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高速炉開発会議（第３回） 

 

日時 平成28年11月30日（水）７：30～８：11 

場所 経済産業省本館17階 国際会議室 

議題 

（１）実証炉開発に向けた今後の取組 

（２）「高速炉開発の方針」の骨子（案）について 

 

○世耕経済産業大臣 

 それでは、ただいまから高速炉開発会議を開催をいたします。 

 本日は御多忙の中、早朝からお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 まず、会議の開催に当たりまして、私から一言御挨拶を申し上げます。 

 高速炉開発会議も、これで３回目を迎えることになります。 

 本日は、高速炉開発の方針案の取りまとめに向けて、これからの開発の進め方について、より

具体的に議論を進めたいというふうに思います。 

 高速炉開発の成否は、これまで培った人材をどれだけ活かせるかといった点にかかっていると

思います。国際的なプロジェクトの場を最大限に活用して、まずは実証炉のプラントデザインを

特定する作業に人材を集中投入していきたいと考えております。 

 こうした今後の取組の方向性をまず最初に議論をしたいというふうに思います。 

 続きまして、高速炉開発に特有の要素技術をどのように獲得していくのか、もんじゅ以外の方

策も含め、幅広く検討したいと思います。国際的な協力につきましては、前回御説明をいただい

たフランスとの関係のみならず、米国からも我が国への期待が寄せられております。今日は米国

政府関係者からも、話を伺うこととしたいと思います。 

 こうした国際協力を有意義にするためにも、国内に開発の実力を備えておくことが大前提とな

ります。前回の常陽の説明に続きまして、本日は三菱重工様の技術や人材を説明をしていただき

まして、民間事業者に蓄積された技術力の一端を確認をしていきたいと思います。 

 そして、最後に我が国の技術・人材を結集して、高速炉開発を進化させていく第一歩として、

今後のロードマップや体制の在り方を詰めていく必要があります。そうした取りまとめの方向を

提示して、議論を深めてまいりたいというふうに思います。本日もどうぞよろしくお願いをいた

します。 

 それでは、続きまして、松野文部科学大臣から御挨拶をお願いいたします。 
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○松野文部科学大臣 

 おはようございます。 

 先週の金曜日に、「もんじゅ」の地元である福井県の西川知事から御要請をいただいていた、

国と県が意見交換を行う場である「もんじゅ関連協議会」を、世耕大臣にも御出席いただいて開

催し、地元の御意見を拝聴しました。 

 西川知事からは、「もんじゅ」の取扱い方針について、机上の議論に陥ることがないよう、県

民や国民の目に見える形で、具体的に議論し、地元が納得する結果を出すこと、「もんじゅ」を

安全に保守管理するための運営体制の方向性を、責任を持って明らかにすること、「もんじゅ」

の成果をどう活かすのか、福井県、敦賀市においてどのような研究開発や人材育成を行っていく

のか、今後、国の具体的方策を示すこと等の御意見をいただきました。 

 また、同じく先週の金曜日に、「もんじゅ」の地元である敦賀市、美浜町を初めとする青森、

福井両県の立地８市町村の代表ともお会いをし、核燃料サイクルの在り方について、長期的な視

野に立って、今後の具体的な展望を明確に示した上で着実に進めること、国の施策の決定や変更

に当たっては、地域への説明を十分に尽くし、理解を得た上で進めること等の御意見をいただき

ました。 

 今後の我が国の高速炉開発方針の議論に当たっては、我が国の核燃料サイクル政策に、これま

で多大な協力をいただいてきた、「もんじゅ」の立地自治体の御意見にも十分配慮して、議論を

進めていくことが重要です。 

 本日は、実証炉開発に向けた今後の取組について、できるだけ具体的な道筋を示せるよう御議

論をいただきたいと考えております。 

 以上です。 

○世耕経済産業大臣 

 ありがとうございました。 

 それでは、プレスの皆さん、退出をお願いいたします。 

（プレス退室） 

○世耕経済産業大臣 

 それでは、議題に入りたいと思います。 

 まず、議題１「実証炉開発に向けた今後の取組」であります。 

 お手元の資料１を御覧をいただきたいと思います。 

 それでは、この議題に関連して資料を用意しておりますので、それぞれ御説明をお願いします。 

 まず、資源エネルギー庁、多田次長からお願いします。 
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○多田資源エネルギー庁次長 

 それでは、資料１－１を御覧いただきたいと思います。 

 実証炉開発に向けた今後の取組ということでございますが、１ページめくっていただきます。 

 改めて、実証炉の開発ステップの流れを整備してみました。 

 高速炉の実証段階の開発ステップは、真ん中にございますように、要素技術の開発、プラント

デザインの決定、統合システム設計、そして実証炉の建設・運転という４段階に整理されます。 

 このうち、左側の前半の２つのステップにおきましては、国際ネットワークを活用することに

よりまして、世界最先端の知見を共有しながら開発を進めることが重要であります。 

 他方で、後半の２つのステップにおきましては、国内で実証炉を建設するとすれば、当然のこ

とながら、国内の安全規制をしっかりと満たすものでなければならず、そのためには規制機関と

の対話も必要となるわけでございまして、引き続き必要な国際協力は行いつつも、自国での研究

開発に重点を置いていくことが重要となってまいります。 

 次のページを御覧ください。 

 今申し上げましたことを上の枠囲いの中に整理をさせていただきました。 

 その上で、今後の我が国における高速炉開発、特に当面の実証段階の全体像を示しております。 

 先ほど御説明したとおり、前半の開発ステップでは、国際協力の活用が重要となりますが、こ

れは海外のみで開発が行われるものではもちろんございませんで、当然のことながら、こちらに

も書かせていただいておりますが、大洗、敦賀等の国内の開発拠点におきましても、様々な開発

活動を行っていくことになります。 

 既に始まっております日仏ＡＳＴＲＩＤ協力について申し上げれば、フランス国内にある複数

の開発拠点、カダラッシュ、マルクール等がございますが、こちらのこうした複数の開発拠点で

も、日本の開発成果の評価・分析等が行われることとなりますけれども、これらの国内外での開

発全体を真ん中にございます東京、神戸及びパリにございます関係機関がいわばコア推進チーム

となって、統括していくと、こういう構図になろうかと思います。 

 もちろん、我が国の国際協力は、日仏協力だけに依存することはございません。さらに他国へ

の拡がりといたしまして、この後説明がございますアメリカ等との国際協力も進めていくことに

なるわけであります。そして、これらの様々な活動がバラバラになることのないよう、活動全体

を統括していく機能も極めて重要になってくると考えております。 

 左の段階２つのステップを経て、図の中央部にもございますように、まずは炉型、出力といっ

た基本スペックを確定した上で、後半の統合システム設計のステップに移り、国内中心の研究開

発活動に移っていくという流れになります。この段階では、国内の開発体制の更なる刷新・強化
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が必要となりますけれども、いずれにしても、先行する海外プロジェクトからも必要に応じて知

見を導入し、効率的な開発を徹底する必要があると考えております。 

 次のページを御覧いただきたいと思います。 

 このページは、高速炉開発特有の要素技術とその獲得方策について整理を行ったものとなりま

す。 

 次のページを御覧いただきますと、こちらに高速炉開発特有の要素技術というものを模式的に

整理させていただいております。代表例として、①から④まで、炉心燃料関連技術、ナトリウム

取扱・主要機器関連技術、余熱除去・安全対策技術、そして一番下にございますプラントシステ

ム技術・保守管理技術と、こういったところが挙げられるわけでありますが、このそれぞれにつ

きまして、前のページに戻っていただきまして、今の４つを左のほうに並べております。これら

にそれぞれに応じまして、前回の会議におきまして、文部科学省からの御説明がありましたけれ

ども、それらを踏まえまして、もんじゅ再稼働により得られる技術的知見として、どのようなも

のがあるか、真ん中の欄に整理をさせていただいております。 

 そして、それらと同様な知見を得るための方策はどのようなものがあるか、これを一番右の欄

に整理をさせていただいております。こういった点について、それぞれ整理をさせていただいて

おります。 

 詳細につきましては、時間の関係もございますので、割愛をさせていただきます。 

 以上申し上げましたとおり、今後の我が国が取り組むこととなる実証段階の高速炉開発につき

ましては、大きく分けて国際協力の徹底活用から自国開発に重点を置いた実証炉設計・建設とい

う２つの段階のプロセスを歩んでいくことになりますが、この中で徹底した効率化と、そして着

実に成果を上げていく、こういう観点から、全体像を統括する体制整備が強く求められていくこ

とになると、このように考えております。 

 以上であります。 

○世耕経済産業大臣 

 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、三菱重工様から御説明をお願いします。 

○碓井三菱重工業ＦＢＲ推進室長 

 おはようございます。三菱重工業の碓井と申します。 

 私は、入社以来25年間、高速炉開発に携わり、現在ＦＢＲ推進室長を拝命しております。 

 本日は、高速炉開発技術の進展状況について御説明させていただきます。 

 初めに、弊社の技術の蓄積状況を概観いたしまして、その後最先端設計技術の一例とリソース
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の状況について御御説明いたします。 

 まず、弊社の技術の蓄積状況ですが、初期段階から高速炉開発に参画し、震災以降も継続的に

国内外の開発の場を通じ、最新技術と厚みのある人材を蓄積してきました。 

 2007年には中核企業に選定いただき、エンジニアリング専業の三菱ＦＢＲシステムズを設立し、

2014年度からは、ＡＳＴＲＩＤにも参画しています。 

 こちらは、震災前に検討しておりました実用化段階の高速炉です。 

 経済性向上のため、コンパクトな配置を志向しておりまして、機器配置などは、このような３

次元のデータを用いて検討をしております。 

 こちらが原子炉容器、ナトリウムの熱交換器、蒸気発生器でございます。 

 高速炉の技術としましては、先ほど御説明がありましたとおり、様々な技術がございますが、

そのうち最近の設計技術として、炉心に関する技術と余熱の除去に関する技術の御紹介をします。 

 まず、炉心の設計ですが、六角形の燃料集合体を組み合わせた炉心に対しまして、上の従来手

法では、縦横の２次元と水平の２次元の計算の組み合わせで燃料の燃え方を評価しておりました

けれども、最新手法では、右下の図にございますように、３次元のモデルで、直接精度よく評価

することが可能となり、経済性の向上につながっております。 

 次に、余熱の除去に関してですが、ナトリウム炉では異常時に電源でポンプを回すことなく、

余熱の除去が可能であるということが特徴ですが、この状況を３次元のシミュレーションで確認

しています。 

 通常運転中は395度で炉心に入ったナトリウムは550度まで温められまして、こちらのナトリウ

ムの熱交換器で蒸気をつくるためのナトリウムに伝えられます。外部電源がとまって原子炉が停

止し、ポンプが停まった場合でも、こちらに設置した余熱除去のための熱交換器によりナトリウ

ムが冷やされ、お風呂の対流のように自然にナトリウムが流れて、炉心を冷やしていく様子を確

認しております。 

 このグラフに示しますように、対流によって炉心の温度が下がって、安全性の向上につながっ

ております。 

 こちらの実験等によりまして、シミュレーションは検証されております。 

 次に、燃料の集合体ですが、高速炉の燃料集合体は運転時の温度が高く、熱膨張で延びる量が

大きく、上部を抑えることができません。そのため、右の図にありますように、地震時には左右

に加えまして、上下の動きも確認する必要がございますが、実際の大きさでの実験ができないた

め、シミュレーションで確認する必要がございます。評価プログラムを開発するため、弊社保有

の３次元の振動台を用いて、実験データを取得しております。 
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 こちらは集合体を上から見た動画です。 

 実験結果に基づいた評価プログラムにより、左右、上下の集合体の動きを評価することが可能

となり、安全性の向上につながります。 

 最後に、弊社の人材リソースの状況ですが、2007年に高速炉の専業会社でありますＭＦＢＲ社

を設立し、層の厚い技術者を有しています。右のもんじゅの設計を経験した世代から次の世代、

また次の世代に技術の伝承を行っております。 

 弊社は、これまでに蓄積された高速炉開発技術を有効に活用し、中核メーカーとして高速炉の

開発に取り組んでまいりたいと考えています。 

 以上でございます。 

○世耕経済産業大臣 

 ありがとうございました。 

 それでは、ここで米国政府の方にお入りをいただいて、米国における高速炉研究開発の現状、

そして我が国の高速炉開発に対する期待等について御説明をいただきます。 

 同時通訳を用意しておりますので、お手元のイヤホンを御装着をいただければというふうに思

っております。 

 今日はアメリカからコーテック次官補代行、米国エネルギー省から来ていただいております。 

 それでは、コーテック次官補代行、御説明のほうをよろしくお願いをいたします。 

○コーテック米国エネルギー省原子力エネルギー担当次官補代行 

 皆様、おはようございます。米国エネルギー省の原子力エネルギー担当次官補代行をしていま

すコーテックと申します。 

 米国エネルギー省の新型炉の見解や日本との技術開発協力についてお話しする機会をいただき

ましてありがとうございます。 

 米国においては、２つの新しい原子力のオプションが出てまいりました。 

 １つは、ＳＭＲと呼ばれている小型モジュール炉でございまして、これは原子炉で現在使われ

ている水冷却の技術をベースにしたもので、2020年初めには実用化されることを見込んでおりま

す。 

 ２つ目は、いわゆる第４世代炉と呼ばれているものであります。 

 米国エネルギー省では現在、第４世代炉として、ナトリウム冷却高速炉、ガス冷却炉、そして

溶融塩炉の３つの異なるタイプの研究を支援しております。 

 これらのナトリウム冷却高速炉を含めた第４世代炉のビジョンについては、米国、そして世界

中で、2050年までには、原子力エネルギーミックスの主要な要素になると考えています。このビ
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ジョンを達成するために、現在の原子力に関する技術と比較して、安全性、コスト、性能、持続

可能性の向上、拡散リスクの低減の面で優位であることを証明する必要があります。 

そこで、我々は2030年代初頭にゴールを設定いたしました。その頃までには、少なくとも２

つの原子炉の概念を技術面、経済性において建設に向かうに足りる程度の成熟段階としたいと考

えています。 

また、2030年代初頭のゴールと2050年のビジョンを達成するために、幾つかの戦略目的を設

定いたしました。１つ目は、新型炉のシステムを導入するために必要な知識や技術を高めるため

に、日本やその他諸外国と連携することです。日本との協力は、主にナトリウム冷却炉中心にな

ります。 

 ２つ目は、世界中の研究施設と連携することで、研究開発能力を向上させることです。例えば、

現在、ヨーロッパのパートナーとも原子力施設のアクセスを共有するための交渉を行っており、

日本でも同様に施設のアクセスの共有を図りたいと考えています。 

 特に我々が関心を持っているのは、「常陽」が使用可能な状態となった際には、そのアクセス

を与えていただく、米国エネルギー省のアイダホ国立研究所にある、「ＴＲＥＡＴ」や「ＡＴ

Ｒ」のようなアメリカの施設を活用いただけるようにしたいと考えています。 

 より長期的な視点からは、新しい研究開発能力を上げるために、アメリカに新しい試験炉の設

計、建設を行う意義についても検証をしていきます。この中には、高い確率で、高速中性子炉も

入ると考えており、マルチで協力することもあり得ます。これらを実施することによって、我々

は、次世代炉のデザインの進展を概念から商業化まで加速させていきたいと思っております。 

 アメリカのナトリウム冷却炉や高速中性子炉に対する関心についてお話しさせてください。

我々が関心をもつ背景にはいくつか理由がありますが、そのうちの一つが、これらの炉が燃料資

源の有効利用と廃棄物処理に関する固有安全性と柔軟性を実証する可能性を持っていることです。 

アメリカは、ワンス・スルーの核燃料サイクルを採用し、核燃料の再処理は行っておりません。

しかし、日本では、国の事情の違いにより、異なるアプローチをとっているということはよく理

解しております。また、我々は、将来的に状況が変化しうることは理解しており、そのため、高

速炉と核燃料サイクルという選択肢が、将来優れた選択肢であると証明されうること、世界の分

離プルトニウムを必要性最低限にするという共通のゴールを推し進める一つの方法となりうるこ

とから、我々は高速炉と核燃料サイクルという選択肢への投資を選択してきました。 

最後に、高速炉開発における長く栄光に満ちた日米協力に対して感謝申し上げます。 

 例えば、ＣＮＷＧの中では、高速炉に関する材料・モデリング・シミュレーションも入ってお

り、日米両国にとって大きな恩恵を受けたものと考えております。今後、さらに日米協力がより
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発展していくものと信じております。我々としては、日米両国が高速炉技術の更なる開発に取り

組むことで、大きな成果を挙げることを期待するとともに、この会議に対しても、我々としても

できるだけ協力させていただきたいと考えております。 

 御清聴どうもありがとうございました。 

○世耕経済産業大臣 

 ありがとうございました。 

 それでは、コーテック次官補代行に質問等ございますでしょうか。 

 勝野電事連会長、お願いいたします。 

○勝野電気事業連合会会長 

 本日は、貴重な御説明ありがとうございました。 

 私から１点お伺いさせていただきます。 

 米国における第４世代炉の開発は、我が国と同じく、まだ研究開発段階であると認識しており

ますけれども、メーカーや私ども電力会社といった民間企業がどのような関与をしているのかを

御教示いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○世耕経済産業大臣 

 それでは、コーテック次官補代行から、勝野会長の御質問に対してお願いします。 

○コーテック米国エネルギー省原子力エネルギー担当次官補代行 

 御質問ありがとうございます。 

 アメリカにおきましては、幾つかの大手の伝統的な原子力ベンダーの企業、例えばＧＥですと

かウエスティングハウスに加え、トランスアトミック社とかテラパワー社等の新興企業も現在第

４世代炉の開発に関与しております。 

 米国エネルギー省といたしましては、民間企業によるイノベーションを促進するための支援を

行っています。例えば、ＧＡＩＮという原子力におけるイノベーション促進のためのゲートウェ

イイニシアチブを立ち上げました。これらを通じて、米国エネルギー省が所有している国立研究

所の施設へのアクセスを提供することによって、民間による技術開発の促進を図っております。 

○世耕経済産業大臣 

 ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 では、私の方からも伺いたいと思います。 

 米国では今原子力発電所の新増設の機会が限られていて、そういう中で技術や人材の維持とい

う観点で、大変な御苦労があるというふうに思っております。 
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 そういう技術や人材の維持という観点から、今日御紹介いただいているアメリカの次世代原子

力技術開発の意義というものについて、どういうふうに考えておられるのか、伺いたいと思いま

す。 

○コーテック米国エネルギー省原子力エネルギー担当次官補代行 

 御質問ありがとうございます。 

 我々としましては、特にこの新型炉の技術開発分野は非常にエキサイティングなものと捉えら

れており、政治的にも広い支持を得ております。 

 その理由としては、気候変動対策に資するからというだけではなく、技術的なリーダーシップ

を維持していくチャンスでもあり、輸出の機会獲得といった観点も挙げられます。 

 こうした原子力をめぐるエキサイティングな状況のおかげで、原子力分野には学生も新しく入

ってきており、これは良い展開だというふうに思っております。同時に、こうした状況を継続し

ていくべく、我々としても、今後とも新型炉開発に投資を続ける必要があると考えております。 

○世耕経済産業大臣 

 ありがとうございました。 

 ほかにせっかくですから、コーテック次官補代行に何か御質問ありますか。 

 よろしいですか。 

 それでは、コーテック次官補代行には大変御多忙のところ御出席いただきまして、ありがとう

ございました。 

 これで退席をいただければと思います。 

 それでは、ただいまいただいた御説明も踏まえて、皆様からコメントを頂戴したいと思います。 

 まず、児玉理事長からお願いします。 

○児玉ＪＡＥＡ理事長 

 高速炉関連技術につきましては、これまで機構では各種Ｒ＆Ｄを初め、実験炉常陽、原型炉も

んじゅの開発、さらにはＦａＣＴと称する実用化戦略研究を関連各位の協力を得ながら進めてま

いりました。 

 その経験上、設備機器の設計、製造等のハードの開発はもとより、実際のプラントの運転、保

守技術にかかわる経験やプラント管理などのソフト面での地道な積み上げも、プラントを今後安

定的に操業する上では、非常に重要であると感じております。 

 このため、今後の高速炉開発につきましては、先ほどの全体像に記述のあるように、各種Ｒ＆

Ｄから、プラントデザインの決定作業に対して、これまでの経験に加えて、常陽、もんじゅやＡ

ｔｈｅＮａ等のフィールドの活用や国際協力などを通じた多岐にわたる活動が必要と考えており
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まして、機構として、これに積極的に貢献していきたいと考えております。 

 また、高速炉を実用化するためには、高速炉を含む燃料サイクル全体の技術開発も必須であり

ます。機構では、高速炉の燃料の製造技術の開発や使用済み燃料の再処理技術など、将来の実用

化に向けたサイクル技術の開発にも注力してまいります。 

 以上です。 

○世耕経済産業大臣 

 ありがとうございました。 

 次に、宮永社長からお願いします。 

○宮永三菱重工業代表取締役社長 

 私どもは、中核メーカーといたしまして、技術開発や人材の涵養に努め、先ほど資源エネルギ

ー庁様から御説明があったこと、弊社関係者からも御説明させていただきましたとおり、これま

で蓄積してきました知見や検証により裏づけられた３次元設計などの最新テクノロジーも取り入

れて、高速炉設計技術を進展させてまいりました。 

 このような技術や人材をフルに活用し、国内における研究開発を進めるとともに、日仏ＡＳＴ

ＲＩＤ協力や第四世代原子力システムに関する国際フォーラムなどの国際的ネットワークの場も

活用させていただき、最新知見を獲得してまいりたいと考えております。そうすることで、着実

に実証炉の段階へと進んでいくことができると考えております。 

○世耕経済産業大臣 

 ありがとうございました。 

 それでは、勝野会長からお願いいたします。 

○勝野電気事業連合会会長 

 電力といたしましては、軽水炉の経験から申し上げますと、建設から運転保守で得られた経験

や知見、良好事例だけでなく、不適合やトラブルなどの失敗を貴重なものとし、設備や運転技術

の改善につなげ、プラント全体の信頼性を一歩一歩着実に高めてきた歴史がございます。高速炉

開発につきましても、一足飛びに実用化ができるというものではなく、知見、経験に基づいて、

それに続く技術開発を継続し、着実に進めていくことが必要と考えます。 

 三菱重工殿から、国内外の開発の場で、最新技術の開発に参画することを通じて、高速炉開発

の技術や人材を蓄積していることについて御説明がありましたが、着実に開発していくことがま

さに大事なことと感じました。 

 また、本日の御説明のとおり、国内外を見渡しますと、要素技術の開発から運転経験まで、さ

まざまな知見が得られる多種多様なフィールドがあり、研究開発を着実に進める素地は整えられ
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るものと考えられます。 

 これらを幅広く、効率的に活用しながら、今後の研究開発を着実に進めていくことが重要であ

ると考えております。 

 以上でございます。 

○世耕経済産業大臣 

 ありがとうございました。 

 次に、松野大臣、お願いいたします。 

○松野文部科学大臣 

 先ほど、「もんじゅ」を再開した場合に、獲得が見込まれる成果・知見について、別の手法に

よる獲得方策について御報告をいただきました。具体的には、実験炉「常陽」の活用、ＡＳＴＲ

ＩＤ等の海外炉の活用・国際協力の推進、ＡｔｈｅＮａを始めとする国内外の大型ナトリウム試

験施設の活用、などを組み合わせることで、おおよそ代替的に獲得できるとの見通しであるとの

御報告であったと理解しております。 

 代替的な獲得方策の一つとして、ＡＳＴＲＩＤ等の海外炉の活用が示されていますが、本当に

必要なデータや知見を入手できるかどうかについては、費用や相手国との交渉次第であり、当然

ながら不確実性が伴います。結果として、御説明のあった代替的な獲得方策では、十分な知見が

獲得できない場合には、実証炉の設計裕度の確保などによる対応が必要になることに留意しなけ

ればなりません。 

 また、「もんじゅ関連協議会」において、西川福井県知事からは、「高速炉開発を海外任せに

して、国内に十分な研究開発基盤がなければ、対等な国際協力は進まない。「もんじゅ」の活用

を含め、国内の技術蓄積や人材確保のための体制整備を検討すべきである。」との御指摘もいた

だいています。 

 米国からも、「常陽」の活用についての期待が表明されましたが、国内における高速炉に係る

技術開発の基盤を適切に維持・活用していくことが重要です。 

 これらの状況も踏まえ、実証炉開発に向けた今後の取組について、この会議で引き続き具体化

を図っていただきたいと考えています。 

○世耕経済産業大臣 

 ありがとうございました。 

 それでは、私から一言発言させていただきます。 

 まず、三菱重工様のプレゼンテーションからは、高速炉開発の中核メーカーとしての責任感を

感じるとともに、もんじゅを設計しておられた当時と比べると、格段に設計技術も向上してきて
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おり、こうした民間ベースの技術的な蓄積も、我が国の知的財産として、最大限に活かしていく

必要があると感じました。 

 また、長期にわたる高速炉開発を進める上で、どこかで技術者の世代交代も起こってくるわけ

であります。若手を育てて、技術を次の世代にも継承していくことの重要性に改めて思いをいた

したところであります。 

 また、米国政府からは2050年に向けて、次世代の原発が重要な位置を占めるとの見通しのもと

に、我が国との協力に大きな期待が表明をされました。世界最先端の知見を国際協力ネットワー

クから得ていくためには、米国を含めた様々な国との協力の可能性を模索していく必要があると

考えます。 

 今後の高速炉開発を進めていくに当たって、切れ目のない開発や国内の開発基盤の重要性など、

メンバー各位から、今後の方針を考える上で重要となる論点や留意点を御提起をいただきました。

この御指摘をよく踏まえて、高速炉開発の方針案を取りまとめる作業に進んでまいりたいという

ふうに思います。 

 他に御意見はございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、次の議題に移らせていただきます。 

 続きまして、「高速炉開発の方針」の骨子（案）について、議論に移りたいと思います。 

 お手元の資料２を御覧ください。 

 この資料は、既に皆様に事前に御確認をいただいておりますので、時間の関係もありますこと

から、説明は省略をさせていただき、早速コメントをいただきたいと思います。 

 それでは、まず勝野会長からお願いをいたします。 

○勝野電気事業連合会会長 

 私ども電力は、東日本大震災以降、事業環境は大変厳しいものとなりましたが、高速炉の重要

性は変わらないとの認識のもと、軽水炉の経験が高速炉の実用化に向け役立つよう、粛々と電力

共通研究と開発主体である原子力機構殿に対する協力を継続してまいりました。 

 今回、開発方針の骨子案が示されましたが、戦略ロードマップ策定は、高速炉開発を着実に進

める大きな一歩と考えております。また、併せて示されました戦略ワーキンググループは、関係

者が結集して、今後の高速炉開発を着実に牽引していく体制と理解いたしております。 

 研究開発を着実に進めていくために、このような体制を整備することは、大変重要なことと考

えており、我々電力といたしましても、この検討に積極的に参画してまいりたいと考えておりま

す。 
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 以上でございます。 

○世耕経済産業大臣 

 ありがとうございました。 

 それでは、児玉理事長からお願いいたします。 

○児玉ＪＡＥＡ理事長 

 今回、高速炉開発の方針案の骨子について提示がありましたが、将来の実証炉の実現に向けて

は、強力な国の御指導のもとで、皆が一致してとり進めていくことが重要で、そのためにはそれ

を進めていくための目標やロードマップを可能な限り早期に、かつタイムリーに策定する必要が

あると考えております。 

 また、この策定作業においては、安全性と経済性について、できる限り具体的な目標を設定す

ることが望まれます。このため、機構が有する研究基盤としての人材や施設を最大限に活用し、

これまで機構が受けてきた地元からの信頼を大切にしながら、ロードマップ策定に最大限の協力

をいたしますとともに、所要の研究開発を遂行していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○世耕経済産業大臣 

 ありがとうございました。 

 それでは、宮永社長、お願いいたします。 

○宮永三菱重工業代表取締役社長 

 資料にございます戦略ロードマップの策定に当たりましては、若い世代が挑戦でき、開発を前

向きに、かつ効率的に進める環境を整えることが大切であると考えております。また、責任体制

の確立に際しましても、国、機構、電気事業者などの関係の皆様と引き続き連携し、中核メーカ

ーとして開発を前に進めるべく、技術、人材の両面で、積極的に貢献してまいりたいと存じます。 

○世耕経済産業大臣 

 ありがとうございます。 

 これまで、皆様の御発言を踏まえまして、追加のコメント等ございますでしょうか。 

 勝野会長、お願いいたします。 

○勝野電気事業連合会会長 

 一部先ほどの発言と重なりますけれども、高速炉の実用化に当たりましては、最終的に国内の

技術、人材で実現していける能力を持てるよう、開発を進めていくことが重要と認識しておりま

す。 

 その点を踏まえますと、先ほど原子力機構殿及び三菱重工殿よりございました国内に存在する
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インフラ、技術、人材を最大限活用して取り組んでいくとの御発言は、心強く感じました。我々

といたしましても、商用炉として国内軽水炉を運営してきた経験を活かし、これからの開発の検

討に参画していきたいと考えております。 

 また、我々を含む関係者が着実に開発を進めていく点からも、この至近の開発をどのように進

めていくかが大事なことであり、今回説明のございました戦略ワーキンググループを初めとした

場を通じて、しっかりと議論をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○世耕経済産業大臣 

 ありがとうございました。 

 宮永社長、いかがでしょうか。 

○宮永三菱重工業代表取締役社長 

 さらに資料の中にございますが、開発プロジェクトの最終的なプラントデザインの決定に向け

まして、機構殿と緊密に連携し、必要な御支援を受けながら、国内軽水炉を運用してこられた電

気事業者殿の御経験も踏まえて、実用的な技術開発となるように取り組んでまいりたいと存じま

す。 

○世耕経済産業大臣 

 ありがとうございました。 

 それでは、松野大臣、お願いいたします。 

○松野文部科学大臣 

 高速炉開発の方針案の骨子について、御提示いただきました。 

 世界最高レベルの高速炉の開発、実用化を目指すという目標や、実証炉の実現に向けて、メー

カー、電力、研究機関を結集したオールジャパン体制を構築し、責任関係を明確化することは、

自分としても重要であると考えます。 

 高速炉開発の方針は、地元も含め、国民の皆様に納得していただけるものであるとともに、実

行可能なものでなければなりません。このような観点からは、これから策定する「戦略ロードマ

ップ」に具体的に何を盛り込んでいくのか、「プラントデザイン」の決定までにどのような段取

りを踏んでいくのか等、今後の道筋をできるだけ具体的にする必要があると考えます。 

 また、実証炉以降の開発は、民間が中心となって取り組んでいただくことになると思います。

その場合も、責任ある体制づくりが成功の鍵であると言っても過言ではありません。そこに、こ

れまで実験炉「常陽」や原型炉「もんじゅ」において、技術と知見を蓄えてきた原子力機構が積

極的に貢献していくことが期待されていると考えています。 
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 また、福井県が高速炉開発の拠点として担ってきた役割等を踏まえ、我が国の高速炉開発の基

盤を引き続き維持する観点から、基礎基盤的な研究開発の実施や、この分野の優秀な技術者・研

究者の育成・確保の重要性についても、御留意いただきたいと思います。 

 さらに、高速炉の実用化のみならず、将来的に高速炉サイクルを確立していく観点から、高速

炉用の燃料供給技術等の関連技術維持・向上についても、配慮が必要です。 

 これらの点も踏まえ、高速炉開発の方針について、さらに検討を進めていただき、「もんじ

ゅ」の役割も含めて、実証炉以降の開発の道筋の具体化を進めていただきたいと考えています。 

○世耕経済産業大臣 

 ありがとうございました。 

 それでは、最後に私の方から、議題２について発言をさせていただきます。 

 様々なトラブルが生じた結果、20年間余りもんじゅでの研究が停滞してきたこと自体は否めず、

その教訓を踏まえて、開発プロセスそれ自体についても、社会的信頼を向上させる努力が必要だ

というふうに思っております。 

 また、戦略ロードマップの策定は、この新たな高速炉開発の実行作業の第一歩であるというふ

うに思っています。ここをスタートに、今後の高速炉開発の進め方を具体化するとともに、開発

体制を確立させるための足がかりとしてまいりたいと思います。 

 今後の開発体制を考える上では、私も第１回に述べさせていただいた関係者の責任の自覚と連

携の強化、この２つが重要であることを改めて強調させていただきたいと思います。 

 具体的には、政府は、経産省、文科省といった省庁の壁を越えて、基礎技術と実用技術の融合

を図るための方策に知恵を絞っていかなければなりません。そして、ＪＡＥＡでは、これまでの

知見を産業界に引き継ぎつつ、高速炉の基礎研究を通じた貢献が期待をされております。また、

電力事業者の皆様は、プラント運転者としての経験を豊富に有する立場からの関与が求められて

いると思います。メーカーの皆様には、技術・人材面での一層の能力向上を通じて、この体制の

中での我が国の高速炉開発の一層の強化に貢献いただくことが期待をされています。 

 こうした期待される役割をそれぞれの関係者が踏まえながら、今後の開発体制を適切に構築を

していきたいというふうに思います。 

 それでは、ほかに御意見はございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、今日の取りまとめとして、私から発言をさせていただきます。 

 本日は短い時間ではありましたけれども、三菱重工様と米国からのプレゼンテーションを交え

て、民間ベースでの技術の蓄積と、そして、米国からの我が国への期待を確認した上で、取りま
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とめに向けて充実した議論ができたと思っております。 

 本日の議論のエッセンスは、高速炉開発の方針の骨子案としてお示ししたものに、ほぼ包摂さ

れていると思いますので、その内容は繰り返しませんが、これまでの教訓を真摯に踏まえて、安

全性と経済性も両立という、これまで以上に高い目標を掲げるという方向性や骨子案に掲げまし

た４つの原則について、おおむね認識を共有できたというふうに思っております。 

 次回は、この骨子案に肉づけをして、高速炉開発の方針の案を取りまとめていきたいというふ

うに思います。 

 以上で第３回の会議を終了いたします。 

 本日は早朝からお集まりをいただきまして、ありがとうございました。 

－了－ 

 

お問合わせ先 

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力政策課 

（※なお、米国政府関係者の発言は事務局の責任で意訳した。） 


