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高速炉開発会議戦略ワーキンググループ（第２回） 

 

日時 平成29年６月15日（木）16：00～17：30 

場所 経済産業省本館17階国際会議室 

 

○多田次長 

 それでは、皆様おそろいですので、ただいまから第２回戦略ワーキンググループを開催いた

します。 

ご多忙の中、皆様お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 初めに、本日の議論の進め方について、私からご説明いたします。 

 前回の３月に開催いたしました第１回会合におきまして、戦略ロードマップの策定に向けた

今後の検討事項について、議論のたたき台となる資料を事務局からお示しして、皆様方から

様々な御意見を頂戴したところでございます。 

 一方で、限られたメンバーだけで議論するのではなく、内外の有識者の方々からも様々なお

話やご意見等を伺いながら議論を深めていくことが重要ではないか、といった議論もございま

した。 

 こうした点を踏まえ、有識者ヒアリングを進めるに当たり、どのようなやり方がいいのかと

いうことを統括チームで検討していただくということで、前回の議論がまとまったかと思って

おります。 

 その後、統括チームで検討を行っていただいた結果、有識者の選定に当たり、何点か指摘が

ありました。具体的には、高速炉開発の具体的なロードマップを策定していくに当たって、原

子力政策大綱等々の策定に向けた議論などを含め、我が国がこれまで積み重ねてきた技術的、

政策的検討の経緯を改めて参照するべきではないか、という点。また、今後の高速炉開発を担

う人材を確保するという観点からは、実際に学生の指導や育成に取り組んでおられる先生方が

抱える問題意識もお聞きするべきではないか。さらに、可能であれば、学生や若手研究者の

方々からも、期待や不安等を率直に語ってもらったらどうだろうかといったご指摘もございま

した。 

 さらに、高速炉特有の技術課題を克服するための具体的な方策については、ロードマップの

中でさらなる精緻化を図っていかなければならないわけですが、そのためには学術的見地から

の指摘も積極的に取り入れるべきではないか。さらに、国際協力の場を積極的に活用すること
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で、最先端の知見を獲得し、国際標準を探求していくことも大事なことかと思いますが、そう

した観点からは、昨年の高速炉開発会議の場でお招きをしたフランスやアメリカからのプレゼ

ンターのみならず、マルチの国際機関の方々からのご意見も取り込んでいくべきではないか、

といった様々なご議論がございました。 

 そうした議論を踏まえまして、本日の第１回目のヒアリングは、原子力発電環境整備機構、

ＮＵＭＯの理事長の近藤駿介様、さらに、東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授の山口

彰先生のお二方をお招きすることとなりました。 

 なお、次回以降も、有識者からのヒアリングを重ねていきたいと思っておりますが、その候

補として、例えばＯＥＣⅮ/ＮＥＡのマグッド事務局長などが候補として挙げられており、今

後お呼びする有識者についても、本日の議論も踏まえながら調整を進めていきたいと思ってお

ります。 

 以上が統括チームでのご議論の経緯でございます。本日の議事進行ですが、まず、近藤理事

長からご説明をいただき、続いて山口先生からご説明いただくという順番でやらせていただき

ます。お二方のプレゼン終了後、参加者、メンバー間での自由討議とさせていただきます。本

日お集まりのメンバーの方々には、先生方へのご質問やコメントなど、積極的にご発言をいた

だければと思っております。 

 なお、戦略ワーキンググループと統括チームのメンバーに変更が生じております。人事異動

を反映したものですので、参考資料をご参照いただければと思います。 

 それでは、資料１を、近藤理事長からご説明をよろしくお願いいたします。 

○近藤理事長 

 近藤でございます。本日はお招きいただきまして、ありがとうございます。 

 最近、そうした実務から離れていますので、必ずしもアップトゥデートな話題にならないか

もしれませんが、ご紹介の趣旨に沿うようお話をしたいと考えております。 

 中身は、ナトリウム冷却高速炉の特徴、過去の原子力委員会における議論、ＦａＣＴの評価、

そして最後に、原子力研究開発の課題です。 

 高速炉には水、ガス、液体金属、溶融塩冷却と多様な提案がありましたが、実際に作られた

のはほとんど液体ナトリウム冷却のものであると言うことができると思います。 

 液体ナトリウムを冷却材に用いる原子炉は、炉心を高圧にせずとも、出力密度を大きく、熱

効率を高くできるという特徴がありますが、炉心を流れるナトリウムは当然のことながら放射

化するので、炉心を流れるナトリウムと水の接触可能性を排除するということを基本として、
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熱輸送系に中間ナトリウムループを持つのが通例であり、その結果、現在の原子炉の標準であ

る軽水炉より、設備が増大かつ複雑化します。 

 また、活性が高く不透明な放射性液体ナトリウム中で燃料交換を行うので、燃料交換システ

ムが複雑になり、かつ、交換に要する時間が長くなる。また、大型炉心にしないとなかなか内

部転換率を高くできないので、安全確保上望ましくない大きな内蔵余剰反応度を実現しないと

１年を超える炉心寿命の実現が難しいということで、これまで作られている大型炉でも炉心寿

命が１年を超えるものは無いように記憶しています。ですから、軽水炉のような高い稼働率の

実現は容易ではないということが言えます。他方、キセノン毒作用がないため、急な出力変化

に備えて内蔵反応度を大きくする必要はないので、もちろん出力変動に伴って熱応力との問題

を克服しなければなりませんが、変動性電源、つまり再生可能エネルギーとの相補性を実現し

やすいという点では、そうするのが合理的かは別の観点から議論するべきですが、軽水炉より

性質が良いと言えると思います。 

 最も厄介なことは、冷却材の炉心出入り口温度差が大きいため、熱応力対策の観点から原子

炉容器を通常はつり下げ構造にして、しかも、容器肉厚を薄くしたいのですが、そうなると原

子炉容器径が大きくなると耐震設計が難しくなる。これは日本でナトリウム冷却炉を設計する

時に絶えず深刻な問題になってきたことです。 

 それから、出力を大きくするために炉心を大型化すると、炉心の冷却材ボイド係数が正にな

りやすいので、もちろん非常に薄い炉心にするなど様々な工夫をしてして、これを避ける努力

をするのですが、それが今度は新しい課題を生みますので、結局のところ、実用規模の大型炉

心において、この冷却材沸騰が反応度挿入をもたらす可能性があることにどう対処するか、そ

してまた、燃料集合体ごとの流路が独立であるため、集合体入口閉塞が局所冷却材沸騰や燃料

溶融を招くことが特有の安全上の課題として昔から議論されています。 

 ところで、１を超える増殖率のプルトニウム炉心にして、使用済み燃料からプルトニウムや

ウランを回収して燃料サイクルを閉じることができると、ＫＷＨ当たりの天然ウラン需要が格

段に小さくなるため、ウラン資源が希少な時代、特に世界の原子力開発の黎明期はこの点が魅

力とされ、高速炉の開発が進められたわけですが、現在は、この燃料サイクルを閉じるシステ

ムに掛る資本費とウラン原料費のトレードオフ構造がリアルに評価できるようになる一方、世

界のウラン資源状況の理解が進んだこともあって、この能力だけでは市場性が無くなっている

と認識しております。 

 ですから、何のために高速炉を市場に導入するのかという開発目標を見直していくことが本
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当は大きな問題なんです。私は、軽水炉でのプルトニウムマルチサイクルだと、徐々にプルト

ニウムの質が悪くなりますが、高速炉ではそうした高次化したプルトニウムを燃料として使え

ますので、例えば、多数の軽水炉に高速炉を少数基併設してプルトニウムを時々若返らせてや

るシステムを附加することで、軽水炉によるプルトニウムリサイクルに持続性を与えるという

のが１つの考え方であると思っています。 

 なお、この目的なら、マイナーアクチニドを回収する再処理方式を導入しなくてももちろん

良いわけですが、そうすると、再処理廃液にマイナーアクチニドがたまってきますから、ガラ

ス固化体には普通アルファ制限等を入れるため、その結果ＫＷＨあたりのガラス固化体の本数

が増えることになります。ただしせいぜい10％増程度だと思いますので、そうするとしても地

層処分事業に大きな影響を与えるものではないと思います。 

 次に、私どもが2005年に原子力委員会で議論したことを振り返ってみますと、当時は、1960

年代から核燃料サイクルシステムの確立は非常に大事だということで研究開発を進めてきた成

果であり、その中核を担うべく計画された実用再処理工場である六ヶ所再処理工場の建設工事

が遅れて、当時、ようやく施設のアクティブ試験が開始されるかされないという時期だったと

いうふうに記憶しています。 

 一方で、市場性のある高速増殖炉技術の模索が続いている状況であることを受けて、当面の

リサイクル路線はプルサーマルで行くことがが21世紀の初めに決定されたのですが、これも決

定後なかなか進んでいないという状況で、経済性や核不拡散性等の観点から様々な懸念が表明

される社会環境にありました。そこで、原子力委員会はこの核燃料サイクル政策のレビューを

実施しました。 

 レビューでは、10の評価項目に基づく核燃料サイクルシナリオの評価を行うということで、

安全性、技術性、経済性等々、様々な観点を評価しました。主なポイントは、経済性について、

再処理シナリオは最終処分費用は小さいが、ウラン価格が200ドルを超えても直接処分シナリ

オよりは燃料サイクルコストが高いということ。ただ、発電費用で言えば、高いといっても１

割程度の違いであるということ。ウランプルトニウムを回収して軽水炉で利用することで処分

場に処分する廃棄物の有害度や発熱量、体積、まとめて言えば処分場面積を小さくできるとい

う経済的利益はかなりあると思っていたのですが、これは土地代、掘削費用が基本で、廃棄物

の有害度の差は経済的評価の差を生まないとせざるを得ず、その結果、利益はさほど無いとい

うことが主なポイントでした。 

 次のページにありますように、結論としては、原子力政策大綱の第３章においては、今後の
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進め方として、使用済燃料の再処理をし、回収されるプルトニウム、ウラン等を有効利用する

ことを基本方針とするという方針を決定しました。お金に換算できないけれども安全保障や処

分する潜在毒性が少ない等の利益があること等に対する総合評価の結果です。ここで注意しな

ければならないのは、日米で大きく議論が分かれた原因でもあったことですが、決め手は、日

本では原子力発電が最も安い電源であったということです。コストが最も安いので、そうした

付加価値を高めるために、ある程度経済性を、１割程度コストアップさせてもリサイクルはや

った方が良いという、そういう考え方がとれたのです。一方でアメリカの場合はコスト面で原

子力はナンバー２ですので、それ以上コストを上げることは許されないから、こっちはとれな

いとなる。この点が非常に重要であったと思っています。 

 なお、大綱には、プルサーマル、六ヶ所、ＭＯＸ、それから、六ヶ所再処理能力を超えて発

生する使用済燃料をどうするか、という点については青森県との関係もありましたので、次の

工場に関しては、ゴー・ノーゴーのいずれの結論になるにしろ、我々がどう決めたとしても地

域社会がそれを踏まえて次の時代を企画をする十分な時間を用意することがとても大事と記載

しました。また、高速炉については将来のオプションとして開発する意義のあるものがあるか

を探す実用化戦略調査研究等を進める一方、政策選択に関する柔軟性の観点から、直接処分の

研究をするということも同時に決めました。 

 その結果として、ＦＳと称する実用化戦略調査研究の結果が2005年に上がってきました。そ

の内容は、実現性が最も高いシステムとして、ナトリウム冷却（ＭＯＸ燃料）、先進湿式法再

処理、そして簡素化ペレット法燃料製造、この３点セットで実用化路線を歩みたいという提案

でしたが、これが、エンドユーザーである電力、メーカーの参画も得ての検討結果であるとし

て出されました。原子力委員会として、その提案を取り上げたのがＦａＣＴプロジェクトの始

まりであり、これが2006年から始められました。 

 この時原子力委員会としては、やるからには将来における世界標準、世界の持続的な発展に

貢献できるような原子炉であるべきということで、21世紀後半の世界で市場性のあるもの、と

いう目標を掲げて研究開発してくださいということを申し上げた。そして、それが2050年ぐら

いから商業ベースで使えるようにするとなると、その前に実証活動が必要ですから、その実証

活動についての計画を立てるためにも、大体2015年ぐらいには今申し上げたような性能目標を

満たすような実用化の姿をお示しくださいということを申し上げました。 

 その結果として、ＦａＣＴ計画が、次のページに要約している通り、フェーズⅠが2010年ま

で、それからフェーズⅡが2015年までという姿で設計され、あわせて基礎基盤研究、さらには
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分離転換技術の研究開発が走る姿になった。これが2008年、９年、10年ぐらいの高速炉開発活

動の断面図ということになります。 

 で、2009年には、原子力委員会はＦａＣＴのフェーズⅠの中間地点においての話を聞きまし

て、幾つかのことを申し上げました。その時も改めて性能目標について、これは大事なことで

あり、絶えず環境変化に応じて見直すべきということを申し上げました。委員会の頭にありま

したのは、将来、再生可能エネルギーと電池システムがベースロード電源としての原子力の地

位を経済性で脅かす可能性があるだろうということです。それを踏まえて、再生可能エネルギ

ーと電池システムよりもコンペティティブなものにならなければ意味が無いよということを言

外に匂わせており、絶えず市場におけるそうした競争相手の技術進歩を見ながら適切なもの、

つまり市場性のあるものの実現を目標にしてくださいということが１つです。 

 それから、２つ目が、研究開発方針の具体化ということを申し上げましたが、この時にＦａ

ＣＴのグループから提案された経済性の目標達成のアプローチがループ数を減らすだとか大出

力化という、いわば平凡な経済性向上策だったので、これしか策が無いのかなと感じました。

このアプローチだと、結局、実用炉規模のものを実現する時に開発リスクが最大になる、つま

りリスクの先送りにもなってしまうのではないかということを関係者で議論しました。 

 それから３つ目は、燃料サイクルに関する研究開発ですが、これは第二再処理工場の議論に

との関係からもリアリティのある姿を具体的に示す方向で検討を進めていただきたいというこ

とを申し上げたことが記憶に残っております。それがＦａＣＴの中間報告への対応です。 

 それに続いて分離変換についての研究レビューを専門部会を立てて議論をしました。たしか

山名先生が部会長だったと思いますが、ＭＡ均質リサイクル炉心を有する発電用高速炉とすれ

ば、５％以下のリサイクルが可能なのではないかという点については専門家の間で合意があり

ました。ただし、それを実現するための燃料サイクル技術はまだまだ未熟であり、ここではい

わゆるレベル・オブ・マチュリティを議論しましたが、特に燃料のデータベースが不十分だし、

高線量下の燃料の製造技術について、成立性がどうかなという点で準工学研究段階としました。 

 また乾式再処理については様々な議論があったところですが、研究開発は海外情報もあわせ

ると工学研究段階と言えるんですけれども、廃棄物の処理のあたりに基礎データの不足がある

ということを議論した記憶があります。 

 それから、分離変換技術は環境適合性の観点が非常に重要なので、このプロセスに伴って発

生する様々な二次廃棄物等の低レベル放射性廃棄物の問題についてもちゃんと目配り、気配り

してくださいよということを申し上げた記憶があります。 
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 それから、10ページにいきます。2011年のＥＵＲＡＴＯＭ指令ですけれども、この内容の議

論は2010年ぐらいから始まっていましたので、ウォッチをしていたものですが、何を言ってい

るかといいますと、加盟各国は使用済核燃料を再処理すべき貴重な資源とする、あるいは直接

処分するとしても、貯蔵という選択肢は単に管理のステップであるので最終処分の答えではな

いこと。で、結局地層処分というのが今日利用できる最も合理的な手段だということを言った

上で、各国に対して地層処分の計画を2015年までに整備せよと指令したものです。なぜ2015年

までか、実現に数十年を要するけれども、今計画すれば知識があり、人もいるでしょうという

ことです。 

 この指令は、各国の分離変換技術の議論に影響を与えました。それらを総括すると、分離転

換は廃棄物の潜在毒性や発熱量を減じる手段であるということは確かであるけれども、これは

地層処分を不要にはしない。そもそも既に小さな地層処分のリスクをさらに小さくするのに役

立つのみ。これが完成しても利益は結局小さくなる。つまり処分坑道の短縮にあるということ

で、本当に使えるようになったら使えば良いが、だからと言って、将来世代が費用をかけて既

に処分したものを掘り出して云々ということはあり得ないでしょうと。ただ、そういうことが

政治的に要求されるときに大変難しいんだよということを説明できるよう、勉強することは結

構と。大ざっぱに言うとこれが関係者で合意されているところ。この辺についてはＯＥＣＤ/

ＮＥＡのペーパーとか、さまざまなポジションに示されているところです。 

 以上が歴史の流れに加えて、最後にお話ししたいのは、研究開発プロジェクトの進め方とい

うことで、これは別に原子力に限らないわけですけれども、アメリカでは特に大型の公的な研

究開発について、最適な組織なり取り組み方があるかについては、ハーバードのブランスコム

教授を筆頭として、様々な人が研究してきたわけなんですけれども、大方の意見は、公的な研

究開発は巨大ゆえに、解決策の探索は、どうしても自分たちが当初に決めたものの自然変種と

いうか、近傍に限られている、つまり経路依存性がある。一旦決めるとそこからなかなか逃れ

られなくて、結局最適と言えない経路に固定化、ロックイン現象が起こる。この経路依存とロ

ックインが非常に特徴的な性格なので注意しなければならないということと、一方でもう少し

社会科学的というか、組織論的な議論としては、研究開発主体というのは、開発対象を決める

と、開発対象に欠点が見出されてもなかなかそれに学ばないで、既存のゲームプランに固執し

たがると。これは多くの例があると思いますけれども、非常に大きな問題だとされています。

実は、ネガティブ情報に徹底的に学ぶというのは安全文化の基本で、原子力関係としてはこれ

はあってはならないことなんですけれども、しかし研究開発となると、これは実際、原子力分
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野でもしばしば見られることなのですが、最近の新技術開発の成功を見ますと、結局目標達成

を目指してさまざまな試行錯誤があって、その結果を公開で分析評価して、新しいアイデアを

取り入れて前へ進んでいく。グーグルの様々な取り組みとかの話を聞くと、みんなそういう経

緯をたどって成功にたどり着いている。だから、いかに学問が進んでも技術開発の合理的なプ

ロセスというものの最適解というのはなかなか見出しがたくて、結局そういうランダムアプロ

ーチに近いのが大事で、その世界を少しカッコよく言えば、ポートフォリオマネジメントとか

オプション分担、タクスシェアリングとか、あるいはもう少し群雄割拠の普通のマーケットを

使ったほうがいいじゃないかというようなことが言われて、実際、アメリカのスペースインダ

ストリー、ロボットの開発なんかはこういう方式を選んでいるところがあります。 

 原子力研究開発を見ますと、実は、数十の原子炉概念が提案されたけれど、群雄割拠という

ことにはならなかった。いや、紙の上や小規模の実験のレベルはそういうことであったのかも

しれないが、結局、砂漠で試験ができて、さまざま規制、財政の面で恵まれた軽水炉のみが、

最後にはGEのギャンブルがあったわけですが、いわば実用化できたということ。これをどう評

価するべきかと考えています。 

 もちろん、最近のグーグルではありませんが、情報技術の進歩を活用して、シミュレーショ

ン技術を高度化して、あるいはアメリカの場合はアメリカのＤＯＥの知識の蓄積を自由にアク

セスできるようにして、こうしたものを使ってコストを安く、ランダムアプローチに近い多様

なシミュレーションでもって合理的な答えを見出していく可能性は開けてきたのかなと。別に

これで行けるという答えがあるわけではないですが、今アメリカでは既にご承知のようにSMR

などについてはこうしたアプローチが採用されているところであります。 

 しかし、当然、実用、照射炉、燃料のシミュレーションを行うのは非常に進歩してきました

けれども、できれば実規模の照射炉が必要だとか、少なくともシミュレーションのベンチマー

クの場が要るという議論はまだなされているというところでございます。 

 私からは以上です。 

 最後のページは別に紹介いたしませんので、とりあえずここまでといたします。 

 ありがとうございました。 

○多田次長 

 ありがとうございました。 

 それでは続きまして、山口先生からお願いいたします。 

○山口教授 
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 東京大学の原子力専攻におります山口でございます。本日はこういう場を与えていただきま

してお礼申し上げたいと思います。 

 先ほど近藤理事長から非常に包括的なレビューをしていただいたところで、私からは、スラ

イド形式になっておりませんので読みにくいかもしれませんが、高速炉開発の戦略についてと

いうことで、何点か挙げさせていただきました。 

 その全体の構成としては、まず一番最初に高速炉開発の戦略ロードマップの意義、それから

戦略ですとか、そういう大きな話のポイントを挙げてございます。 

 それから、そのためにどういうものが必要かということでもう一段掘り下げてみますと、ま

ずこれまでの様々な知見や技術的な蓄積、それを一体どうするのかということについて２のと

ころにございます。３では、知見とあわせて重要なものとして、人材や施設といった、インフ

ラについて記載しています。これは知見と、そういったインフラがセットになって初めてこう

いう技術開発が成り立つものであると思いますので、それが３番目の点かと思います。 

 それから４つ目ですが、この高速炉開発のように徐々に進化をしながら、長い期間をかけて

開発していくものというものでは、やはり社会からの支持を受け続けるということが非常に本

質的な問題になってきますし、そこがこれまでの失敗の要因の１つでもあったかと思います。

そういう意味で４つ目のポイントとして、社会との関係ということを挙げてございます。 

 その他はまた後でご紹介しますが、以上の４つの点について、資料の１ページ目からご説明

させていただきます。 

 まず、ミッションの確認と継続的発信ということでございます。 

 ミッションの確認をするということは、やはり改めて非常に重要なことなんだと思います。

こちらの資料に引用してありますのは、改正された原子力基本法、26年６月のものですが、そ

こに書いてある文言で、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩、産業の振興等を

図り、人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与するということが書いてございます。当

然、これが一番上位のミッションということになりますが、その下にミッション、オブジェク

ティブ、ゴール、プロセスと書いてあります。 

 これは元々、こういう並びで書いてあるのは、米国の原子力規制委員会の規制のアプローチ

の考え方として書いてあるもので、こういう階層的な構造になっているわけです。つまり、上

のほうは揺らぎのないものでなければならないわけですが、下の方のプロセスにいきますと、

非常に多様なやり方が考え得るわけです。言い方を変えれば、プロセスのところは失敗をすれ

ばトライアンドエラーでやり直していけば良いということかと思います。 
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 一方、しばしば技術開発の中ではミッション、オブジェクティブといった点が忘れ去られて

いて、目の前のプロセスを一生懸命取り組んでしまう。そうすると、プロセスに問題点が生じ

た瞬間に、全体のプロジェクト開発の流れに水を差されてしまうということが多々あります。

そういう意味で、こういうミッションの再確認、それから階層的な構造でロードマップを構築

していく。そして、下に行くほど多様なやり方を許容し、フレキシブルに対応するというアプ

ローチが大切であると思います。 

 具体的な例として、例えば、もんじゅの場合には保全計画における問題が１つのポイントに

なったわけですが、ここで改めて高速炉を開発して原子力基本法に書いてあるようなミッショ

ンを果たしていくという絵の中で、保全計画における問題というものがどれぐらいの重要性で

あったのだろうかというのを今、考えてみますと、やはり随分と遠回りをしたな、もったいな

いことをしたなという気が改めてするわけです。それもやはりしっかりしたミッション、オブ

ジェクティブがあって、プロセスというのは我々がその時に最適なものを常に改善しながら選

んでいくものであると、失敗をしながらより良いものを目指していくものであると、そういう

ところが大切なんだと考える次第です。 

 ですから、このミッションの確認と、そういうものを継続的にあらゆる場で発信していく、

それを全ての人が逐次再確認をしていくということが、これからの高速炉開発において極めて

重要な問題であると思い、最初に挙げさせていただきました。 

 では具体的にはどうするのかということですが、近藤理事長からも政策大綱の話がありまし

たが、2005年の政策大綱が技術的にも政策的にも最も客観的に高速炉の開発戦略、それから高

速炉サイクルを語ったものであると思います。 

 当然、その後もいろいろ議論がされていますが、2011年の震災において、ある意味では我々

はエネルギー政策や原子力政策における全体の最適性というものを見失ってしまった。非常に

深刻な事故の影響というものが顕在した結果、個別の問題に対して極めて高い関心が払われた

結果、高速炉サイクルはいかにあるべきかというような問題が、ある意味では置き去りにされ

ている、そういう面もあろうかと思います。 

 そこで、２つ目のポイントとしては、2005年の政策大綱で我々はどんな議論をして、高速炉

はどんな意味があるのか、その開発はどういうふうに考えるのか、それに影響を与える社会情

勢をどう理解していたか。そこをしっかり踏まえて、そことの連続性を持った上で震災、福島

第一の事故の教訓を踏まえ、社会からの見方をしっかり受けとめてロードマップを作ることが

大切だと考える次第です。 
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 以上が１つ目の点なんですが、それでは、こういう状況の中でもんじゅが廃止措置になると

いうことを踏まえ、現在、日本には常陽という実験炉が残っております。それから、幾つかの

高速炉関係の試験施設が残っておりますが、多くのものはデコミィショニングされていると言

えます。今度はＦＣＡ（高速炉臨界実験装置）も廃止ということになりますので、こういうイ

ンフラ、施設が細っていくという流れになっているわけです。 

 そのときにナレッジマネジメントというキーワードはやはり大切だと思います。こういう状

況でなくても当然必要なものですが、資料に引用してございますのは、ＩＡＥＡのニュークリ

アナレッジマネジメントプログラム、これが国際的に非常に活発に活動を行われており、そこ

に書いてあるナレッジマネジメントについて、何が良いことがあるのかということを挙げてご

ざいます。 

 英語の原文が書いてございますが、その後の日本語に括弧書きでポイントを書いております。 

 まず１つ目ですが、原子力に関する学理を魅力的にする、それから人材の交流が図れる、教

育の質の向上が図れる。そういう意味でナレッジマネジメントというのは教育や訓練といった

ものに非常に効果があるというのが１つ目の点でございます。 

 ２つ目の点ですが、数十年に及ぶ原子力科学技術の資産・蓄積は非常に貴重な価値あるもの

であり、それが分散しないように、きちんと評価し、価値ある知見は将来のために維持・保全

するということが書いてございます。高速炉の場合にも、これまでの知見をどうやって蓄積し

て分散していかないようにしていくのか、あるいは、それを発展させていくのかというところ

が本質的な点であろうと思います。 

 ３つ目の点ですが、現存の原子力の知見へのアクセス性を確保し、それから共有、蓄積を行

うことによって、今後のプラントライフサイクルの全ての段階において効果的な意思決定を行

うためにこの知見を使う。それから、新しい技術の開発、イノベーション、そういったものに

このナレッジマネジメントが寄与するということが書いてあり、高速炉の開発においても、こ

ういう点を改めて認識すべきだと考える次第です。 

 ２ページ目をごらんいただきますと、英国のＫＮＯＯというのが書いてあります。これは

2013年10月に原子力安全シンポジウムが開催され、そのときに英国議会科学技術局の事務局長

であったデービット・コープ氏が日本にいらっしゃってお話をされたことです。このＫＮＯＯ

というのは、キープ・ニュークリア・オプション・オープンという略なんですが、そのコープ

氏がお話しになって非常に印象的であったのは、イギリスは原子力の開発から後退するときに、

こういうナレッジマネジメントをしっかりやろうというような意見があった。しかし、予算の
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関係でそれをやらなかった結果、今イギリスは自分の国で原子力の開発をする能力を失ってし

まい、海外に頼らなければ原子力の利用はできない状況になったというようなお話をされてい

て、そのキープ・ニュークリア・オプション・オープン、ＫＮＯＯというものが大切であると

いうふうなご講演をされました。 

 こういうオプションを維持しておくということは非常に重要なことでありますし、後世にお

いてもそういうオプションを選択肢の１つとして伝えていくということにもっと気を配るべき

であろうと思います。 

 イのところでフランスがスーパーフェニックスを廃炉にした理由ということで、私よりもも

っと詳しい方がいらっしゃるかもしれませんが、私の聞いたところでは、フランスはスーパー

フェニックスを廃止してフェニックスをそのまま運転し続けたわけです。ある意味では、不思

議な選択と言えば不思議な選択なんですが、その時にきちんと論理的な説明がされていて、ラ

プソディー、それからフェニックス、スーパーフェニックスの開発によってフランスは高速炉

の技術、経験、知見を獲得しました。しかしながら、経済性などの観点からその次のスーパー

フェニックス２、あるいはＥＦＲというものに行くには、必ずしも今する必要はないと。した

がって、スーパーフェニックスの廃止措置、廃炉にすることには正当性があり、続けてフェニ

ックスで技術開発を続けていく、そういったしっかりした考え方があった。それが現在はアス

トリッドに続いて、必ずしも順調に行っていない面もあるのかもしれませんが、そのナレッジ

マネジメントを意識した政策の組み立て方というものだと理解いたしました。 

 ３番目の点ですが、人材と技術の維持、それから加えて施設が重要ということです。先ほど、

だんだん技術が細ってきたというお話をしましたが、まず、人材や技術を維持していく、ある

いは施設を維持して知見を積み重ねていくには、ちゃんとした理由と動機がないとできないわ

けです。そうしないと組織も維持できませんし、施設を維持する予算もないわけです。 

 そのように考えると、ＦａＣＴの評価というのが余りに中途半端であったなというふうに思

います。先ほどの近藤理事長のお話でもあったとおり、ＦａＣＴは2010年度に終了して、Ｆａ

ＣＴのフェーズⅠを終了して、2011年度からフェーズⅡに入るということで2011年度の３月に

はＦａＣＴの評価というものを相当深くやっていたわけであります。ところが、その評価の最

終的なアウトプットを出す前に震災が起きましたので、そのままＦａＣＴの総括がペンディン

グになっている。 

 それで、今後、人材や技術の維持、あるいは施設を維持するということは、動機、理由がな

ければならないというお話をしましたが、きちんと技術を開発するというのは、我々が戦略ロ
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ードマップで求める技術と現在の技術、知見とのギャップをちゃんと見つめて、そのギャップ

に対して技術開発を行い、人材を維持していくということであろうと思います。 

 そうしますと、直近の非常に包括的な研究開発の成果であるＦａＣＴをもう一度改めて技術

的な評価を行う必要があると思います。あのときには、炉で言えば13の技術課題ですか、その

中の幾つかについてはなお開発が必要という結論ではあったわけですが、その他についてはＪ

ＡＥＡで相当の技術的な蓄積がなされているというふうふうに考えます。 

 技術マップの話は後でしたいと思うんですが、そういう分析に基づいた技術マップというも

のをしっかり持っておくということが人材と技術の維持、施設の維持に本質的だろうというふ

うに思います。 

 それから、その中でも人材の育成に関することなんですが、今、大学において高速炉の分野

というのは極めて危機的な状況にあります。現実に昨今の、例えば学会で高速炉に関する研究

が果たして大学からどれぐらい発表されているのかというのを見ると、本当に少ないです。実

際に、高速炉に関する研究を行っている先生方の数も少ない。当然、学生もそういう状況であ

りますから少なくなっている。そうすると、今の戦略ロードマップは、それを実現するための

人材をどうやって育てるのかということとは切り離して考えられない。恐らくこれは大学だけ

の問題ではなくて、高速炉を技術開発を担うＪＡＥＡ、あるいはメーカー、研究所といったと

ころにも共通する問題であろうと思い、資料にビジョン、戦略、協力、魅力というものを書き

ました。高速炉の開発というもののビジョンをきちんと示して、戦略ロードマップが結果的に

は戦略を示すということになるんですが、いかに国内、国外との協力体制を構築するか、それ

から高速炉開発の魅力を見せていくか、やはり魅力がないと若い世代というのはその分野の研

究に入っていくと、数十年自分の将来の研究テーマになるわけですから、入っていくのは躊躇

するんだろうと思います。 

 ４のところですが、ダイアログ、社会との対話です。今は社会との対話ということが極めて

重要視されております。しかし、振り返って高速炉を見てみますと、そういったところが技術

的な側面のみに偏っていたんじゃないかというふうな印象を持ちます。それは、高速炉という

のは次世代炉であるから技術のところをしっかり発信していけば良い、そういう甘い考えをも

しかしたら私も含め持っていたのかもしれません。しかし、先ほど言いましたように、次世代

炉を開発するということは、数十年にわたってその開発活動を社会から支持していただくとい

うことですから、その次世代炉であるからこそ、ここをしっかりやるという気持ちが大切だと

いうふうなことを考える次第でございます。 
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 それで、５のところですが、先ほど「技術マップ」という言葉を申し上げました。冒頭にミ

ッションがあって、オブジェクティブがあってゴールがあってプロセスがあるというお話をし

ました。しばしば、こういう技術開発、あるいはロードマップを作る時に、下層のプロセスで

すと、ゴールや上のミッションとか、そういうところが混在して記述してしまうということが

よく見られるように思います。その結果、ロードマップを、いわゆる研究テーマのリストのよ

うに捉えてしまう、あるいは工程表のように捉えてしまうということがあるようです。 

 もともとは、ロードマップの成功例は半導体の場合だと思いますが、それを見ますと、開発

ロードマップの下層に技術ロードマップとアカデミアロードマップと言っていたんですが、学

術ロードマップというものがあって、こういうものがペアになって初めてそれぞれの役割を担

う。ですから、戦略ロードマップはまず高速炉の意義ですとか開発、それからエネルギー政策

における役割、そこのところを戦略ロードマップにしっかりと書き込んで、それは揺るがない

ようなものにする。その上で、その下層に技術ロードマップ、あるいは学術ロードマップとい

うものを用いて、現在の技術と必要な技術とのギャップ、あるいは、産学等の連携の姿を描い

ていくということのやり方が良いのではないかというふうに思います。 

 それで、イとウなんですが、研究開発、あるいは高速炉の開発ということを考えるに、研究

開発段階炉のレギュレーションのあり方というのは、これはまさに開発の中の重要な一要素と

して捉えるべきであろうと思います。それは、炉の特徴ですとか研究開発段階であるというこ

とを踏まえて、どのようなレギュレーションをしていけば良いか、あるいは、高速炉はナトリ

ウム冷却であり、中エネルギー系であり、低圧、あるいは高温システムである、そういった特

徴、それから自然循環が非常に効果的であるというような特徴を踏まえれば、例えば、安全目

標というものを高速炉のサロゲートとしてどういうものを定めていけば良いのか、そういった

ものも含めて、高速炉開発をしていくべきであるということを考えるところです。 

 2005年の原子力政策大綱との連続性が極めて重要というお話をしましたが、最後に、３ペー

ジから、2005年大綱のポイントのところだけ下線を引いておきましたので、かいつまんでご説

明をしたいと思います。 

 まず第１章のところでは、資源の利用効率を飛躍的に向上する、それから核燃料サイクルの

有力な選択肢である、それから実用化を目指す研究開発も継続的に実施する、そういうことが

書いてあります。これが共通理念ということであるわけです。 

 第３章の原子力利用の着実な推進という中には、基本的な考え方、こちらには高速炉の実用

化戦略調査研究、それから、もんじゅの成果、ウラン需給の動向、経済性の諸条件が整うこと、
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そういうことを前提に、50年ごろから商業ベースの導入を目指すと書いてございます。ですか

ら、これと基本的には今の状況も同じ考え方なんだと思うんですが、まさに高速炉のオプショ

ンをオープンにして、こういう導入条件が整う時期というのを踏まえ、着実な開発をするとい

う趣旨であろうかと思います。 

 その下にはウラン資源の利用効率が格段に高まること、それから次のページに行きまして、

高レベルの放射性廃棄物に長期に残留する放射能量を低減できる可能性ということを触れてあ

るわけです。これも先ほど近藤理事長がご説明になった通りでございます。 

 次の４章に原子力の研究開発の話が書いてあります。研究開発の中では、長期的なエネルギ

ーの安定供給、それから放射性廃棄物の潜在的有害度低減、そういうことが書いてありまして、

その下には実用化戦略調査研究の成果の評価、それから国内外との連携、発信、それから、研

究開発計画をその当時でしたので2015年頃に提示する、これはちょうど先ほどのＦａＣＴのフ

ェーズⅡが終了するという時期に相当するわけです。そして、それを受けて国がその成果を評

価して方針を提示する、それからその下ですが、常陽を初めとする国内外の研究開発施設の活

用、それから、裾野の広い研究開発、柔軟性のある戦略的な研究開発の方針を国民に提示する。

最後のページですけれども、フェーズⅡ、この時は2005年の大綱ですので、実用化戦略調査研

究のフェーズⅡの話が書いてあるんですが、成果を速やかに評価し、研究開発の方針を提示す

る、その上でそれらを十分評価した上で具体的な計画の決定を行うと書いてございます。 

 最後のところにありますのは、2013年の新大綱策定会議の中で高速炉サイクルについて評価

をしたもので、ある意味では、2005年原子力政策大綱からの連続性を持つ分析としてはこちら

の書き物になるんじゃないかと思いますが、そこの中では、今後、20から30年ではＭＯＸのリ

サイクル、ワンスルーが実用化し得る技術的選択肢である。30年後以降の長期的な選択として

は、ＦＢＲが最も優れた特徴を有する、これは実際には報告の中にはもっと細かな分析がある

わけですが、こういうことが書いてございます。 

 以上が私の話でして、まず、こういった政策大綱との連続性を持ったものをしっかり作ると

いうことと、それから先ほど意義と開発の戦略、それから知見、これまでの蓄積、それから人

や施設などの人材、社会との対話、そういった点がロードマップを作っていく上で重要なポイ

ントであるというふうに考えます。 

 私からは以上でございます。 

○多田次長 

 ありがとうございました。 
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 それでは、これからの時間を使いまして、皆様方からコメントを頂戴したいと思います。 

メーンテーブルに着かれている方はどなたでもご自由にご発言いただきたいと思いますが、

ご発言をご希望される方は、恐縮でございますけれども、お手元のネームプレートを立ててい

ただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

○増子審議官 

 貴重なお話、どうもありがとうございました。 

 これからもんじゅが廃炉になって、おそらく原子力機構の技術者はかなり廃炉作業に傾注し

ていくことになっていくと思います。また、実験炉の常陽も長らく止まっていて、再稼働の見

通しも今のところまだ立っていないという中で、お話に出ていたような、技術基盤をどう維持

していくか、今後10年見ただけでもかなり厳しいかなと思っています。もう１つは人材育成、

両先生からもお話がありましたけれども、確かに高速炉を勉強した学生というのはほとんどい

ないという話もよく聞きます。そもそも教える先生がいないというのもあるのかもしれません

がそもそも、炉物理、炉工学を教えられる先生自体が今いなくなっていて、シミュレーション

ばっかりやっているような話もよく聞きます。 

 ですから、学生が入ってこないというのもあるのと同時に、そもそも教えられる先生もいな

い中で、高速炉の人材育成をどうやっていくのか、その辺もう少し具体的に両先生からお願い

できたらと思います。 

○山口教授 

 山口でございます。私のメモの中で、人材の育成のところでビジョン、戦略、協力、魅力と

いう言葉を書きました。この中で協力というキーワードが非常に重要であると思います。 

 ご指摘の通りで、例えば私は昔、大阪大学におりましたけれども、環境工学科と、原子力工

学科が一緒になって環境エネルギー工学科になった。つまり、原子力の単独で１つの学科を構

成するということではなくなったということは、教員の層が薄くなるということ。そして原子

力は総合科学技術ですので、様々な分野に加えて炉工学や炉物理といった、原子力に特有な分

野があるわけです。そういう状況の中でどう現状を打開していくかというと、やはりある連携

の形を模索していくということしかないだろうと思います。 

 そういう意味で、高速炉の戦略のロードマップを作る時に、連携をするような形の人材育成

のプログラムを是非作っていただいて、大学間でそういうプログラムを競合して出すのではな

くて、協力して組み上げていくということが現実的に解決できる方法であり、また、大学にお
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ける原子力教育も活性化する方法ではないかと考えます。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

 近藤先生お願いいたします。 

○近藤理事長 

 もんじゅの廃炉で高速炉の人材が使われるというのは、アプリオリにそうなるかというのは

おかしな意見であって、実際、海外の廃炉の作業を見て歩きましたが、そこに当該炉の技術者

は、安全情報の継続性というための少数の人はいますが、廃炉には廃炉ビジネスが世の中には

あるので、廃炉のポリシーを決めて、どういうリソースで最も効率的に進めるにはどうするべ

きかを決めていくということが大事で、そこに高速炉の人材を入れなければならない理由はア

プリオリには無いと思います。 

 それから、人材について、学生はこれから一生食べていくために何をしたらいいかというこ

とでみんな大学のコース等を選ぶわけですから、ここで多くいた方が良いと考える人材が活躍

できる職場があることが大切と思います。 

 原子力人材の育成システムと規模については、原子力関係学科については求人に盛衰があっ

て、その中で大学がどう生き延びるか、国内外に苦労の例がたくさんあります。 

 ヨーロッパでは、共同体の中では原子力が一定の社会的位置付けを持っていますから、ヨー

ロッパ内で一定の規模の人材を確保するべきことについてはコンセンサスがある、これに各

国・各組織が国内事情を踏まえてどう対応するかが論点です。ですから、大学から原子力工学

科はなくなっても、学生が３つの大学に顔を出して、原子力工学というディグリーを取れるよ

うにするとか、大学の中でもマイナー・メジャープログラムを用意して、幾つかのマイナープ

ログラムをあわせて原子力のディグリーももらえるとか、様々な工夫をして、特徴のある教

育・研究部門を残して、将来に備えるということもやっています。 

 イギリスの場合は、そうやって冬の時期をしのいできた教育・研究ユニットが大学の中で原

子力関係の学科になった例もありますね。数年前、マイナーなコースの組み合わせによって、

何とか原子力の人材を育成していたところがです。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

 今、近藤理事長のほうがお話しされたのは、山口先生がおっしゃった、いわゆる大学間の協

力とか、そうしたものの１つの具体的な事例としてヨーロッパではそんなことをやっていらっ
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しゃるということですね。 

 戦略ロードマップは広い話だと思いますが、人材に関連して何かもしご発言がありましたら、

その部分で深掘りができればと思いますが、いかがですか。 

○田口副理事長 

 人材に限らず、増子審議官からの問題提起に対する考え方ですけれども、山口先生がおっし

ゃったナレッジマネジメントについて、原子力機構では、もんじゅの成果を運転データや、技

術レポートのような形で、まとまっています。これらは今のままではだめで、将来の研究開発

にも使えるようにしなければいけないし、人材育成にも使える。まさにもんじゅのナレッジマ

ネジメントをやっていかなければいけなくて、そのためのプランを今考えている。あるいは、

もんじゅも廃止措置だから、そこからプラスのものは出てこないかというと、建設時以来初め

て中が見れるものというのがあるわけですね。 

 私はもんじゅを建設するときにＳＧの中等入りましたけれども、工場に行って、今は入れな

いけれども、廃炉にする過程で、ここはどうなっているかというのを実際見ることができるわ

けで、もんじゅの廃止措置もそういう意味では、ナレッジマネジメントに活用ができる部分が

あるんじゃないかと思っています。 

 そこの部分について、もちろん常陽とかナトリウムループは最大限活用していくんだけれど

も、そういった部分をどうやっていくか。だから、ロードマップの中にナレッジマネジメント

のようなものをうまく盛り込めるかどうかというのは、ぜひご検討いただきたいと思います。 

 それから、なかなか物がなくて、シミュレーションみたいなものにシフトしていくことがど

うかという話については、これはむしろシミュレーションにシフトしていかざるを得ないと思

っています。逆に、シミュレーション自体がナレッジマネジメントのツールになると思ってい

て、というのは、いろんな要素の成果をシミュレーションに乗せて、実際にそれを設計とかに

生かしていくことができるわけで、そういう意味では、ナレッジマネジメントという考え方も

含めて、今までの試験装置を作って、その後実験炉と試験装置を作り、そして次のものをだん

だん大きくしていくといった開発のプロセス以外のプロセス、これはフランスでもかなりシミ

ュレーションシフトされていると聞いていますので、そういう新しい考え方を入れていかない

と、今までのハードをニリアにだんだん大きく作っていきますみたいな考え方じゃない研究開

発の進め方を考えなければいけないと思っています。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 
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○近藤理事長 

 今の田口さんのお話、両方ともポイントを突いていると思います。ご承知だと思いますけれ

ども、ドイツが撤退するときに彼らは持っていた財産を全て整理・整頓してＩＡＥＡに預けて

いるんですよね。それはＩＡＥＡのナレッジマネジメントの業務の出発点がそこにあったと言

われています。これまで国民の財産を使って研究してきたわけだけれども、世界にそれを還元

してドイツの名を残すということだと思うんですけれども、そういう発想は彼らにはとても強

くあるので、それがそういう格好で結実しているという例がある。そういう観点も大事だと思

います。 

 ただ、これは使わないと、ナリッジプリザベーションになってしまう。ナレッジマネジメン

トというのは非常に絶えず新しい知識を入れ換えていき、しかし絶えず全体像を見失わないと

いう意味では、全体像についての知識ベースがちゃんとしているのがとても大事だという意味

で、それを活用してお返しをするということでアップツーデートな知識ベースが維持される、

そういう仕掛けをどうするかという点もナレッジマネジメントの観点から議論することは大事

だと申し上げられると思います。 

 それから、シミュレーションについて。先ほどご紹介申し上げましたようなＤＯＥのアルゴ

ンヌなり、オークリッジにあるとてつもない巨大なシミュレーションツールは、燃料ピンの１

本の中の物理化学的な振る舞い、原子のレベルの物理学的第一原理でもって解くわけですよ。

これはとてつもない計算パワーを必要とするわけですね。そういう作業も実はある。ですから、

ほとんどは燃料丸ごとのシミュレーションですけれども、それは何もマクロな量でなくても、

ミクロな原子分子レベルから積み上げたシミュレーションをやっているということですから、

ある意味では実験の代わりになるリプレイサブルなものなんですね。アメリカの場合は、特に、

米ソ合意で核兵器の実験ができなくなり、何としても、高度な金属の塊なりがきちんと振る舞

うということを説明できるようにしたいという、そういう強いインセンティブがあったという

こともある。原子力の分野でも、結局アメリカではなかなか新しい原子炉ができないというこ

ともあったんだと思いますけれども、アルゴンヌなり、それからアイダホなり、それぞれ非常

にユニークな、しかしとんでもないコンピューターパワーを使うシミュレーターを持っていま

す。 

 私が先ほど申し上げたのはそこがポイントで、恐らく例のビルゲイツは、提案したSMRの開

発にもコンピューターパワーを使ってシミュレーションをやっていると聞いています。まさに

コンピューターの中で小型炉はいかに組み立てるか、多量の炉型について検討するということ
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ができるわけですから、本当の意味の開発ターゲットを絞るというプロセスにおいてコンピュ

ーターを使うというのは、これからはむしろ当たり前の世界になってきていると思いますし、

それは薬やほかの分野では当たり前のことですから、原子力も遅れていましたけれども、これ

からはそういうことになっていくんだろうと私は思っています。 

○多田次長 

 どうぞ。 

○山口教授 

 今の点、全くその通りです。私もそういう分野で、昔、近藤先生にコンピューターで遊んで

いると怒られた記憶がありますが、重要な技術です。もう一つ、追加すれば、ヨーロッパでシ

ミュレーションをやっているのとあわせて、システム・オブ・システムズという発想があり、

私は非常に重要だと思っています。例えば、軽水炉の安全性解析でのアメリカやヨーロッパの

開発してきたコードは、それはいわゆる直接シミュレーションとはまた違った視点があるんで

すけれども、いろんな研究成果の知見、実験データなんかの集約する先が計算コードなわけな

んですね。言ってみれば、それがナレッジマネジメントのツールみたいな格好で使われている。

その先は、要は、原子力発電所ならそれを多くのシステムで構成されるシステムだと捉える発

想で、シミュレーションで直接シミュレーション、大規模シミュレーションに行く方向とあわ

せて、システムとして物事を見ていくという発想が重要だと思っておりまして、１点つけ加え

させていただきます。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、豊松委員長。 

○豊松原対委員長 

 人材育成とか開発の方向性ということで少し、今、山口先生もおっしゃいましたけれども、

まずこの高速炉開発をやっていくことの価値、ミッションをもう一度ちゃんと整理する必要が

ある。そこが揺らぐと土台が揺らぎますので。私は原子力発電を扱っていますけれども、社会

からの支持という観点では、安全性の議論はすぐ出てくるわけですが、どこに原子力の必要性

があって社会に貢献できるんだというところは、やはりなかなかご理解賜れない、説明しきれ

ないところがありますので、そういう意味では、やはり高速炉開発をこれから我々がしていく

中で、高速炉開発も変わらず有力な選択肢の１つであるし、エネルギー安定供給にも貢献する

し、毒性を低減する、こういうところもやはりもう一度、我々自身が発信して研究開発をして
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いかないといけないというのをまず感じています。 

 社会からも支持されることで魅力が出てきて、学生もそういうところに入っていこうという

ことになりますので、そういうことが必要ということと、それに付随してこれはご質問なんで

すけれども、フランスとかロシアとか中国なども、この高速炉開発をずっと続けているわけで

すけれども、これについてはそのメリットというか、価値というか、必要性については政策大

綱で近藤先生にまとめていただいたような同様の観点で今進んでいるのかということについて、

もしご存じならお教えください。 

○多田次長 

 近藤理事長、お願いします。 

○近藤理事長 

 ミッションの発信が重要というのはその通りですが、ミッションをどう定めるかがまず必要

です。高速炉の専門家はしばしば、各国の関連政策文書等から都合の良いところを抜きどりし

て、あそこもこう言っている、ここもこう言っているという話をする。これは研究開発機関の

習性ですね。自分の選んだ道については良いことを言ってくれる人の声を聞きたがるわけであ

って、先ほど申し上げたように、ネガティブインフォメーションはなかなか正確に評価しない

という癖は、これはしょうがないものはあるんですけれども、だからこそというべきか、やは

りある時期にはきちんとそういう意味の評価をしてミッションを決めることはとても大事だと。

原子力政策大綱の議論を進めるにあたっても、政治家に余計なことするなと怒られたこともあ

りましたけれども、平場できちんと口角泡を飛ばす議論をすることはとても大事なことであっ

たということがあるんですね。手前みそになっちゃうからこれ以上申し上げませんが。 

 で、将来の夢の原子炉という位置付けにしようか、プロフィットセンターのここにはめ込ん

でシステム性能を上げる手段として開発しようかでは開発行為の設計内容が全然違いますね。

米国のように何も関連インフラが電気事業者にない場合には将来のプロフィットセンターの選

択肢として、多分いくつもの候補がある中の一つして開発するのでしょう。多分、一番困って

いるのはフランスだと思います。フランスがなぜ困っているかというと、前の政権に原子力発

電は60ギガワットというキャップをはめられたわけです。これ以上原子力を増やせないわけで

す。そうすると、このプロフィットセンターの内部構造を変化、イノベートしていくために、

この技術をいつどのように使うのが、もしあればの話ですが、合理的かという検討が重要にな

る。こうした検討結果はCEA,EDFの連合チームでなされ、さまざまな結果が公表されています。 

 基本は燃料サイクルのシミュレーションで、2200年から2300年ぐらいまでのシミュレーショ
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ンをやっていますね。なぜかというと、原子炉は、建設したら60年使うわけですから、原子力

システムを変えていくには、100年から200年かかるからです。もちろん、途中で入れ替えるラ

ッシュプログラムというアプローチや、政治的に止めろと言われたらどうするかということも

含めて、様々なスタディをやっています。 

 ですから、そこにあるのは、単なるケーススタディーと思った方が良い。私の理解では担当

者の勉強かなというところです。内容の基本は既にやっているプルトニウムリサイクルという

プロセスから、何を目指して切り替えていくのかです。リサイクルを１回にするか、２回にす

るか、いつどこで、少数の高速炉を入れて、リサイクルをサステインしていくかと。ここでは

再処理工場にどう追加投資をするかがポイントになります。100年ぐらいのスパンで考えるこ

とになるわけですが、問題は、今ある軽水炉の寿命が来た時に、どの原子炉でリプレイスする

かというところで大きな選択ができるわけです。その場合、高速炉がもし経済性に合理性があ

れば、高速炉でリプレイスすれば良しと。しかし、ご承知のように、フランスでも再生可能エ

ネルギーとの競争がこれから激化するわけですから、追加投資は極力避けたいでしょうね、だ

から悩んでいるのではないですか。ですから、美しくこれだというミッションがどこかに書い

てあるわけでもないんです。 

 それから、ロシアについて言えば、今の炉型はほとんどはかなり古い時代に決めたものをや

っと完成しているという状況ですから、高速炉派がいて、とにかく高速炉というだけで作って

きていますから、燃料サイクルなんて考えていない、一品料理の世界です。おそらく、しかし、

そのうちに、軽水炉派と高速炉派で発電部門への売り込みバトルがあるに違いないと思ってい

るんです。ですから、国としてどうなのかということはなかなか、誰に聞いても答えは持って

いないのかなというふうに私は思います。 

 中国について言えば、軽水炉をたくさん作らなければなりませんから、それの方が忙しいの

で、燃料サイクル、再処理工場をようやくこれからどうしようかということで、そもそもなか

なか高速炉の話まで行かない状況になっていると思います。 

 インドの場合はご承知のように、なぜ彼らは高速炉に拘ったかというと、ウランが輸入でき

なかったからですね。何としても、手元のトリウムと、それからわずかな資源、石炭からとか

様々な二次的に回収されるウランを何としても効率的に使うという意味で高速炉が大事だとい

うことを一生懸命やってきたんですけれども、このところ、ウランをオーストラリアから輸入

できるようになったので、そのプレッシャーはなくなったということもあって、多分これから

先どうしようかと今考えているところだと思います。 
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 ですから、きれいな絵姿がどこにもないと言って良いと思います。何がポイントかというと、

結局、実用炉をどれだけコンペティティブなものとして作れるかということについて、エビデ

ンスはどこにも無いからだと思うんですね。ましてシステムとしてはですね。 

 エネルギーコストが分からなくて、リーダーではないからですね。アメリカの場合、今、シ

ェールガスが出てきてしまった日には、キロワット2,000ドルぐらいのプラントでしか多分コ

ンペティティブではないだろうと言うんですけれども、それはいつまで続くかという問題がも

ちろんありますから、彼らのとりあえずの答えは、きちんと長期的に、ある程度のコスト目標

を立てて、新しい原子炉を開発していくのが合理的かなということで、私の資料の最後につけ

た紙はそういうことを前提にして心して取りかかるべき開発プログラムということで提案して

いるものです。FについてはPRISM を想定していますが、これがオンサイトリサクルシステム

込みで競争力があるものが実現できるとなれば、米国にとっては意味が無いですが、日本にと

ってはいろいろな可能性を検討したくなるでしょうね。 

○多田次長 

 時間も残り限られていますので、人材とかそういうことに限ることなくご発言いただきたい

と思います。門上委員。 

○門上事業部長 

 人材の絡みにもなるんですけれども、人材育成ということになると、やっぱり優秀で優位な

若手が入ってこないと育成もできない。我々メーカーの場合は毎年人を採るわけですけれども、

最近はちょっと卑近な例ですけれども、何がやりたいかと言ったら福島の廃炉関係をやりたい、

あるいは核融合をやりたい、そういうようなことを言うメンバーが多い。10年ぐらい前は高速

炉をやりたいというメンバーが結構いて、それなりに採ったんですけれども、彼らはやっぱり、

例えば福島にしてもデブリ取り出しの時期ですとか、核融合にしてもファーストプラズマの時

期、そういうようなことを色んなところで勉強して、そこを目指して自分としての能力を発揮

したいと考えていた。就活なので、必ずしも本心かどうか分かりませんけれども、そういうよ

うなところがあるわけです。やっぱり非常に世の中の動きを良く見て、逆に言うと、高速炉が

世の中的に余り論じられていないという面があるのかなと。 

 先ほどから言われていますように、やっぱりミッションとか、さらに学生レベルだとビジョ

ンかもしれませんけれども、そういうようなところを彼らに与えてあげないと、優秀な人材が

我々メーカーにも入ってこないというようなことかなと、私は感じています。 

 彼らが入ってきたら、メーカーとしてはやっぱりエンジニアリングとか物づくりという話に
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なりますので、信頼性があって品質が高いものを研究の過程の中で我々もそういうところを目

指して、政策性だとか保守性なんかも踏まえたものを、そういう若手に研究がてらやってもら

うと、そして技術を伸ばしてもらうというようなことで考えたいと思いますので、ぜひロード

マップを作る時には、そういうのも議論させていただいて、取り込んでいただきたいなと、そ

ういうふうに思った次第です。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

 それでは、青砥理事。 

○青砥理事 

 先ほどのミッションの話なんですけれども、今日、両先生からいろいろなご示唆をいただい

たんですけれども、一番自分として感じたのは、昔、ＦＳ、ＦａＣＴをやっていた頃には、原

子力委員会から性能目標という形でミッションが与えられた。そのミッションに対して我々は

どういう目標を持って開発していくかを考えればよかった。今後、戦略ロードマップを作る上

で、山口先生から言われましたように、ミッションレベルの共有だとか、ミッションレベルの

ロードマップも必要と言われている中で、今のシステムの中でミッションをどうやって共有し

ていくか、ミッションのあり方についてどう改めていくかといった議論はどういうふうにして

やっていけばいいかというところについて、ぜひ両先生のお考えをお聞きしたいというふうに

思いました。 

○山口教授 

 そこがまさに私は本質だというお話をしたんですけれども、それで、ミッションはどこかか

ら、天から降ってくるわけじゃないんですよね。ミッションは決めるものだと思います。それ

がこの戦略会議なのかどうなのかというのはわからないんですが、素材は色々あるんですね。

例えば政策大綱での議論とか、あるいは福島の事故の教訓の報告書ですとか、その素材はある

ので、それから我々が数十年先に手にするであろう高速炉のミッションは何かというのをこれ

から決めるという、そういう体制を作るというしかないと思います。 

 そういう意味であえて言えば、例えば、さっきロシアの例があったんですが、ロシアなんか

は今ＭＢＩＲという研究炉、高速炉を建設中なわけです。では、あのミッションは何かという

と、ＢＯＲ－６０という比較的昔の古い高速炉のかわりとなる新しい照射とかに使える炉とし

て高速炉を作る。あわせて、ロシアは大型炉も作っているんですけれども、そういうふうにミ

ッションの捉え方は決して１つではなくて、色々なミッションを組み合わせるという手もある
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わけです。私がミッションはこれだということを当然答えるわけにはいかないんですが、少な

くともそういう認識をこの場で共有していただくということは、単純にロードマップで線を引

けば良いというものではなくて、ロードマップを何のために作るのかというゴールをきちんと

皆さんで決めるということだと思います。 

 多分答にはなっていないと思いますけれども、少なくともそういう認識がこの場でできると

いうことは、ミッションを定めたと言ってもいいんじゃないかと思います。 

○多田次長 

 今の点、私が発言するのもちょっとおかしいのかもしれませんが、１つの政府としての考え

方というのは、昨年末の高速炉開発会議で一通り、４回ほど議論を重ねた上で、もんじゅの話

が片一方でありながら、高速炉開発を継続するという時に、なぜするのかというのを一通り議

論をしたということだと思います。ただ、その上で、それでまだ十分なのかといったような御

議論が今日お二人の先生からも御指摘があったし、メンバーからもあったのかもしれないなと。

その辺を今後、具体的なロードマップを策定するに当たって、しっかりとこの場でも固めてい

くということなのかなというふうに私は感じております。 

 もう一人。お願いします。 

○小澤調整官 

 これから高速炉の戦略ロードマップを作っていく、その時に今お話があったように、ミッシ

ョンをしっかりと明確にしていくということが大事で、そのための検討というのをやるわけで

すけれども、その際に、近藤理事長と山口先生からあったように、やはり大綱との連続性、そ

れからＦａＣＴとの評価、ＦａＣＴのフェーズⅠが終わったところでどう評価するか、その後

の展開をどうするかというのが、やはり基礎になってくると思いますので、もちろん、もっと

それをオーバーライドした考え方もあると思うんですが、やはりベースはそこにあるというこ

とだと思います。そうなると、それから６年ぐらい経っているわけですけれども、その際に、

やはり高速炉開発という意味では中心的な役割を担ってきていただいたＪＡＥＡさんと三菱重

工さんの中では、この６年をどういうふうに現状を捉えていらっしゃるのかというのをむしろ

お聞きしたかったなと思って、もし何か今、短い時間ですけれども、お答えいただければと思

いまして、よろしくお願いします。 

○青砥理事 

 青砥です。基本的には２つあると思います。１つは、先ほど少しお話があった2011年３月11

日で氷漬けになってしまったＦａＣＴの終わり方について、自分たちでどう評価するか。それ
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を氷漬けにしたままではなくて、実はそれから営々と色んな形を持ちながら、そこの見直しは

我々としてやってきたところ。そのまとめをぜひ表にというのは変な言い方なんですけれども、

こうした戦略ロードマップの議論の中で再度確認させていただきたい、それが１つ。 

 もう一つは、当然、この３月まで実はもんじゅの所長をしておりました。もんじゅの状態に

ついてどう評価していくか。それは先ほどうちの副理事長である田口副理事長から話がありま

したように、私たちとしては、それのナレッジマネジメントをどういう形で世に問うか。ただ

単に、歴史書としてのもんじゅをまとめるわけではなくて、自分たちは三次元のナレッジデー

タベースを作りたいと思っている。それによって今後の設計のあり方について１つの時代を作

りたい。それを変えることによって、もんじゅが何だったかということを問い返したいという

ようなところも含めて、今回の戦略ロードマップの中ではぜひ議論させていただきたいという

ふうに思っています。 

 その上で我々の見方がどうだったかといったところを皆さんに評価していただけるのでない

か、そのように感じています。 

○多田次長 

 ありがとうございます。 

○門上事業部長 

 ６年前からやはり大きな出来事が結構あった。１つはもんじゅが廃止措置になった、それか

ら日仏の協力でアストリッドを進めると。他にも福島の話ももちろんあるんでしょうけれども、

そういう意味で、原子力大綱の連続性の下でとはいえ、相当な色んな環境変化が起こっている

ということなので、そこをどう我々として評価して次につなげていくかと。当たり前の話です

けれども、そこが議論の１つのポイントかなと思っていますが、何かありますか。 

○安食部長 

 最後に一言だけ。 

 我々、軽水炉のほうもやらせていただきまして、再稼働もやらせていただいていると。です

から、今の世界最高水準の、日本が要求している規制基準、これというのはやっぱり我々が守

らないといけないものというふうになってございます。ですから、そういう知見も入ってきま

したので、今後、実証炉を作る時にどういうことを考えていかないといけないのか、それもア

ストリッドを通じて高速炉特有のこともやりますし、それにプラス、日本で必要な規制基準、

これをどうやってつなげていくかというところの、言葉は悪いけれども知恵もついてきたかな

と思っていますので、その辺をうまく入れながら、それを元にして、昔の大綱を見直しながら
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進めていくのかなというふうには思っております。 

 以上です。 

○多田次長 

 そのほか。 

○近藤理事長 

 原子力政策大綱の継続性とか連続性、余りそういう言葉を使わない方が良いと思います。過

去に引きずられるようなものではなくて、未来を設計するわけですから、未来を設計する立場

は、現在をどう理解し、これからどこに行くかということだと思いますので、過去に何を決め

たかというその結果は、今現在手元にあるわけですから、それを踏まえて議論した方が良いと

いうふうに私は思います。 

 やはり原子力発電規模のイメージがすっかり変わってしまったように感じる。これはフラン

スも同じことです。さっき申し上げたように、フランスもずっと右肩上がりで行くところを60

ギガでキャップをされて、どうやって新しい原子炉を入れていくんだということですごく悩ん

で、今も悩んでいると思います。そういう中で、研究開発は一体何を目指すべきだろうかとい

うことは、彼らの中では多分非常に大きなテーマになっていると私は思っていまして、大事な

ことは原子炉そのものじゃないわけですよ。結局出てきた燃料を再利用しなかったら、原子炉

の存在意義が無いわけですから、原子炉自体だったら発電すれば良いわけですけれども、高速

炉の役割はそうじゃないわけで、出てきたプルトニウムは非常に元気の良いプルトニウムだか

ら軽水炉で使えるとか、あるいは、軽水炉の再処理、リサイクルで溜まったマイナーアクチニ

ドを燃やせるとか、そういう一連のシステムの中で位置づけられるものですから、そういうシ

ステムをどう設計していくかという中でもって、どういう原子炉があるべきかということの議

論がなされなければならない。 

 そういう意味で、皆さんがおっしゃっているミッションという言葉は、夢の原子炉であるウ

ランの利用効率が高くて、マイナーアクチニドを燃やせるものを開発すると言うなら、いつの

日かということで良いんだけれども、民間投資となれば、プロフィットセンターにそれをどう

はめていくかという工場新設計画ですから、その議論は非常に丁寧に、不確実な未来を見なが

ら、内外に存在するリスク分析を丁寧にやって、そのリスクを管理しながら目指すところを達

成していくことが大事だと思います。 

 日本の場合は、私どもはＦａＣＴの評価で気にしていたことは、やはりループ数を減らして

大型炉でもって何とか経済性を出していくという、そういうアプローチは非常に困難な道、リ
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スクを先送りにするということで、実際、軽水炉でフランスはフラマンビルの大きなＥＰＲで

失敗をして苦い経験を積んでいるわけですから、そういう中でもって、その道は必ずしも容易

ならざるということを十分踏まえなければならない。新しい環境の中でもってどういう性格の

ものが、技術的にどういうものができそうか、それについてどういう役割を期待するか、そう

いう格好の議論を順々とやっていく、丁寧に積み上げていくということがとても大事だという

ふうに思います。 

○多田次長 

 他に、よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、ちょっと時間も過ぎておりますので、きょうの会合はこれぐらいにさせて

いただきたいと思います。 

 お二人の先生方、本当にありがとうございました。 

 また次回もありますけれども、今日はたくさん今後の議論の参考になるようなキーワードが

紹介されたのではないかと思います。私が別に取りまとめるというわけではありませんけれど

も、新しい環境の下でのミッション設定というのをもう１回しっかりやろうじゃないかという

ような話もそうでしょうし、社会、国民から支持されるものでなければならない、そうしたと

ころをしっかり発信していくことも非常に重要だろうということもそうだと思います。 

 それから、ミッションをきちんと共有した上で、山口先生のお言葉で言えばプロセスと言い

ましょうか、階層構造の中で様々な多様性を持っていくべきだ。これは恐らくナショナルプロ

ジェクトというか、何かこういった形でやっていくときの難しい部分ではないかとは思うんで

すけれども、私の解釈なりにいけば、あらかじめ決めた方法に従ってやっていくと、最後、そ

れでうまくいかない可能性があると。もっと色んなことで変える決断というか、そうしたこと

も我々として少し懐を深くしていった方が、結果的には良いプロジェクトの成果を結びつける

ことができる。これが、知らない人から見ると、場合によると、戦略なく勝手にムーブして失

敗に失敗を重ねているんじゃないかというふうに映るところの難しさがきっとあるんじゃない

かと思いますが、そこはあらかじめ我々が始めるに当たって、そうしたことをしっかりと考え

て、それを社会に発信していくことで、後から、いや、実はそういうことではないんだ、我々

はそこはきちんと含んでやっていくんだといったようなことを訴えていくことの必要性といっ

たところもあったかなというふうに思います。 

 もちろん、人材確保がないと戦略を描いても駄目だから、そこはきちんと裏表でやっていか

なければいけないといったようなこともあったかと思います。 
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 それから、ＦａＣＴですね、ＦａＣＴの評価というのをしっかり改めてこの中で位置づけて

やっていくということも重要だろうというということだと思います。今後の議論にぜひ生かし

ていければというふうに思います。 

 先ほども冒頭申し上げましたけれども、次回もヒアリングを重ねていきたいと思います。有

識者からのヒアリングということなので、有識者の方々のご協力がいただけるということが前

提となってきますので、開催日程はまた改めて皆様に御報告させていただきたいと思います。 

 改めてお二人の先生方に感謝申し上げたいと思いますし、皆様方、引き続き御協力をお願い

します。 

 では、こちらで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

午後５時 30分 閉会 


