熱除去が出来るということと、2つ目に挙げていますのは

熱慣性ということですが、冷却材沸騰まで大きな余裕があるということで、実際は900℃ぐら

いが沸点ですが、実際に使っている温度は550℃ぐらいですから、350から400℃ぐらいの大き

な余裕があるということです。 

 これによって、実際に何か異常が起きたときに、そういう沸騰に至るまでの時間が極めて長

いということで、いわゆるグレースタイムが非常にあるという特徴があります。 
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 それから、低圧系であるということで色々なメリットが出てくるということで、一番大きな

ものとしては、炉心を冷却材の中に漬けておく、あるいは循環を確保するという意味で、原子

炉冷却材の液位を確保する必要があるわけですが、それをいわゆる静的手段、いわゆるパッシ

ブで行うことができるということで、冷却材を注入するといった必要は無いということです。 

 それから、いわゆるLoss of Coolant AccidentというものはFBRの場合には考える必要が無

いのではないかということも言えます。 

 Challengesはそこに書いてありますが、化学的活性ということで燃焼火災、あるいはナトリ

ウム・水反応、それからあとナトリウムボイド反応度が大型炉心では正になる傾向があるとい

う特徴があります。 

 それと再臨界の課題。これは最大反応度体系になっていないということと関係しているとい

うことです。 

 まずこの特徴と絡めて安全機能を持ったシステムについて少し説明をいたします。 

 上が軽水炉の場合ですが、基本的にはこれは注水をする必要があるということです。炉心を

冠水させるために。あとは最終的なヒートシンクまでいろいろな原子炉容器、冷却水系とか海

水系とか、こういったものを通じてヒートシンクである海まで熱を輸送する必要があります。 

 そのためにポンプが幾つか置いてありますが、steam-drivenもあれば電動もあるということ

で、要するに外部の駆動源は基本的には必要だという形になっています。 

 それに対して下のSFR、これは「もんじゅ」ですけれども、2次系のところに空気冷却器を置

いていまして、その空気冷却器で熱を大気に逃がすという格好になっています。 

 それで、この駆動源としては、もちろんポンプを考えられますが、右のほうの絵に描いてあ

りますように、伝熱中心差をとるということと、それからあとFBRの場合には出入り口の温度

差というのは非常に大きいわけです。1次系で例えば132℃ぐらいありますし、2次系だと180℃

ぐらいあります。こういった温度差がありますと、密度差ができて自然循環の駆動力がたくさ

んとれるということになります。 

 軽水炉の場合には、せいぜい30℃程度の温度差しかないということで、高速炉の場合には自

然循環という意味で非常に有利だということになります。 

 次お願いします。 

 先ほども言いましたけれども、原子炉冷却材の保持、左側の軽水炉の場合には基本的に格納

容器の中に蒸気が出てくるということで、それを補うためには水源をもってそこから汲み上げ

るという、いわゆるECCSによるインジェクションが必要だということです。軽水炉の圧力容器



 7 

ですので、圧力容器の宿命としては必ず温度が上がってきたりとか、上がってくれば圧が上が

って、安全弁噴いて、水蒸気は格納容器の方にどんどん出ていくということで、異常の拡大範

囲というのは常に原子炉圧力容器の外、要するに格納容器雰囲気まで影響が拡大していくとい

うことになります。 

 特に配管破損等を想定した、いわゆるLOCA、DBAであるLOCAですが、その時には減圧沸騰が

起きて格納容器の圧が上がっていくということです。 

 そういうこともあって、格納容器の中で冷却材を保持して炉心を注水冷却するということに

なります。 

 それに対して右側の高速炉の場合には、常圧で漏れていくわけですので、配管が例えば破損

したということを考えると、そこから単相のナトリウムがどんどん出ていきますと、いわゆる

連通管の原理で外側の液位と原子炉容器の液位がバランスするわけです。そのバランス地点が

炉心よりずっと上で、しかもナトリウムの循環を妨げない位置です。ESLと呼んでいますけれ

ども、エマージェンシー・システム・レベルです。これを下回らないようにという設計は容易

であり。特に動的な系統で冷却材を補充する、注入するということが必要ないという大きな特

徴がございます。 

 それから、次の12ページですけれども、これは最大反応度体系にない炉心というのは、どう

いうことかということをちょっと説明したくて作った絵ですけれども、右のところに軽水炉の

話が書いてありまして、これは、VMというのは要するにモデレータの体積で、水と燃料の体積

比を横軸にとって、そのときの増倍係数ですけれども、いわゆる反応度です。このようにピー

クが出てくるということで、そのピーク、最適値近傍で普通は設計・運転されております。 

 ですから、そういう意味で最大反応度体系に一応あるということになるんですが、それに対

してFBRの場合にはそういうことはないので、燃料が損傷して溶融したりして燃料が動いたり

すると反応度が上がって、場合によっては即発臨界に至って機械的エネルギーを放出するとい

う可能性があるということになります。 

 そのときの炉心損傷に至るときの起因事象から出発して、その流れが下に書いてありますけ

れども、そういう機械的エネルギーを発生する可能性があるということで、それに対して昔か

ら、開発初期から高速炉の安全研究のキーとなる事象になってきたということでございます。 

 次お願いします。 

 それで、これは高速炉の安全確保方策ということで、私なりに基本方策を整理しております。

一番重要なのは、いわゆる安全機能をどう設定するかということだと思います。ですから、い



 8 

わゆるDiDというか、深層防護の戦略を実現するために機能を設定していくということですが、

深層防護というのは上に書いてありますが、その右側に想定事象の事象区分等と密接に対応し

ていまして、そういう事象区分を設定して、どんな事象を想定した上で安全機能を設定してい

くかという、それが大事になるということと、安全機能については重要度分類というものがご

ざいまして、その重要度分類に従って、その信頼性要求、設計のグレードを決めていって、そ

れでSSC、構築物、系統及び機器を配備していくという、そういう流れになります。 

 特にPS、MSと分けて普通考えていまして、発生防止系統、それから異常が起きたときに影響

を緩和するというMSです。このMSの一番重要なMS－1というクラスの中に基本的安全機能であ

る「止める、冷やす、閉じ込める」といったものが全部入ってきているということです。 

 基本的には軽水炉と同じようなものですけれども、左側に書いてあります先ほど説明した安

全上の特徴を十分踏まえるということです。これを踏まえますと、左下のSSCの設計配備の中

に書かれているPS、MSという、そこに書いてあるようものが出てきまして、特に工学的安全施

設としては原子炉液位確保系とか崩壊熱除去、あるいは原子炉格納系、あとナトリウムの化学

的活性対策設備といったものが入ってくるという流れになります。 

 以下、右上に書いてある指針・基準です。こういったところの説明をしながら安全設計の考

え方をご紹介したいと思います。 

 次お願いします。 

 「もんじゅ」の例では、指針としては「もんじゅ」の安全審査を念頭に「高速増殖炉の安全

性の評価の考え方」というものが制定されております。その中では安全設計と安全評価に分け

て留意すべきことを挙げているわけですけれども、安全設計のほうについてはちょっと細かく

色々なものをここに挙げていますけれども、先ほどの高速炉の安全上の特徴とか、そういった

ことを踏まえて重要なキーワードを並べてあります。 

 それから、安全評価のほうについては全部で6項目ぐらい記述があるんですけれども、基本

的には、いわゆるDesign Basis Eventと言っている異常な過渡変化と事故です。そういったも

のがまずあって、当然判断基準とか、そういうものも全部書いてありますが、一番特徴的なも

のは設計基準外事象（BDBE）ですが、Beyond Design Basis Events、これの安全評価を求めて

いるということが特徴になっています。これは5番目に書いてあるんで、通称「(5)項事象」と

いうふうに我々は呼んでいます。 

 その文言はそこに書いてありますけれども、「「事故」よりさらに発生頻度は低いが結果が

重大であると想定される事象」、こういう言い方をしていまして、それについてはそこに書い
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てあるように、きちんと事象経過を追って評価して、放射性物質の放散が適切に抑制されると

いうことを確認するというような要求になっております。 

 次ですが、こういう規制側の指針の評価の考え方とは別に、それも意識しつつ、実際に申請

者が申請するときに設置許可申請書を書くわけですが、その中に安全設計方針というものを作

って掲げています。これは普通の安全設計審査指針に相当するものですが、それを申請者自ら

が作って、それに対しての適合性を申請書の中できちんと説明するという形をとっております。 

 内容的には軽水炉の安全設計審査指針を参考にして、SFRの特徴を入れて、そこに書かれて

いるような項目を追加したり、あるいは修正したり、適宜削除したり、そういうことをやって

いるということであります。 

 次ですが、ここだけ将来の話を少し挟んであります。将来の基準としては、先ほども言いま

したけれども、Generation IVのほうで策定が今進められているわけですけれども、一番大事

な第4世代のほうで言われる安全・信頼性の一番の上位目標、そこではそこに書いてある①、

②、③と、この3つを挙げております。この中でも特徴的なのは③ですが、要するに、緊急時

に敷地外での対応の必要性を排除するという、3つが挙げられています。 

 後で言います安全設計クライテリアといったものは、ここを出発点にしているということで

す。 

 それから、2つ目に挙げてありますのが、SSR-2/1という、軽水炉も含めてよく参照している

IAEAのセーフティスタンダードです。SSRというのは、そこに書いてありますけれども、

Specific Safety Requirementsの略で、2/1というのは設計を対象とした要件になっています。

これが2012年に発行されて、その中で深層防護に対応した形で色々要求があるのですが、特に

そこに表になっているような事象区分でレベル4に対応したところに、下に設計拡張状態、

Design Extension Conditionsというのがあります。これは設計拡張状態ということで、従来

のDBAの領域を超えたところを設定しているわけです。それは当然シビアアクシデントが入っ

てくるということになります。 

 それで、「もんじゅ」との違いから言えば、結局こういった全てが設計のプロセスの中で考

慮しなければいけないということで、より設計の中で物を考えていくべきということになって

きているということでございます。 

 次ですが、ここは基本的安全機能に係る安全設計ということで、「止める、冷やす、閉じ込

める」ですが、崩壊熱除去は既に説明しましたので、あと「止める、閉じ込める」についても

ごく簡単に説明します。「もんじゅ」の場合には、主炉停止系と後備炉停止系という左下にち
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書いてありますけれども、2系統の独立系統を持っていまして、それぞれ機構、メカニズムを

変えたりして多様性を持たせているということと、当然独立2系統ですから、それを起動、ア

クチュエートする安全保護系、信号系も全て独立に作っています。 

 次が閉じ込めるということですが、これも基本的に軽水炉の格納系と大体同じようなもので

すけれども、放射性物質に対するバウンダリとしては、1次系についてはナトリウムの液面は

カバーガス、アルゴンガスに覆われていますので、そういうカバーガスのほうのバウンダリと、

それからナトリウムに浸っている原子炉冷却材バウンダリと、これ両方あわせて1次系として

の放射性物質に対してのバウンダリを構成しているというのがちょっと違うということと、そ

れからこの絵で格納容器、床下がちょっと薄い緑になっていますが、ここの部分がナトリウム

を使ったルートで漏れたときのことを考えて窒素雰囲気になっています。それで、その部屋自

身がライナで全部覆われているということで、ある意味放射性物質に対してのバリアとしても、

ある程度は期待できるという格好です。 

 それから、格納容器そのものについては(5)項事象に対してもちゃんと耐えられるという、

ことを見ているということです。 

 次お願いします。 

 1次系のナトリウム漏えい対策ですけれども、今言いましたように、床下は窒素雰囲気にな

っているということと、それから鋼製のライナが張られていまして、ライナの主な役割として

は、コンクリートの中に水がありますので、その水と漏れたナトリウムが直接接触しますと水

素が出てきたりということになりますので、そういう直接の接触を防止するという役割をライ

ナに持たせております。 

 あとは漏れたとき、色々なことが起こりますので、崩壊熱除去という意味で冷却材液位を確

保するということについては先ほど申し上げたとおりです。 

 2次ナトリウムですけれども、2次系のほうは空気雰囲気になっておりまして、漏れたナトリ

ウムは一番下に連通管というのがあって、それを通してタンクのある部屋に落とすということ

です。燃焼抑制板といったものを置いておきまして、いわゆる窒息消火をさせるということに

なります。 

 これについては、「もんじゅ」で2次系のナトリウムの漏えい事故を起こしましたので、そ

れを受けていろいろ改善がなされているということですが、大きなものとしては、早くナトリ

ウムをドレンして、ナトリウムが外に漏れないようにするということで、ドレンについて非常

に手厚く改善措置を行ったという、そういうことです。 
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 あとは幾つかそこに書いてあるような対策を行っております。 

 次ですが、ナトリウム・水反応です。先ほども言いました中間冷却系というものがあって、

直接影響が原子炉側に行かないということです。 

 あとは水漏えい検出系を備えて、それでポンプをトリップしたり、色々な対応措置を行うと

いうことと、それから実際に反応が起きたときには、それによって色々な反応生成物が出てく

るわけですが、水素も含めて。そういったものを収納する容器と、それから水素は点火して大

気に出すというシステムになっています。 

 左側に設計基準水リークというものがありますが、これは重要な観点ですけれども、そうい

う伝熱管の破損についてどういう規模までを想定して考えるかということで、いわゆる1つの

ところが破損すると、その影響を受けて隣の伝熱管も破損するという要因が考えられますけれ

ども、そういったものも考慮した上で、初期リークは伝熱管1本の両端完全破断ということと、

あとは伝播も考えて最終的には合計4本の両端破断相当の水リークを考えているという安全設

計になっております。 

 高速炉の安全評価ですけれども、これは先ほどの安全評価の考え方の指針に基づいて、ここ

に書いてあるような形で評価をやっております。 

 特にいわゆる(5)項事象ですけれども、(5)項事象の評価に当たってのアプローチということ

でそこに書いてありますが、「CDA」という言葉を使っていますけれども、これはCore 

Disruptive Accidentということで、高速炉の場合の炉心損傷事故を言っています。要するに、

機械的エネルギーを放出する可能性、ポテンシャルがあるということで、Disruptiveという用

語を使っているということです。 

 基本的に今大事なのは、いわゆる設計基準、特定の設備の設計基準ではなくてシステム全体

での安全余裕を確認しているという考え方と、それをやるに当たっては、一番下に書いてあり

ますけれども、保守的な条件ではなくて、いわゆるbest estimate methodologyを使うという、

そういうことであります。 

 あとはPRAの話ですけれども、これについては「もんじゅ」についてもかなり前からやって

きておりまして、国際的にも当時の高速炉のPSAの中では一番本格的にやられていたというこ

とがあります。 

 当然こういったものの経験を通して、いわゆるリスクプロファイル、何が重要で、どこが注

意すべきかとか、そういったことも含めて色々分析して安全性向上、特にアクシデントマネジ

メント等にも活用してきたということであります。 
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 それから、これが安全評価のうちの一つで、1次主冷却系配管大口径破損事象というのがあ

りますが、これは破損規模、Dt/4というのがありますが、高速炉の場合には低圧だということ

を前提に考えますと、いわゆるLBBという概念があるんですけれども、leak before breakとい

うことで、要するに亀裂が肉厚を貫通するとき、それから始まって急速な伝播型の破断。大き

な破断にはならないということが認められておりますし、軽水炉のほうでもNRCのSRPという

Standard Review Planとか、そういったところで、圧力が低いmoderate-energy fluid system

という中エネルギー流体システムというものが定義されていますけれども、そういったものに

ついては完全破断まで想定する必要はないということが当時からも言われていまして、「もん

じゅ」の場合のDesign Basisのほうは、このDt/4という、Dが直径でtが厚みなので、これは面

積になります。面積は22平方センチなんですが、こういったものがDesign Basisなわけです。

ここでは(5)項事象ですから、それを超えて両端完全破断まで評価しているということで、結

果としては、検討結果と書いてありますけれども、基本的に大きな放射性物質の放散には至ら

ないで、公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えることはないという結論を得ているという

ことであります。 

 それから、あともう一つが(5)項事象の評価として、いわゆるATWSです。こういったものも

評価しておりまして、ちょっと細かいフローが書かれていますけれども、ULOFというのはLoss 

of Flow、炉心の冷却材流量が低下したときに、Unprotectedの「U」なんですが、要するに

Without Scramということです。スクラムされないというものを想定しているということです。

同じように、UTOPというのは出力が上昇するTransient Over Powerというやつですけれども、

こういったものを評価して、結果として、いわゆる機械的エネルギーが発生しても原子炉冷却

材バウンダリ及び格納バウンダリの健全性は維持されて、評価の考え方の要求である放射性物

質の放散は適切に抑制されているということを確認しているということであります。 

 それから、将来の高速炉の安全基準の話に入ります。 

 基本的にはGIFというものを中心としていろいろ活動が行われているということですが、最

初に書いてありますのは、GIFそのもの、Generation IVですけれども、大体2000年ごろに発足

してGIFが設立されたり、Generation IVのチャーターがサインされたりということで、この6

つの炉概念を選定して、それについての開発を、研究開発を共同でやってきたということです。 

 その中で、GIFにおける最上位の安全基準ということで、先ほど言いました3つの信頼性と安

全性の要求がございましたけれども、そういったものを出発点にして安全設計クライテリア、

それから安全設計ガイドライン、こういったものを策定してきているということであります。



 13 

日本はかなり主導的にこの活動に貢献しています。 

 それで、安全設計クライテリアのほうは2011年から整備開始をしていまして、Phase I 

Report、基本的なものは2013年時点で承認されていて、今国際レビューを開始して、色々な意

見を聞きながら必要に応じて改訂するという感じです。 

 それから、安全設計ガイドラインというのは、SDCを実際の設計に適用する際の解説書的な

ものとして策定が今行われているということでございます。 

 それで、これについてもいろいろな国際機関、規制機関も含めて、そこからのいろいろな意

見を今伺いながら進めているという状況であります。 

 それで、次ですけれども、国際的な枠組みということでこういうのがありますが、下のほう

に書いてあるような形で、レビューを受けてフィードバックするという格好です。 

 GIF以外で右上ですと、これはインドですけれども、インドもかなり積極的にこういったも

のを関わっているということであります。 

 それから、レビュー＆フィードバックのところでOECD／NEA GSARというのがありますが、こ

れはNEAのCSNIとCNRAという安全研究と規制と、そういったものの委員会がad-hocでGroup on 

Safety of Advanced Reactorsというグループを作って、そこで色々議論しているわけですが、

そういったところからのレビューも受けているという状況です。 

 それで、全体の安全基準の階層上の位置付けとして、ここに書いてありますが、これはIAEA

のセーフティスタンダードの骨組みも参考にしながら調べまして、一番上が安全原則みたいな

ものです。ですから、ここで安全目標とか基本的安全アプローチということで、第4世代、GIF

の場合には緊急時退避の必要性を回避等が目標になっていますので、そういったものが一番上

に来て、それを実現するためのクライテリア、要件がその次に来ていると。それがSDCです。 

 さらに、それを実現するためのガイドラインというものがあわせて作られているということ

です。 

 このSDGも安全アプローチのSDGと、それから系統別SDGという大きくは2つに分かれていまし

て、こういったものについて、SDGの場合には必須要件ではなくて、具体的にそういった要件

を達成していくための推奨事項という、そういう形でSDCを設計に適用する際の手引きとする

という、そういう位置付けになっております。 

 安全設計クライテリアの検討フローということで色々書いてありますけれども、言いました

ようにGIFにおける最上位の安全基準から出発して高速炉の特徴を考えながら諸外国の、国内

外の規制動向、軽水炉のIAEAのSSR-2/1、これを出発点、原点にしながら、それをFBR用に変え
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ていったという形であります。 

 それで、どこに重要な点があるかというのは、いわゆるDesign Extension Conditionsとい

う設計拡張状態です。それに対しての設計ということで、下のほうに書いてありますけれども、

いわゆるシビアアクシデント関連ですが、炉心損傷の防止と、それから炉心損傷が起きたとき

の、後の影響緩和。また炉心損傷防止については、キーワードはPassive Safety Featureとい

うことで受動的な炉停止と崩壊熱除去があります。炉心損傷の影響緩和については、ここに原

子炉容器内の事象終息と書いてありますけれども、格納機能を確保するに当たって、FBRでは

その特徴を考慮して、いわゆるIn-Vessel Retentionという、格納容器への影響は最小限にし

て、基本的には1次系のバウンダリ、原子炉容器でそういう損傷物質、溶融物質も含めて、そ

こで収納し、冷やし、終息させるという考え方でやっております。 

 基本的にレベル4に対しての目標は下にちょっと書いてありますけれども、著しい放射性物

質放出を実質的に排除という、そういうことが命題になっています。これは軽水炉も同じだと

思います。 

 次、安全設計クライテリアのレポートがどういう格好になっているかという紹介ですけれど

も、ここは省略したいと思います。 

 それで、SDCの事例ですけれども、クライテリア7で深層防護の適用というのがあります。こ

れは先ほど言いましたけれども、放射性物質の著しい放出を実質的に排除するという、これが

目標になっていて、これの関連で設計としてどこが重要かというと、その下のほうに書いてあ

りますが、4.11の設計のところ、原子炉停止や冷却に関して受動的な安全機能を取り入れると

いう、それの利点について十分考慮しなさいということであります。 

 それから、クライテリア20で、先ほど言いました設計拡張状態の話が出てきますけれども、

現実的な対策と書いてありますが、プラクティカブルな対策ということです。そういったもの

をやらなければいけないということで、そこに書いてあるような形で、最終的には格納機能を

確保するということですが、「実質的に回避」というのが非常に重要なキーワードになってい

まして、Practical Eliminationという言葉があるんですが、こういったものをきちんと示し

ていかなければいけないという、それが非常に重要であると思います。 

 これは物理的に発生不可能か、あるいは高い確信度で発生可能性が極めて低いと言わなけれ

ばいけないということになります。 

 SDCの事例の2つ目のところに書いてありますけれども、これは今言いましたような形で原子

炉の停止ということと、それからそういう炉心損傷が起きたときの格納の話で、一番下に書い
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てあるところが重要で、再臨界というものが起きて、いわゆる即発臨界が起きて機械的なエネ

ルギーが出るという可能性を秘めているわけですが、それを防止するということを要求してい

ます。 

 右に書いてありますのは、それを達成するための1つの方法として、溶融燃料を早い段階で

炉心から放出、排出させるための燃料設計上の工夫も考えられているということであります。 

 それで安全アプローチ、これはガイドライン、SDGのほうですけれども、そこでもSDCを受け

てここに書いてあるような事柄をちゃんと達成できるようにガイドラインを書いているという

ことで、ここも重要なところです。 

 あと系統別のほうのSDGについても炉心、冷却材、格納系というふうに分けておいて、それ

ぞれの重要な事項というのは全部で14項目ですけれども、こういったものをピックアップして、

それが達成されるように個別の設備に対してのガイドラインを作っているといます。 

 それから、炉心損傷の特徴ということの絵が書いてありますけれども、簡単に言いますと、

高速炉の場合には、いわゆるATWS系と、崩壊熱がとれなくなるLoss of heat removal system

といったものに大きく分かれます。 

 それぞれの特徴をここで書いておりますが、簡単に言いますと、橙色で書いてあるのがATWS

系で、非常に短時間に出力が上昇して炉心が溶融するということです。除熱失敗系というのは

緑で書いてありますけれども、出力はシャットダウンされていますのでどんどん下がってきま

す。ですけれども、崩壊熱を取るということで、それに失敗すると徐々に徐々にゆっくり温度

が上がっていくという、そういうことです。その時のグレースタイム、どのぐらいの余裕があ

るかというのは、ATWSが数分に対して、LOHRSは数時間から数十時間、そういうような時間余

裕が大きく違うということです。 

 こういったことも考えて、それぞれATWS系のDECに対しての要件というのが求められており

まして、ATWS系の場合にはWithout Scramが起きてもパッシブなシャットダウンファンクショ

ンを持って、あるいは固有の反応度フィードバックでもって適当な出力のところでバランスし

て出力上昇、エクスカーションがないというものにしなさい。それから、格納機能確保のほう

につきましては、In-Vessel Retentionということを考えましょうということであります。 

 それから、LOHRS系につきましては、そこに書いてありますように、崩壊熱除去系が失敗し

た場合ですけれども、それでもDECにおける代替の除熱手段等でもって炉心損傷が起こること

を実質回避するという方向で要件を構成しております。 

 ここから各国の安全設計の概念でありますが、ここではASTRIDとかJSFRとかBN1200、PGSFR
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という韓国の第4世代の炉、PRISMというアメリカの小型炉です。小型モジュール炉ですけれど

も、そういったものについて、ここではそれぞれの安全設計の特徴を整理しております。 

 このページは、主にボイド反応度の問題があるわけですけれども、それをどの程度に抑える

べきかとかいう。各国で若干考え方が違いますけれども、完全にゼロ、あるいは負のボイド反

応度を指向しているところもありますけれども、数ドル未満であれば、そういうATWSとか、そ

ういったものを考えたとしても、即発臨界に至らないという、そういうことを確認、確保する

という考え方のものもあります。 

 それから、次が反応度制御ということで、Passive Safetyということを言いましたけれども、

Without Scramになっても、さらに受動的な炉停止機構を設けるということで、ここに幾つか

書いてありますけれども、キュリー点磁石ということで、温度が上がってくると電磁石の保持

能力が自然に失われて、吊るされてあった制御棒が切り離されるとか、あるいは右のほうの絵

に描いてあるのは流体圧浮遊式制御棒ということで、ポンプで炉心の流量を確保し冷却材を押

し込んでいるときには上に吊り下がっていて、ポンプがトリップして炉心の流量が低下してい

ってしまうと自然に降りてくるというものです。 

 それから、あとガス膨張機構もありますけれども、これはガスを炉心の周辺へ置いておいて、

圧が下がると広がって、要するにボイドが広がるということです。ボイドができても周辺であ

ればマイナスの効果を持っていますので、それで出力の上昇は避けられるということです。 

 あと崩壊熱除去設備については。ASTRID、あるいは次はJSFRですけれども、こういった形で、

基本的には代替の除熱系、要するにDECの設計拡張状態への対応ということで、崩壊熱除去機

能をきちんと確保するための設計がみんな指向されているという、そういうことであります。 

 それから、次はPRISMとか、そういったものも出ていますけれども、省略します。 

 最後ですけれども、安全規制との関わりということですが、これにつきましては、外国では

GIF含めてこういうことが行われているわけですが、我が国では規制基準の策定が滞っている

というか、遅れているというふうに思いますので、それをちゃんと進める必要があるというこ

と。 

 2つ目は、福島の事故を受けて、軽水炉の場合での新規制基準の基本的考え方というのがあ

りますけれども、そういったものをきちんと高速炉でも考えるべきですけれども、それらを達

成するための性能要求とか機能要求を決める必要があるわけですが、それについてはナトリウ

ム冷却高速炉の特徴に応じた内容とする必要があるということであります。 

 「もんじゅ」を念頭にした研究開発段階炉の基準というのは一応形としては発表されていま
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すが、まだ専門家等の意見を取り入れて修正・改善するということになっていましたけれども、

それは中断しています。そのときの学会の提言がありますので、こういったものも参考にして

もらいたいなと思います。 

 それから、当然我が国でやるときにもGIFのSDC、SDGを参考にすべきということになります。 

 次のページをお願いします。 

 これはアメリカでの新型炉の安全基準策定の動向でございますけれども、これにつきまして

はアメリカではDOEとNRCはジョイントでもって様々こういう活動をしているということで、こ

の中でSFRといいますか、ナトリウム冷却高速炉についてもこういったGeneral Design 

Criteriaに相当するFBR版をつくるという活動が行われているということであります。 

 それで、ここはNRCの話ですが、次のページは省略します。 

 次、安全基準策定ガイダンスです。これも省略しまして、最後46ページですけれども、安全

研究の推進ということで、これは当然だと思いますけれども、そういう安全研究は非常に重要

で、旧原子力安全委員会では安全研究年次計画という形でずっと安全研究が行われてきていま

すけれども、最近はそれが止まっているということです。独立性というのは常に議論になりま

すけれども、安全研究の情報そのものはデータベース化して中立性を配慮しながら開発側と規

制側で共有できるようにするという、そういうことが非常に大事かなと思います。 

 ですから、次の炉に向けてこういう規制基準構築と、それから安全研究推進のためには開発

側と規制側の対話が重要であると考えます。 

 それから、まとめですけれども、今説明してきたとおりですけれども、私として強調したい

のは、ナトリウム冷却高速炉の特徴を十分理解して、それを踏まえて、不利な点もあるわけで

すので、それの影響を高い確信度を持って抑え込むということと、それから特長を最大限に生

かし切るという、それが大事かなと思います。 

 特に将来炉の安全設計の考え方で重要なことは、第4層を強化するということと、それから

Passive Safety Featureを活用するということ、それからあと再臨界、CDAですけれども、そ

のもとでenergetics、厳しい機械的エネルギーの発生を防止して原子炉容器内で事象を終息さ

せるということです。 

 それから、自然循環を活用した多重・多様な冷却手段を確保して、除熱機能の全喪失を実質

回避するということであります。 

 あとは次期炉に向けて安全性向上の取り組みということで、これは安全基準整備と、それか

ら実際にそれに適合する安全設計とか評価技術をきちんと物にしていくということが重要だと
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いうことです。 

 それから、最後は開発側と規制側の対話、ジョイントしながら開発していくという、設計基

準の整備自体も開発行為の一環ですから、規制側に対しても開発の一翼を担っていただくとい

うことも重要かなと思います。 

 以上で私の説明を終わります。 

○武田室長 

 ありがとうございました。ここからは私が司会進行をさせていただきます。 

 それでは質疑応答に入りたいと思いますが、ご発言される方はお手元にあるネームプレート

を立てていただければと存じます。よろしくお願いいたします。 

 では、豊松さんお願いいたします。 

○豊松原対委員長 

 関西電力の豊松でございます。ありがとうございます。安全設計について詳細にお教え願い

ました。 

 私は16ページなんですけれども、安全設計の方針の中の上から3つ目です。「敷地外の緊急

時対応の必要性を排除する」ということとか、29ページにも同じようにレベル5の下の括弧の

中には「敷地外緊急対応を実質不要とする」と、書いてございます。 

 これは格納容器を守れるので、圧力も上がらないからということで、格納容器からのリーク

もほとんどなくて、いわゆる我々PAZ5km圏内とか、UPZ30km、当然PAZも含めて、これは避難す

る必要がない炉を目指していると、考えたらよろしいのでしょうか。 

○可児客員教授 

 基本的に考え方はそうだと思います。 

○豊松原対委員長 

 それは軽水炉の場合は炉心が溶融すると圧力が上がってしまうので、シビアアクシデントの

ときに格納容器からの若干のリークが、格納容器を守ってもあり得ると。高速炉の場合はそこ

までいかないので、格納容器からのリークもニアリーゼロになるということでしょうか。 

○可児客員教授 

 ニアリーゼロといいますか。著しい放射性物質の放出がないということを目標にしているわ

けです。それは軽水炉を対象にした、先ほど言いましたSSR-2/1というIAEAの要件があります

けれども、そこでの目標もこういう放射性物質の放散を抑制して、それで2012年ごろの最初に

出てきたバージョンでは、そういう防災対策については限られた空間、限られた時間だけはや
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るとして、それ以上の広がりがないような、要するに緊急時対応を限定するという考え方だっ

たんです。それが福島の事故を受けて、2016年にSSRが改定されたわけですけれども、その中

ではさらにちょっと強い言い方があって、even eliminateという言い方をしている。さらに完

全に排除するというか、そういう緊急時対策の必要性を排除できるように設計側としてはやり

ましょうという考え方。 

 ですから、深層防護の第5層の緊急時対策を否定するわけではないんです。深層防護の考え

方そのものがそれぞれのところが精いっぱいやって、それでもだめだったら後ろがあるという

考え方ですから、設計側の目標としては後ろの第5層がなくても大丈夫だということを目標と

していろいろな要件を決めていっているという考え方だと思います。 

 それは軽水炉もFBRも基本的には同じなんですが、そういう著しい放射性物質の放出を

Practically eliminateするために、どういう要件を設定すべきかというのが、いわゆるSDC、

Design Criteriaとして検討されて今整理されているという関係になっています。 

○豊松原対委員長 

 もうちょっと。軽水炉の場合、100TBqという数字があって、実質的にプラント評価すれば、

5TBqぐらいにおさまると。そうすると、PAZは避難する必要があるかもわかりませんが、UPZは

ほとんど避難しなくていいというレベル以下になっていると。 

 これは、実際には放射性物質の放出をレベル4のときに抑えて、PAZも含めて避難が要らない

レベルにするという意味でしょうか。 

○可児客員教授 

 基本的にはそういう形になっています。これは現行炉に対して言っているわけではなくて、

将来のGeneration IVの炉に対してはそこを目標にしてやりましょうというのがGIFの一番上の

目標になっているわけです。 

○豊松原対委員長 

 わかりました。ありがとうございます。 

○武田室長 

 他の方はいかがでしょうか。 

 安食部長、お願いします。 

○安食部長 

 三菱重工の安食でございます。 

 核分裂性物質や原子炉施設の安全、高速炉システムの概要からスタートして高速炉の安全性
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というのをお教えいただいたかというふうに思います。どうもありがとうございました。 

 私がお伺いしたいのは、46ページとか48ページのほうに安全研究の必要性というのを先生が

うたわれていました。安全研究のあり方というのはどうあるべきがいいのかというのを少しお

伺いしたいと思っております。 

 特に我々産業界のほうも、いわゆる安全屋さんというのがいて、それぞれ産官学がどういう

形で連携すればいいのかとか、あとそれぞれの人材をどう維持していくのか、それからあと技

術をどう伝承していくかとか、そういうところの何かお考えとかがもしございましたらお話を

伺いたいということであります。お願いいたします。 

 

○可児客員教授 

 難しいご質問だと思いますけれども、今の状況ではリソースが少な過ぎるといいますか、人

材含めてです。そういった中でどうやっていくかということだと思うんですが、一番重要なの

はここに書いてあるとおりなんですが、規制側、開発側ということで分かれてやっていくとい

うのではなくて、もうちょっとDOEとNRCのほうの関係等も見習って、共有すべき重要なデータ

ベースが何なのかというのをまず決めて、それをやるためにどういった組織がどうやっていく

かという計画をきちんと作っていくことが大事かなと思います。 

○安食部長 

 ありがとうございました。 

○武田室長 

 青砥さんお願いします。 

○青砥理事 

安全全般に物すごい広い話を非常にまとめていただいてご紹介いただいたんですけれども、

それに先生の一番ご専門であるPSAについての部分が今後の展開について少し紹介いただけな

かったというのがあって、PSAを今後、今基本的に規制庁側は決定論の中でずっといろいろな

話をしているようなところがあるわけですけれども、将来炉も含めてPSAをどのように展開し

ていくか、発展させていって、最終的にはどんな形に入っていくのが先生が望まれていること

なのかについてもう少し紹介いただけますでしょうか。 

○可児客員教授 

 PSAをどうやって活用するかということになると思うんですが、PSAの使い方として、例えば

確率の数字そのものをどこまで重要視するというか、要件とするかというのが大きく分かれる
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と思うんですが、国際的な議論とか、指針なんかを見ますと、物事をデザインするときにも常

に3つを挙げているんです。 

 まずエンジニアリングジャッジメントがあって、デターミニスティックアセスメントがあっ

て、プロバブリスティックアセスメントがあるという関係で、どれか1つに依拠して物事を判

断するというのはだめじゃないかというニュアンスです。 

 ですから、私が最初にリスク管理ということで安全目標とか、そういう話もしましたけれど

も、安全目標を日本でもそれをちゃんと社会的合意のもとに決定して、その数値を満たしてさ

えいれば、それで世の中おさまるかというと、それは必ずしもそうではないと思うんです。 

 ですから、そういうことをやることは意味があると思いますけれども、それで皆さんの合意

といいますか、指針の中でも3つ並べていろいろな多面的に検討した上で判断しなさいという、

そういうニュアンスが強いです。 

 ただし、自らのプラントについての安全性の向上の際にどこに注目してやればいいか。要す

るにリスクプロファイルをきちんと把握して、手を入れるべきところがどこかということはか

なり分かってくるわけですから、そういったことをするためにもPRAというのは非常に有用な

手法ですから、ぜひそれはやっていただきたいというふうに思っています。 

 ですから、将来の安全設計の基準を考えるに当たっても、そういうPRAに基づいたリスクプ

ロファイルがきちんとあれば、それを元にして、より安全を担保するというか、強化するため

にはどういう要件を要求すべきかとか、そういったことについてもより確かなものになってい

くわけですので、そういう意味での使い方は非常に良いんじゃないかというふうに私は思いま

す。 

○青砥理事 

 すみません、今おっしゃったのは、結局のところ、今後PRAを使うにあたって、ある方向と

して相対的なリスクの評価が、例えば安全設計するにしろ、様々な安全対応するにしても、重

要度、あるいは優先度といった意味では意味があるというふうにおっしゃったと思うんですけ

れども、一方で基準とかクライテリアというところへの反映の仕方については、当面は抑制し

ておくという意味でしょうか。 

○可児客員教授 

 抑制しておくということもないんですけれども、ただ、いわゆる定量的な安全目標というも

のを規制基準も含めて、どういった形で落ちつかせるかというのは、相当議論が必要だと思い

ます。 
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 だから、実際に評価している側についても、PRAそのものの結果が当然アンサーティンティ

もかなりあるわけで、そのアンサーティンティの処理も含めてどうするかということも考えな

ければいけないと思います。 

 だから、私の個人的な考え方としては、全面的に確率の数字に依拠して物事を判断して進め

ていくような、そういう指針というのは、まず作ることは無理なのではないかということです。 

○青砥理事 

 ありがとうございました。 

○武田室長 

 渥美部長お願いします。 

○渥美部長 

 電気事業連合会の渥美でございます。 

 よくまとまった説明で非常に勉強になりました。ありがとうございます。 

 私が伺いたいと思ったのは、一番最後のページのまとめのところにもあるんですけれども、

新しい規制をつくるに当たって開発側と規制側がよく対話していくことが重要だというお話、

まさにそのとおりだというふうに思っているんですけれども、なかなか事業者、開発側の立場

としてこれが効率的だという話をしても、外から見ると何か値切っているように見えてしまっ

て、なかなかうまくいかないことがよくあるんですけれども、先生が知っている範囲の中で、

このような対話をうまくやる上で何かよい工夫だったり、よい環境整備だったり、そういうの

がもしあれば教えていただきたいなと思ったんですけれどもありますでしょうか。 

○可児客員教授 

 ちょっと私自身は具体的なアイデアとしてどうということはないんですけれども、NRCみた

いな形で例えば新しい炉型に対してのGDCみたいなものをどう作っていくかという話を見れば、

もうDOEとNRCが一緒にやっているわけですよね。ですから、前もそうですけれども、要するに

ああいうGDCみたいな指針は軽水炉のものについては、もう既にAppendix Aということで、

10CFR50のAppendix Aとしてきちんとあるわけです。新しいものに対してどうするかというこ

とになったときに、基本的には規制側が一々GDCに相当する細かいものをきちんと作るという

よりも、申請者側が一番物というか、プラントを知っているわけですから、そこが代わってつ

くる。その作ったもの、勝手に作られても困るわけですから、NRC側がそれに対して色々ガイ

ダンスという形でこういったことに注意して、そういうGDCを作りなさいという形になってい

るんです。 
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 昔の「もんじゅ」のときも、まず安全評価の考え方というのは、基準部会の高速炉小委とい

う委員会ができて、その中で安全評価の考え方みたいなものを指針化したわけです。それはあ

る意味NRCのガイダンスに近いと思うんですけれども、それもにらみつつ、「もんじゅ」は申

請者自らがGDCをつくったわけです。そういうプロセスを今後も早期に対話というか、一緒に

なって議論して規制側にもそういう留意すべき事項というか、指摘事項をいただいた上で開発

者側もGDCに相当するものをきちんと作っていくという、そういうプロセスなのかなというふ

うに私は思います。 

○渥美部長 

 ありがとうございました。 

○武田室長 

 他の方はいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○次田企画官 

 文部科学省の次田でございます。大変ブロードなプレゼンテーションをありがとうございま

した。 

 先生のご指摘の中で、開発側と規制側の対話といいますか、共同、その重要性を強くご指摘

いただいたかと思うんですけれども、プレゼンテーションの25ページなんですが、GIFの安全

設計クライテリア、SDCで各国の規制機関に送付してフィードバックが得られていると、そう

いうようなご報告あったかと思うんですけれども、NRCであるとかIRSNであるとか、IAEAに送

付して、具体的にどういうような感じのフィードバックがあったのか、もし差し支えなければ

ご紹介いただければと思いまして。 

○可児客員教授 

 私は直接ここの作業自体にはちょっと関わっていないんです。ただ、学会でのこういったも

のを検討する委員会の中で色々情報は得ていて、それをベースにしてお話ししているんですけ

れども、具体的にどんなコメントが来ているかというのは、紹介はもちろんあったんですが、

それほどSDCで考えている方向性、そのものに触れるようなコメントは余りなくて、色々議論

していく中で大体方向性は一致してきているんじゃないかというふうに私は聞いております。 

○次田企画官 

 ありがとうございました。 

○武田室長 
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 他にはいかがでしょうか。よろしいですか。 

 どうもありがとうございました。非常に広範な、かつ詳細なご説明をありがとうございまし

た。 

 ほかにご意見、ご質問が無いようであれば、最後に私のほうから本日の取りまとめをさせて

いただければと思います。 

 本日は、可児教授から非常に貴重なお話をいただくことができ、また今後のロードマップ策

定に向けて具体化していく必要がある各論点のうち大変重要である高速炉の安全性について、

その検討の土台と言うべきプレゼンをいただけたと思います。委員各位からいただいたコメン

トも踏まえ、議論、論点を整理していきたいと思います。 

 次回以降の進め方については、本日の議論も踏まえつつ、事務的に調整を進めさせていただ

きたいと思いますので、関係者の方々には引き続き協力をお願いいただければと思います。今

日はどうもありがとうございました。 


