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高速炉開発会議戦略ワーキンググループ（第4回） 

 

日時 平成29年9月14日（木）13：00～15：00 

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4回戦略ワーキンググループを開催させ

ていただきます。本日はご多忙の中、ご参集いただきましてまことにありがとうございます。 

 私、今回より、次長だった多田を引き継がせていただいて、司会進行をやらせていただきま

す電力・ガス事業部長の村瀬と申します。よろしくお願い申し上げます。 

それでは早速、議事に入りたいと思います。今回は、第3回目の有識者ヒアリングというこ

とで、中国から、中国原子能科学研究院 原子炉工学技術部長のヤン・ホンイーさんをお招き

しております。 

 プレゼンターの選定に当たりましては、我が国の高速炉開発の戦略を策定していく過程にお

いて、高速炉開発が持つ意義をどのように考えるのかが重要であることから、昨年の高速炉開

発会議でお招きしたフランス、それからアメリカのみならず、高速炉開発に世界の中でも最も

積極的に取り組んでおられる国の一つとして中国の取り組みをご紹介いただき、参考にさせて

いただこうということで、ヤンさんをお招きすることとなりました。 

ヤンさんは、中国における原子力の第一人者であられまして、中国の原子力エネルギーの位

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

課題等に通暁されておられます。本日は全体的なお話をいただければと、このように考えてい

るところでございます。 

カメラは冒頭のみということで、よろしいでしょうか。以降はカメラなしということでやら

せていただきます。ヤンさんのプレゼンに入る前に、JAEAの佐賀山理事長シニアアシスタント

から、中国の高速炉開発の状況ということで、中国における高速炉開発の政策上の位置づけや

開発体制等につきまして、まず導入としてのご説明をいただきたいと思います。 

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 

 ご紹介にあずかりました佐賀山です。中国の高速炉開発の状況ということで、ヤンさんの前
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に簡単にご紹介いたします。 

最初のページですが、高速炉技術開発の政策と位置づけということで、中国ではエネルギー

需要の大幅な拡大に備えまして、高速増殖炉の早期実用化を目指しておられます。 

2020年の中国のクリーンエネルギー目標というのがございまして、2020年には原子力を

58GWe、この段階ではまだ高速炉ということではありませんけれども、軽水炉を中心に、原子

力を58GWeにするということが目標になっておりまして、その後、2050年ごろには400GWe、こ

の円グラフでいうところの15％を占めているところですが、ここまで拡大するということが必

要で、そのうちの5割を高速炉で担いたいという考えを持っておられます。 

 具体的に、これをどういうふうに達成していくのかというのがその次のページでございます

が、中国では実験炉CEFRの建設を先ごろ終了いたしまして、今、運転に入っております。これ

に続いて実証炉CFR600という、60万kWの出力の実証炉の開発を、独自技術をもとに、もちろん

これまでのロシアとの経験等も踏まえて開発を進めておられます。 

 2020年代中ごろまでにこの炉を導入いたしまして、2030年代に高速炉の実用化を図っていき

たいというお考えで、CCFRというのが、Commercial China First Reactorの略ですけれども、

いわゆる商用炉を2030年代中頃位までに実用化していきたいと。また詳細はヤンさんのご説明

の中であると思いますが、そういう計画になっております。 

 技術的にはMOX燃料、いわゆる酸化物燃料と、湿式再処理をベースとして考えておられるよ

うですが、増殖性の観点から将来は金属燃料に移行していきたいというような考えをお持ちだ

ということです。 

このナトリウム冷却の高速炉SFR以外にも、GEN－IV炉として、冷却材にガスを使ったもので

すとか、鉛を使ったものですとか、その他の概念についての研究開発もあわせてやっていると

いう状況です。 

 次のページでは、高速炉開発体制ということで、中国の高速炉及びGEN－IV炉も含んだ開発

体制ということなんですが、まず政府組織としてはCAEAという組織が、これが政府の機関とし

て原子力開発計画を策定するということになっています。 

 この原子力政策のもとに、CNNCという、これは、China National Nuclear Corporationとい

うことなんですけれども、もともとは政府の組織だったわけですが、国営企業として再出発す

る形になって、ここがヘッドになって、原子炉及び核燃料サイクル研究開発全体を統括して進

めています。CNNCは原子力事業なんかもやって発電所も持っているわけですけれども、原子炉

と核燃料サイクルの研究開発全体を統括している組織です。 



 3 

この組織の下に、ヤンさんが所属されるCIAEという、これは一種の研究機関、JAEAのような

形のものですが、そういったところがあると。ここで具体的な炉の研究開発、サイクルも一部

手がけておられますが、そういったことをやっているということです。 

中国の実験炉であるCEFRも、このCIAEの敷地の中で運転されていて、ヤンさんを初め皆さん

のもとでオペレーションがなされています。したがって中国としてはCIAEを研究開発の中核に

して、実験炉の運転経験を踏まえて、独自の路線で高速炉、特にナトリウム冷却高速炉の開発

を進めていくというような体制になっているという状況でございます。 

 簡単ですが、以上でございます。 

○村瀬部長 

ありがとうございました。 

それでは、引き続きましてヤン様よりご説明いただきたいと思います。それではよろしいで

しょうか、お願いいたします。 

○ヤン部長  

尊敬する日本の皆様、専門家の皆様、こんにちは。今日はお招きいただき、第4世代の中国

の最新の高速炉の発展状況についてご紹介できて嬉しく存じます。 

主としてSFRを中心に紹介をします。今、皆さんの手元にスライドがあります。私はこのス

ライドに沿って、4つの部分についてご紹介します。 

1つは中国における原子力発電の政策概要についてご紹介します。2つ目はナトリウム冷却

高速炉の開発、3つ目はその他の第4世代原子炉の開発、4つ目は結論を申し上げます。 

まず、中国の全体のエネルギーの生産と消費についてご紹介申し上げます。 

2016年年末の統計によりますと、2016年の中国の一次エネルギー消費量は、41億8,000万ト

ンであります。標準炭換算の数字です。この数字はやや減少しました。石炭の部分も減少しま

した。1億4,360万トンの減少となっています。 

この中に原子力エネルギーも含まれています。2016年から年末まで、現在稼働中の原子力

発電所は35カ所あります。そのうち19カ所が、今、建設中であります。全体として原子力発電

の設備容量は33.6GWです。全体の発電容量のおよそ2.04％を占めております。 

2016年、中国の電力使用量は5兆9,100億kWhです。そのうち、2,127億kWhの原子力発電も含

まれています。2015年、原子力発電の寄与は24.1％増加しました。 

過去3年間、原子力発電の使用量は下がっています。2014年、22カ所の原子力発電所の平均

稼働率は86.32％です。2016年、原子力発電所は28基に増えました。しかし平均稼働率は83％
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と低下しました。2016年には原子力発電所は35基に達しましたが、平均稼働率は79％に下がり

ました。 

この理由としては、これまでの3年間、中国の経済が調整期に入っているからであります。

2つ目の理由としては、エネルギーの構造に関しても現在調整中でありまして、バランスをと

るように原子力の消費量は減少しています。しかし原子力の発展は今後もさらに大きなウエ

ートを占めるというような流れには変わりはありません。中国の原子力エネルギーに関する

政策ですが、まず気候変動の角度から考えますと、中国の原子力エネルギーは気候変動に対

応しなければなりません。2020年には、石炭の削減量に関しては、2005年に比べて40％～

45％削減しなければならないことになっています。また、原子力政策に関しては、その発展

は持続可能で、安全かつ高い効率を持つべきということが求められています。大規模な原子

力発電の能力を提供する、しかもこれは限られた時間の中で準備し、提供できることが必要

です。 

3番目としては、高レベルの放射性廃棄物が最小限に抑えられるということであります。 

4番目としては、1980年代、中国は原子力発展のロードマップをつくりました。このロード

マップでは3つのステップを考えています。まず熱中性子炉、2番目としては高速炉、3番目と

しては核融合炉の3つの段階に分けて発展させていくということであります。 

また中国では、核燃料サイクルの戦略に関しては、高速炉をベースとしたクローズドサイ

クルにすべきであるとしています。閉鎖型、クローズドサイクルというのは、これは世界に

認められている技術であります。それによって原子力の持続的な発展を続けていくというこ

とであります。 

中国科学院の予測によりますと、2016年においては原子力の総発電容量は30GWとなってい

ます。また、2020年の総発電容量は58GWに達する見込みとなっています。 

2030年までに、中国の原子力発電施設の電力は200GW、2050年までには400GW以上に達する

という見込みであります。全てのエネルギーに占める原子力のウエートは15％に達していく

ということです。これは非常に大きく発展させることを意味します。 

これだけの原子力エネルギーを我々が目指していくためにはどのように開発していけばい

いのか、我が研究院はその方策について研究いたしました。そしてシナリオとしては、次の

ページをご覧ください。 

つまり1つの考え方としては、2050年までに加圧水型原子炉の発電設備量を200GWに増加さ

せていく。また、高速増殖炉は2032年に本格的に運転開始ということになります。商用化、
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あるいは大規模な使用を始めるということです。 

高速炉の開発に関しては2つのステップがあります。まず増殖炉の開発ということでありま

す。加圧水型原子炉の使用済み燃料中のプルトニウムは、全てこの高速炉に与えていくことを

考えています。燃料は酸化物燃料です。 

そして2番目の段階としては、燃料増殖から、放射性物質の減容等に対応していくというこ

とであります。原子力をさらにクリーンで安全なものにしていくということであります。つま

り2050年以降の第2段階としては、リサイクルできる核変換高速炉を実現するということであ

ります。 

次に中国の高速炉の開発について申し上げます。先ほど佐賀山様もおっしゃいました中国

の高速炉の開発に関しては、我が研究院は、また我がグループ会社であるCNNCは、政府に提案

しております。それは、3つのステップに分かれていきます。中国の実験炉は、高速炉の安全

性の検証に使われています。また原子炉の各技術も検証し、燃料と材料の研究開発も行ってお

ります。それから様々なスタッフのトレーニングや、また経験のフィードバックなどもこの実

験炉を使って進めています。2014年に関しては、既に安全運転72時間の目標に達成いたしまし

た。 

一方、600MWの実証炉CFR600ですが、これは産業規模におけるクローズドサイクルを検証す

ることを目的にしています。そして、ナトリウム冷却大型高速炉の安全性を検証します。3番

目は、大型SFRの設計と建設技術の習得ということを目標にしています。4番目の目標といたし

ましては、中国における大型SFRの経済性を検証することです。 

次のステップは1,200MWのCCFRとなります。その目的としては、商用運転を行い、クローズ

ドサイクルをサポートし、産業的な核燃料の増殖、そしてその後の開発に向けて2050年を目指

していくということです。 

必要に応じまして、この600MW級のCFRに関しては、これが上手く稼働できれば、その規模

での普及も行っていくということであります。この3つのステップに関しては、我々は技術的

な選択を行わなければならない。技術の整合性と一貫性を我々は非常に重視しております。 

冷却技術に関してはナトリウム、設計に関してはプール型であります。そして実験炉に関

してはMOXの燃料を使っています。CFR600もMOX、一方、商用炉に関しては金属燃料を今、検討

しております。 

材料に関しては、オーステナイト系ステンレス鋼を使っています。また、燃料被覆管材料

に関してはCN－1515を使おうと考えています。一方、商用炉に関しては、より燃焼度を高くと
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れるODS鋼の採用を検討しております。 

ナトリウム冷却技術を使用するため、原子炉の炉心温度、また出力密度は非常に高くなっ

ています。最終的な燃焼度は、最終的な技術にもよりますが、今お見せしているのは目標値で

あります。使用済み燃料の保管に関しては、容器内保管後に水プールに一時保管という方法を

とっています。 

安全性に関しては、炉心が小さいということで、能動的な炉停止システム及び受動的な崩

壊熱除去システムを取り入れています。これは実験炉CEFRで採用されたものと似ています。一

方、商用炉に関しても、引き続きこのCFR600と似たような安全系統を使います。 

中国におけるナトリウム冷却高速炉の歴史を振り返ってみたいと思います。 

1960年代に遡ります。SFRの基礎理論、主な研究開発実験など3つの段階を我々は践んでき

ています。1番目の段階としては、1965年～1987年までの段階、我々はこれを基本的な技術研

究開発の段階と呼んでおります。ナトリウム冷却技術に関しては、理論、また主な研究開発実

験を行った段階であります。一方、1987年～1992年までの間は、我々は技術研究開発の応用段

階と呼んでおります。工学的な側面を考慮した技術的研究開発の応用を行っていました。そし

て、1992年～2012年までの間は、工学的な技術研究開発と呼んでおります。CEFRの設計と建設

に取り組みました。 

基本的な技術研究開発段階に関しては、1960年代に開始されました。中性子、熱流体、ナ

トリウム、燃料、材料に関する14の施設が建設されました。また、1970年の6月29日には、最

初のゼロ出力実験施設DF－VIが初臨界に達しました。 

次に14ページをご覧ください。技術研究開発の応用に関する内容です。 

国のハイテク研究発展計画である863計画ですが、ナトリウム冷却高速炉の技術研究開発を

後押ししました。また、中国原子能科学研究院及びその他の大学、研究機関などは、61の計画

を実施いたしました。20カ所を超える実験施設やループが建設されました。またコンピュータ

ーコードも何種類か開発されました。 

写真を3枚お見せしたいと思いますが、当時の建物、また実験室の様子であります。そして

真ん中は耐震の構造となっています。右のほうですが、ナトリウムの浄化施設となっています。

これは中型規模の検証施設となっています。 

次に15ページになります。工学的な技術研究開発の段階であります。中国の高速炉におい

ては、北京市から南西およそ40km離れたところ、中国の原子能科学研究院の中にあります。そ

して65MWの熱出力と20MWの電気出力を持っています。 
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次に16ページになります。実験炉の主なパラメータを示しています。具体的なパラメータ

に関しては割愛いたします。どうぞご覧ください。これは2つのループになります。蒸気の温

度は480℃であります。圧力は14MPaであります。ナトリウム冷却の高い効率を示したものであ

ります。 

中国の高速炉の安全性も証明されました。この設計において、私たちの安全評価に基づき

ますと、CEFRが炉心溶融に至る確率は、非常に低い数字となっています。ナトリウムの実験炉

の安全性が証明されました。CEFRはCIAEの敷地内にあります。設計はとても安全になっていま

す。敷地外での緊急対応は必要ではない事を、国から承認を得ています。 

次のスライドをご覧ください。中国のCEFRは、1995年12月、プロジェクトの承認を得まし

た。1997年11月4日、基本設計の承認を得ました。2000年5月30日、FCDを行いました。2010年7

月21日、初臨界に達しました。2011年7月22日、プロジェクト目標を達成しました。40％出力

運転を24時間、国の送電網に初接続し、国の定めた目標に到達しました。2014年、関連の実験

も完了しました。2014年12月18日、最初の100％定格出力を達成しました。 

次のスライドをご覧ください。こちらは2014年、CEFRの主な起動時のテストを示していま

す。2つの低出力のテスト、40％レベルでの真空度低下テスト、50％レベルでの過出力抑制テ

スト、75％レベルでの負荷制限テスト、100％出力で72時間初稼働などのテストが行われまし

た。 

2015年、CEFRはメンテナンスの段階に入りました。65％の出力で稼働した後、メンテナン

スとしてオーバーホールを行いました。あわせて3,600時間稼働し、1,600万kWhの電力をつく

りました。この電力は商業目的ではありません。単なる電力出力の能力を示すためのものです。 

2016年、CEFRのオーバーホールが行われました。主として、一次・二次ナトリウムポンプ

のメンテナンス、燃料交換機のメンテナンス、断熱装置のアップグレード、Conventional 

Islandのメンテナンス、DCSのアップグレード、Nuclear Island補助系のメンテナンスと修理、

ITVシステム装置の修理と調整、放射線監視システムの修理と調整、電気システムの修理と調

整、安全システム・原子炉保護システムの調整などが含まれています。 

これらのオーバーホールは成功裏に行われました。現在、CEFRはオーバーホール後の国の

承認を待っています。来月末、再稼働する見通しです。 

次は、実証炉CFR600をご紹介します。600MWは中国が選んだものです。CEFRに比べ飛躍的に

大きな規模なものとなっています。安定した発電機能が求められています。既にナトリウム冷

却高速炉としての技術もかなり検証されました。 
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CFR600は、熱出力1,500MW、熱効率40％、設計稼働率80％、燃料はMOXを使っています。増

殖比は1.15です。炉心損傷頻度はこの数字（10-6）となっています。早期の放射性物質の大規

模放出頻度もこのレベル（10-7）となっています。 

このCFR600の設計は、ナトリウム冷却高速炉の信頼性、安全性の要件を十分考えています。

まず安全性というのは、第4世代原子炉の指標を満たすということです。第2は、オフサイト・

緊急退避を設計上不要としています。3つ目は、CFR600の設計にはDラップ法を採用しています。

4つ目は、良好な安全性を確保するナトリウム冷却高速炉の固有の安全性などを生かしました。 

運転時・事故発生時にも大規模な正の反応度が入らないことも保証しました。2つの独立し

た原子炉停止システムと1つの受動的な炉停止システムを採用しました。さらにCEFRで採用し

た受動的な崩壊熱除去システム（事故時に自然に冷却材を循環させる概念）を採用しました。

一次及び二次格納の設計も行いました。 

受動的な炉停止機構について詳しく説明します。Suspend liquid受動停止システムと呼ば

れるものです。受動的な崩壊熱除去系では、ホットプールに接続された受動的崩壊熱除去シス

テムを採用しました。原子炉容器の受動的な過圧防止システムも採用しました。一次系配管破

損後のナトリウム大規模漏出を防ぐサイフォン装置や、蒸気発生器での大規模な水・ナトリウ

ム反応事故を緩和する受動なナトリウム漏出停止システムも採用しました。 

CFR600を建設するため、6つの主要なプログラムを開発しました。システム過渡解析コード、

炉心及び一次系の熱流動設計コード、崩壊熱除去特性解析コード、シビアアクシデント解析コ

ード、炉心損傷評価コード、全運転状態に対する燃料集合体挙動評価コードなど、6つのコー

ドが開発されました。この計算の結果もあります。 

商用炉であるCCFRについて、熱出力は2,900MW、電力出力は1,200MW、熱効率は41％、設計

寿命60年、MOXではなく金属燃料を考えています。燃料被覆管はオーステナイト系ステンレス

鋼、さらに安全設計目標も完全に第4世代原子炉の開発目標を満たしています。 

CCFRは、完全に新しい革新的なプール型の新型ナトリウム冷却高速炉です。水蒸気ではな

く超臨界の二酸化炭素によるナトリウムとの熱交換と発電など、より多くの設計案を取り込む

予定です。これはリスクを減らすためです。設備技術について4つのループを採用しているた

め、CFR600の成熟した技術を生かし、成熟度を高めていきます。 

今、考えているCFR1200の主要伝熱システムの全体構造です。CFR600の2つのループを複製

した形となっています。CCFRの予備的な概念設計を行っています。2020年、国が意思決定を行

い、CCFRの建設を判断します。もし国のほうが建設を決定すれば、2025年、概念設計を終える



 9 

ことができます。2030年、初歩的な予備設計を行うことができます。その後着工します。2030

年完了の見通しです。CCFRは中国の初の第4世代原子炉の目標を達成するものであってほしい

です。 

次に、その他の第4世代原子炉の開発をご紹介します。ご存じのように第4世代原子炉のロ

ードマップでは、原子力発電の世代間の関係も明記されています。第1世代から第4世代までの

ものとなっています。第4世代の進んでいる具合が、ご覧いただければ分かります。第4世代は

進んだ技術を採用した原子炉であります。 

ロードマップでは、6種類の第4世代の原子炉が発表されています。超高温ガス炉、溶融塩

炉、ナトリウム冷却高速炉、超臨界圧水冷却炉、ガス冷却高速炉、鉛冷却高速炉。この中でナ

トリウム冷却高速炉の技術が最も成熟しています。世界で既に多くの稼働経験があります。 

次は、それぞれのロードマップが示されています。超臨界圧水冷却炉は、高温、高圧の冷

却炉です。このような冷却炉は、高速中性子スペクトルを有する可能性もあります。熱中性子

炉としての設計も可能です。 

こちらの絵は、中国のSCWR、CSR1000です。2,300MWの熱出力です。電気出力は1,000MW、設

計寿命は60年となっています。超臨界圧水冷却炉は、現在は既にプロジェクトの研究開発段階

に入っております。研究開発は、CNNC、CIAEで行われております。もちろん国内のほかの大学

などもこの研究に入っています。 

次に溶融塩炉についてです。2つの種類があるかと思います。まず、核燃料が溶融塩に溶解

されるというものであります。あともう一つは、溶融フッ化物塩は超高温ガス炉で使用される

ということであります。これは被覆粒子燃料炉心の冷却材として働いています。 

既に中国はTMSRのプロジェクトチームを立ち上げています。このプロジェクトチームは、

今後、トリウムエネルギーを発電以外に応用して開発することを目指しております。TMSR－SF

は固体燃料であります。予備設計は既に完了しております。一方、TMSR－LFは液体燃料を使っ

ています。概念設計は既に完了しております。 

次に36ページをご覧ください。パラメータなどが書かれています。まず出力、そして寿命、

稼働時間等が書かれています。平均出力密度は4.0MW/m3となっています。そして入り口と出口

の温度も書かれています。入り口は600℃、出口は650℃ということです。 

次は37ページをご覧ください。国内外から研究開発チームの構成となっています。 

中国科学院先進核能創新研究院がまず筆頭となって、様々な中国の研究機関や大学がこの

チームに入っています。あわせて600人のチームとなっています。一方、大学院生も200人ほど
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がこのチームに加わっております。アメリカとともに、現在、協力を展開しております。 

次に鉛冷却高速炉、38ページです。これも高速中性子を利用した原子炉です。 

中国科学研究院が2011年にADSを開発する新しい取り組みを開始いたしました。このADSの

最新のプロジェクトですが、CiADSと呼ばれています。このプロジェクトは加速器と鉛冷却を

足したものであります。そして鉛冷却の方には高速炉技術が使われています。 

CiADSプロジェクトのロードマップになりますが、まず、2014年6月にサイトが特定されま

した。広東省の恵州にあります。そして翌年の2015年12月に政府によって正式に承認されまし

た。ことしの4月にフィージビリティの報告書のレビューも完成いたしました。そして9月は予

備設計のレビューも完了いたしました。10月に建設許可書を得るということを目標にしていま

すが、若干現在遅れています。 

中国科学院広東研究部が、現在、主に責任をもって開発を進めています。また、中国科学

院近代物理研究所が設計を行っています。共同事業者としては、中国科学院高能物理研究所、

中国科学院合肥物質化学研究院です。中国科学院高能物理研究所はCiADSの主な技術開発を行

っています。そして写真がありますが、これはゼロ出力施設の写真となっています。2つの施

設があります。1つは鉛、もう1つは水を使用しています。そして検証などのレビューを行い、

鉛の冷却性能を検証しています。 

次に40ページ、超高温ガス炉です。精華大学はこの超高温ガス炉に関して研究を続けてき

ています。非常に熱効率が高いということで、国の関係部門にも注目されています。 

超高温ガス炉に関して、我々はHTR－PMプロジェクトと呼んでいます。サイトは現在、中国

の山東省の榕城というところに特定されています。来年には恐らく発電できるようになります。

設計者は、精華大学核能与新エネルギー研究院となっています。 

主なパラメータですが、出力は250MWt、またモジュール化設計を使っています。平衡炉心

内の燃料要素の数、そして、出口、入り口の温度もそれぞれ書かれています。入り口は250℃、

出口は750℃。そして燃料要素の数は42万となっています。非常に固有安全性が高い、高い熱

効率を持っている、またペブルベッドモジュールの設計を使っており、建設工期が短いという

ような特徴を持っております。2018年の完成を現在目指しております。 

次に、43ページの私の結論になりますが、まず中国としては大規模な原子力エネルギーを

必要としています。国の発展をサポートし、また気候変動、炭素ガスの削減などのために貢献

しなければならないということであります。 

また、中国の核燃料サイクルは、原子力エネルギーの持続可能な発展の観点からクローズ
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ドサイクルを使用する必要があります。そして中国はこの高速炉に基づいたクローズドサイク

ルを開発すべきであり、このサイクルは持続可能で安全でかつ経済的でなければならないとい

うことであります。 

3つのステップを今後、踏んでいきます。熱中性子炉、高速炉及び核融合炉ということであ

ります。また、高速炉の開発戦略は、CEFR、CDFR及びCCFRであります。中国における高速炉の

主な任務は、ウラン資源の利用率の促進と長寿命放射性物質の核変換を行うことであります。

これらの性能によって持続可能な原子力エネルギーを支えていきます。 

さまざまな炉型は、現在、研究開発が進められています。色々タイプがありますが、今後、

最終的に選択が下されるということであります。ぜひ中国にいらっしゃいまして、我々の原子

炉をご覧になってください。 

以上です。ご清聴ありがとうございました。 

○村瀬部長 

ヤンさん、どうもありがとうございました。中国の高速炉の開発の歴史から始まって、現状、

活動要点等について、実に包括的かつ具体的にご説明いただきました。大変ありがとうござい

ました。 

それではこれから質疑応答に入らせていただきたいと思います。今日は時間がありますので、

皆様からご質問いただける時間が十分にあるかと思います。 

それでは皆様からご発言いただきたいと思いますけれども、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きますと、私のほうからご指名をさせていただきたいと思いま

す。それでは皆さん、いかがでしょうか。 

それでは豊松さん、お願いいたします。 

○豊松原対委員長 

 包括的な説明をありがとうございました。私の質問は8ページでございます。8ページに将来

の軽水炉と高速炉の割合を書いた絵がございますけれども、高速炉の有用性として、資源の有

用活用とか核変換とかあると思うんですが、商用炉にする場合はどうしても経済性ということ

が問題になると思います。 

それで2030年、2040年ぐらいにFBRが入ってくるのですが、この時点では、下にある軽水炉

のPWRに比べて、経済性がちょうど同じぐらいであるというふうなことが想定されているので

しょうか。これはウラン価格に影響すると思いますので、今のウラン価格の流れから見ると、

そんなにウラン価格が高騰しないとすれば、私どもとしては多分この時点でもまだFBRの方の
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経済性が良くないと思うんですけれども、その辺はどのようなお考えなのでしょうか。以上で

す。 

○村瀬部長 

ヤンさん、お願いできますでしょうか。 

○ヤン部長 

ご質問ありがとうございます。まずこの8ページのスライドですが、我が研究院が作り出し

たシナリオの一つであります。IAEAから与えられたソフトを使用して作り出したシナリオであ

ります。この条件も色々あります。分析を行う際に、その経済性はあまり考慮のファクターに

入れていないです。やはり必要性、400GWという必要とされている電力を主なファクターとし

て入れています。経済性は余り考慮しませんでした。これが1点目です。 

またナトリウム冷却炉に関しては、今のところ経済性はそれほど高くなく、それには色々な

理由があると思われます。冷却ナトリウムを使用し、また数もそれほど多くなく、産業的な成

熟度、設備の成熟度もそれほど高くないこと等に起因するかと思われます。 

ナトリウム冷却炉の評価に関しては、IAEAはサイクルの役割も十分考慮しようとしています。

もしサイクルも経済性を計算する際に入れるのであれば、ナトリウム冷却炉の経済性も非常に

好ましい結果になるのではないかと思われます。 

ただし、やはり定量的な評価をできるような統一した基準は今、世の中に無いというのは非

常に残念に思っております。今後の努力の目標としてはそれができるというふうに向かってい

きたいと考えていますが。 

○村瀬部長 

ありがとうございました。それでは引き続いて増子さん、いかがでしょうか。 

○増子審議官 

 文部科学省の増子と申します。貴重なお話どうもありがとうございました。 

高速炉の今後の開発戦略について非常によくわかりましたが、高速炉を中心とした核燃料サ

イクルを確立する上で欠かせないのがFBRの再処理の技術だと思います。 

その辺の研究開発の状況と、現状、具体的な施設があって、開発しているのかどうか、その

辺を教えていただきたいのと、あと同じく8ページで、2050年以降、マイナーアクチノイドの

原料も含めた核変換高速炉という話が書かれておりますけれども、実際にマイナーアクチノイ

ドの分離も含めた研究開発の状況を2点目としてお教えください。 

 3点目に、第4世代原子炉について、6種のタイプ全て研究開発、実用化を含めて目指して研
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究開発取り組んでいるというのはわかりましたけれども、将来FBRを基軸にしつつ、その他の

溶融塩炉とか高温ガス炉、そのようなものを全体の中でどう組み入れていくのか、その辺の戦

略についても3点目としてお聞かせいただけたらと思います。よろしくお願いします。 

○村瀬部長 

それではヤンさん、お願いいたします。 

○ヤン部長 

 ありがとうございます。クローズドサイクルを考えますと、最終的に燃料は再処理しなけれ

ばなりません。現在、中国ではまだこのような施設はありません。理論的な研究段階に留まっ

ています。しかし私たちは技術的な見地から、関連の当局に対し提案を行っています。このよ

うなクローズドサイクルの建設を考えてほしい、検討してほしいという提案を行っています。 

 第2の質問にお答えします。MAについて、この燃料の中で一部のMAが含まれています。放射

線が高いんです。非常に放射線の高い廃棄物のカテゴリーに入っています。長い間、世界的に

廃棄物の処理の主要な目標となっていました。 

技術的に我々は、高速炉の高速中性子を利用して、このMAを変換することができます。高速

炉というのは重要な役割があります。つまりMAをなくす、MAの問題を解決するという役割があ

ります。中国はこの技術について研究をしていますが初歩的な段階にあります。これについて

は2つの実験のユニットをつくりました。計画として3年以内、中国のこのCEFRの中で実験を通

じてこの技術を身につけようとしています。 

 第3の質問ですが、第4世代の6種類のうち、5種類は我が国は既に開発をしています。しかし

ナトリウム冷却炉と超高温ガス炉の他に、この溶融塩炉と鉛冷却高速炉といずれも初歩的な段

階にあります。目標はあるものの、まだ小規模な開発にとどまっています。ガス冷却高速炉は

中国でまだ研究が行われていません。中国の科学機関は多くあります。基礎研究、応用研究の

段階において、これらの高速炉について研究することも理解できます。しかし最終的にそのう

ちの幾つかを絞るのか、現在のところ国はまだ明確な結論は出していません。 

○村瀬部長 

ありがとうございます。それでは引き続き青砥さん、よろしくお願いします。 

○青砥理事 

 まず最初に大変興味深い話ありがとうございました。幾つか質問したいんですけど、一番興

味があるところから行きますと、今後のCEFRの使い方、先ほどオーバーホールが終わって、や

はり60％か65％動かされるのか、今後100％をやっておかれるのかはわからないですが、先ほ
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どから出ている高速炉の開発の中で、CEFRを今後どう使っていかれる計画があるのかというの

を一つお聞きしたいです。 

 もう一つが、2032年ごろに本格的に高速炉が入っていく中で、中国としてその周辺の産業界

の協力とか、製造メーカーたち、あるいは材料メーカーたちとの研究や技術開発協力といった

ところはどのようにされていっているのかといったところの2点ほど教えていただきたいんで

すが。 

○ヤン部長 

ご質問ありがとうございます。まずこの実験的な高速炉の使用に関してですが、中国は数少

ない高速炉となっています。非常に重要な燃料と材料の開発プラットフォームというふうに

我々は考えております。目標としては国際的なプラットフォームにしていきたいというふうに

考えております。アメリカとフランスに現在アプローチして、材料のプラットフォームでの使

用に関する計画をいろいろ話し合っております。 

そして主なオーバーホールが終わって、実験炉に関しては、被覆管材料やMOX燃料などに関

しては検証していくと。これは並行して現在行っておりますので。そして再稼働した後、この

ような実験を早速始めたいと考えています。 

現在の取り組みといいますのは、スケジュールは非常にびっしりと組まれているというよう

な状況であります。もちろん世界のほかの国からの実験炉の利用に関して、もしご興味があれ

ば我々は大歓迎でございます。 

次に2つ目のご質問ですが、2030年の商用炉に関しては、確かにおっしゃったようにその周

辺の産業チームをしっかりと連携していかなければならないというふうに認識しております。

中国の実験炉に関しては、中国の一部の企業の間では既に協力関係を構築しています。例えば

原子炉容器の製造、また現在、実験炉に関しては、国内の幾つかの大型原子力製造企業、また

材料の企業大手と一緒に手を組んで研究開発を行っています。 

ナトリウム冷却炉に関する産業支援を構築していきたいと考えています。これはCFRにも応

用され、サポートされます。そして2030年の商用化においては非常に大きな役割を果たすと、

これは非常に大切なことであります。最終的な商用化は、エンジニアリング、工程技術であり

まして、理論的な技術ではないので、しっかりと構築しなければならないと考えております。 

○青砥理事 

ありがとうございました。その2つについて、もう既に言及していただいたんですけれども、

積極的に海外協力というか、産業も含めた海外との対応というのは視野に入っておられる、考
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えておられると思ってよろしいんでしょうか。 

○村瀬部長 

ヤンさん、いかがでしょうか。 

○ヤン部長 

そうです、おっしゃるとおりです。中国の高速炉開発には、アメリカとフランスと議論を行

っています。2年前から始めています。この後の実証炉の協力も、使用設備について海外に着

眼しています。我々の目標に応じ利用していきたいということです。世界中の技術、設備など

も海外から調達することを考えています。いずれも検討しています。 

○村瀬部長 

私からも2点ほどご質問させていただきたいんですが、今の質問とも関連するんですけれど

も、技術戦略といいますか、諸外国との協力によってこれから開発を進めていくという中で、

国産でこだわって持っておきたい技術と、ある程度海外からの技術導入を想定している部門、

そういった技術戦略の基本的な方針がもしありましたら教えていただきたいなというのが1点

目でございます。 

それから2点目でございますけれども、経済性についてなんですが、これから商業炉にステ

ップアップしていくときに、政府の役割、政策措置についてのご質問でございます。商業性を

持たせるぞといっても、やはり政府の制度、もしくは国の施策の一定の役割があるのではない

かというふうに考えておりますけれども、今、想定されている政策的な措置がもしあれば、も

しくは期待される政策的措置がありましたら教えていただきたいと思います。2点でございま

す。 

○ヤン部長 

ありがとうございます。高速炉の主要装備の製造および国際協力について、国内、中国国産

を主とするという戦略をとっています。2030年頃には、多くの高速炉が必要となると見越して

います。そのために国内を主として、同時に国際協力を行うという方針を踏まえています。肝

心の設備の研究開発について、時折順調ではないこともありますが、現在、中国の原子炉製造

企業は、業績も大変良いということもあります。少なくとも特別にどこかの国でなければなら

ないものは特に感じたものはありません。 

第2に、経済性について、私の研究では、なるべく政府が高速炉の発展について、特に商業

の初歩の段階において、政策の傾斜をかけることが必要です。政府の支援を必要としています。

支援の方法としては個人的に幾つかあると思います。第1に、研究開発の経費、予算の投入に
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ついて支持をしてもらいたいです。高速炉というのは燃料サイクルを構築するもので、それは

国の利益となります。国からの研究開発の予算の支援が必要です。第2に、商業化の中で、電

力政策についても支持をしてほしいです。原子力投資について、例えば電力価格の問題、税制

の問題について、国も傾斜的な政策をとり、投資企業の圧力、負担を軽減するような措置を講

じてもらえるとありがたく思います。 

○村瀬部長 

ありがとうございました。それでは引き続いて森山さん、お願いいたします。 

○森山研究官 

 ご説明ありがとうございました。8ページの原子力シナリオについて一つご質問があります。

これはシナリオの中の一つだというご説明ではありましたが、高速炉が本格的に実用化され、

導入された後も、軽水炉をかなり大きな規模で継続して活用されていくと。特にPWRイノベー

ションということも書かれているわけですけれども、これだけ高速炉が実用化されれば、軽水

炉を代替していくということも考えられるんじゃないかと思うんですけれども、軽水炉を引き

続き長期に使っていかれるというふうなシナリオになっていますけれども、どういった考え方

であるのか、ご説明いただけますでしょうか。 

○ヤン部長 

ありがとうございます。具体的な計算は私が行ったわけではありませんので、できるだけ知

っている限りの事からお答えいたします。高速炉は増殖した燃料を使い、リサイクルしていく

というプロセスになります。技術的にこれは燃料のサイクルになりますので、そして最終的に

は燃料の最適な使用に達していくということではないかと思います。 

あと軽水炉ですが、現在高速炉に比べて経済性もよく技術も成熟していますので、今のとこ

ろはやはり並行して発展していく、加圧水型炉と高速炉が並行して発展していくというふうに、

補い合いながら発展させていくということです。多分、的を射ていない答えになるかもしれま

せんが、すみません、以上になります。 

○村瀬部長 

ありがとうございます。では田口さん、お願いいたします。 

○田口副理事長 

JAEAの田口でございます。説明ありがとうございました。私からは、17ページから19ページ

に関して、CEFR、今のCFRですが、2011年の最初の臨界から100％出力まで、2014年までかかっ

ている。それから2015年の運転でも60％に抑えて大変慎重に運転をされていると思います。ま
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た非常にご苦労もされているのかなと。 

一方で、CEFRは、ロシアから技術導入をしたというふうに伺っていますので、特にそことの

関係で、CEFRで今まで苦労されたこと、あるいは今、苦労されていることというのがあれば教

えていただきたいと思います。 

○ヤン部長 

ご質問ありがとうございます。確かにCEFR、この概念設計に関してはロシアと協力を進めま

した。ロシアから多くの良い提案、コンサルテーションをいただきました。また、技術ソリュ

ーションに関しても、プランに関しても、多くのサポートを頂きました。ロシアのサポートに

基づいて、中国は、設計、建造、調整などを行いました。一部の設備は実はロシアから調達し、

もちろんフランスやイギリスから調達したものもあります。 

調整、また動力のスタートアップに関しては完全に中国の自力で行いました。2010年の初臨

界から、2014年までの定格出力100％の達成の間に、小さな問題が発生していました。システ

ムや系統など、設備に欠陥があったということであります。稼働を停止し、こういった欠陥を

修正しというような作業も行いました。空気がループにつまりナトリウムに混入してしまった

というような事象がありました。我々は半年、稼働停止し、ナトリウムの浄化を行いました。

そしてナトリウムの材質の指標を基準に満たしてから、本格的に再稼働したというような経緯

もありました。確かに中国にとって初めての試みでありましたので、多くの困難にぶつかりま

した。 

次ですが、2014年12月までに幾つかの重要な実験もその間に行いました。例えば18ページに

記されているテスト、これは非常に重要なテストであります。75％レベルでの負荷制限テスト、

これは1回で終了しました。もちろんその前に理論的な分析を多く行い、そして時間もかかっ

たということですが、最終的に1回のテストで完了したということです。 

以上です。ありがとうございます。 

○村瀬部長 

ありがとうございます。それでは覚道課長、お願いします。 

○覚道課長 

大変興味深いご説明ありがとうございます。28ページのスライドで、CCFRの将来的なスケジ

ュールをお示しになっておりますけれども、これに関して1点ご質問があるんですが、実証炉

になり、商用炉になりって、ステージが上がっていくにつれて、それまでのご説明のところで、

いろんな安全を向上するためのシステムを導入して、安全性をさらに高めていくというような
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ご説明もあったかと思いますけれども、このスケジュールの中で、いわゆる日本で言うところ

の規制委員会のような、規制当局の安全審査みたいなものというのは、実際に商業運転が始ま

るまでの間に、どういう感じで見込んでおられるのかというのが質問でして。 

例えばいろんなところで概念設計ですとか、詳細設計とかってあるところで、規制当局とい

ろいろやりとりをして、設計の中に、ある意味規制当局からの要求事項も取り込んでいくよう

な形なのか、実際にまず設計を済ませた上で、どこかしらのところで規制当局による安全審査

の期間というのがあってという感じになっているのか、また規制当局による審査のスケジュー

ルというのは、やや不確定性があって、仮にいろんな意味で規制当局の審査が長引けば、この

スケジュールよりも少し後ろに倒れたりするようなことがあるのかというような、いわゆる将

来の商用炉に向けたスケジュールの中での規制当局のかかわり方ですとか、それによるスケジ

ュールの影響みたいなことについて、もしおわかりになることがあれば教えていただければと

思います。 

○ヤン部長 

どうもありがとうございます。このスケジュールというのは、あくまでもCIAEが提案したも

のです。中国政府はまだ決定していません。CIAEは高速炉の発展、戦略的な見地からこのよう

なタイムスケジュールを作りました。こうであってほしいという意味です。 

この高速炉の安全性、また設計建造の中において、規制当局とのやりとりについてご紹介し

ます。私もずっと高速炉の設計、安全分析に従事しています。ナトリウム高速炉の安全性は優

れています。第4世代原子炉として選ばれた主要な要因となっています。 

安全の特性というのは幾つかの部分からなります。1つは優れた固有の安全性があります。

つまり1次系ループの圧力は非常に低い。第2、ナトリウム冷却材の特性から、炉心の反応度は

マイナスの値となっています。第3、1次系ループにナトリウムが大量にあります。確率の低い

事故が発生した場合、このナトリウムの熱の特性から伝導性が確保できます。炉心が溶融する

ことはありません。 

さらにナトリウムというのは自然循環能力が高いです。密度と温度に敏感に反応します。自

然な循環が電気がなくてもできます。ナトリウム冷却高速炉の優れた点について申し上げまし

た。 

ナトリウム冷却高速炉は、第4世代原子炉において、安全目標としてメルトダウンの確率は

極めて低い。炉心損傷頻度は10－6です。この確立は極めて低く、軽水炉では10－5が普通です。 

第2に、設計上、放射線のオフサイトでの緊急避難の必要はありません。様々な事故を分析
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しましたが確率は通常の高速炉よりも低くなっています。高速炉はナトリウムに伴う2つの問

題があります。ナトリウムと水の反応の問題、この問題は、現在、既にこの実験の段階で解決

をしています。 

私たちは受動的なシステムを設計しました。非常にフレキシブルで速い水素探知システムを

開発しました。水素のイオンを探知するものです。世界のほかの国でも応用があります。 

ナトリウムの燃焼を防止するシステムも開発しました。幾つかのシステムを開発し、窒素な

ど利用して、それらの技術を成熟させました。そのためにナトリウム冷却高速炉の技術の安全

性は極めてよいということが言えます。 

中国のこのCFRの設計は、研究のためでもあります。しかし国は実際の原子力発電所の要件

でレビューを行いました。我々は完全にその要件をクリアしました。現在、稼働もこの実際の

発電所の条件に沿って行っています。このCFR600の研究開発の中において、我々は社会の一般

の懸念、高いニーズを考えて、より厳しい措置をとっています。安全性を高めるようにしてい

ます。例えば設計段階において安全指標を貫きました。設計において安全指標を監察していま

す。設計と研究開発において、国の規制当局も関わることを歓迎しています。 

最後に報告書を見るのではなく、プロセスにおいていつでも設計のレビューに参加をしても

らい、設計にも関わってもらうと、より我々を信用してもらうことになります。我々は避ける

ことは決してしません。将来、相互理解を深める上でもとても有益です。 

以上、私の感想をご紹介しました。 

○村瀬部長 

ありがとうございます。それでは引き続きまして松野課長、お願いします。 

○松野課長 

ありがとうございます。ちょっと今のお話にも関係するかもしれないんですけれども、ヤン

部長のお話の前に、佐賀山さんから少し中国の高速炉開発の体制についてお話があったので、

開発の体制について、もう少し具体的にどのような状況で体制を組まれているのか教えていた

だきたいというのが質問でございます。 

そういう意味では、中国においては、政府のCAEAという政府組織のもとで、国営企業として

のCNNCと、その傘下の研究機関としてのCIAEということで、組織はそういうことであるという

ことなんだと思いますけれども、高速炉についての具体的な開発目標、例えば今のお話ですと

安全目標みたいなものとか、非常に技術的な議論も含めて細かく目標を立てていく必要がある

んだろうと思いますけれども、そういった具体的な計画を策定する際の目標みたいなものはど
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こで策定をされて、さらに実際の開発に向けて、恐らく基礎的な研究がまだ大分あるんだろう

と思いますし、それと同時にメーカーレベルのというか、生産製造の段階での技術開発みたい

なもの、こういったものというのは、どこがどうやられているのか。 

恐らく、先ほど青砥さんからもご指摘ありましたけれども、メーカーサプライヤーさん含め

て、非常に多岐にわたる産業群がこのプロジェクトに関係をしてくるということなんだと思い

ますけれども、具体的にどういう人たちがどこに集まって実際の研究を進められているのか。

その研究を進めるに当たっての最終的な一番上に来る目標というのはどこで、どう策定をされ

ているのか。 

もう一つ、実際の開発に当たっては、資金の面でも役割分担というものがあるのか、ないの

か。もしあるとすればどのような考え方で、人員、資金の面で役割分担をされてやっていかれ

ているのか教えていただければありがたいと思います。 

○ヤン部長 

 ありがとうございます。ご質問に対して私は2つの角度からお答えいたします。まず安全目

標を決める角度からお答えいたします。また、各部門の役割分担に関して、後ほどお答えいた

します。 

安全目標に関してですが、基本的に、CIAEは、Nuclear Islandを担当します。CNNCは全体の

設計を行う。このプロジェクトは工程の設計を担っています。原子力発電所の建設に関しては、

別途株式会社を作りまして、運営・建設に当たらせていきます。そして我々と彼らは契約書を

交わし、我々は設計の委託を受けるという形になります。これはあくまでも市場メカニズムに

沿って行われているものであります。 

 原子力発電所の主な安全目標というのはやはり、Nuclear Islandなどに非常に関わりますの

で、基本的にCIAEに関しては、主に我々は安全目標を決めていきます。先ほどのジェネレーシ

ョン4の目標を今現在目標にしていますので、これを決めて、そしてこれはいわゆるユーザー

の要請事項でもあります。そして設計するプロセスの中で、この目標をさらに下のシステムや

系統に落とし込んでいくというような形をとっています。これが1番目の御質問に対する答え

です。 

 そして役割分担ですが、先ほど私がお伝えしましたのは、建造とか、プロジェクトの建設等

に関するものであります。一方、研究開発というのはCIAEが主に行っています。そしてほかの

工程に関する会社がかかわっています。そして中国のCNNCを通じまして、国に対して我々は承

認してもらうようにしていきます。 
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 また産業など色んな周辺の産業群に関しては、一部の、成熟度が低い設備に関してはさらに

研究開発を行うということですので、CIAEが設備工場を決めていきます。そして彼らに設備と

研究開発を行うようにとお願いします。そして研究開発の成果は、原子力発電所のオーナーに

対しても、彼らは調達する際にこの基準を使用することになっています。そして最終的には原

子力発電所のオーナーがどの業者にするのか決めていきます。このような状況です。 

○村瀬部長 

では門上さん、お願いできれば。せっかくですので。 

○門上事業部長 

いろいろありがとうございます。基本的に同じ質問になってしまったのですが、産業基盤で、

やっぱりEPCですね、CFR600は2023年ぐらいに完成するというふうなスケジュールを10ページ

に書いていますけれども、そうなってくるとこのプラントは、研究要素というより、むしろプ

ラントの建設を始めるという段階に来ているんではないかなと。 

そうなってくると、いわゆるエンジニアリングですとか、配置設計ですとか、建設工事の建

設計画ですね、そういったようないわゆる、先ほどちょっと議論ありましたEPCのフェーズに

入っているのかなと。 

そこは今のご説明ですと、市場原理に従うような話で、いろんなメーカーさんですとか、そ

ういうところを選んで、そこと協力関係でやっていくという理解を私はしましたけど、それで

よろしいんでしょうかというのが1つと、もう一つは、今後こういう高速炉をどんどんつくっ

ていくことになると、それに加えてサプライチェーンを色々作っていかないといけないといっ

たような話になろうかと思いますけれども、恐らくそれは軽水炉である程度のサプライチェー

ンはできているというふうなことを勘案すると、そういうチェーンが発展的にそこを支えてい

くといったような理解になるのかなというふうに思うんですけれども、そういことでよろしい

んでしょうかと、その2点ですね。 

○ヤン部長 

 どうもありがとうございます。そうです、CFR600は2023年の完成を目指しています。既に

EPCのフェーズに入りました。私たちの目標は今年の年末FCDを行います。現在、主要な設備の

研究開発のメーカーの選定も終了しました。彼らの研究開発は既に全面的に展開しました。確

かにおっしゃるようにこれらの設備の研究開発は実は難しいです。我々も難しいと考えて、多

くの困難にも直面しています。難しければ、同時に国際的な調達も検討しています。これは一

つの答えです。 
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 サプライチェーンの問題です。我々も既に軽水炉の基礎の上で、なるべく既存のサプライチ

ェーンを踏まえて、サプライチェーンの設計を行おうとしています。現在、協力しているのは、

いずれも加圧水炉の中で成熟した経験を有する企業です。既に良好な品質コントロール体系が

築かれています。安全文化も育まれています。また、基礎的な経験も知見も蓄積されています、

これらの企業において。方向性は全く正しいです。その通りです。 

○村瀬部長 

それでは豊松さん、お願いします。 

○豊松原対委員長 

 電気事業連合会の豊松でございます。2回目の質問、お許しくださいませ。質問は、22ペー

ジの2は、安全性と信頼性を向上させることによって、オフサイトでの緊急時避難を設計上不

要ということで、緊急時対策が要らない、避難が要らないということのご説明だと思うのです

が、その理由が、前のページ、21ページですけれども、早期大規模放出頻度が低いと。このと

きの線量が低いから要らないのか、この絵にございますように、かなり人が住んでいるところ

から隔離されるところをまず地点として選ぶということも相まって要らないのか、その点を教

えていただきたいと思います。 

○ヤン部長 

 この理由ですが、21ページ、一番最後の早期大規模放出頻度にかかわっています。もちろん

安全に関してほかの論証もあったということですので、早期大規模放出頻度は非常に低いとい

うことで、緊急避難が設計上は不要となります。 

もちろんこのサイトの選定に関しては、幾つかの場所を我々は決めています。事故分析、そ

して事故が発生した際の放出量に関しては少ないということで、よってエマージェンシーの対

応に関しては技術的な論証を行い、緊急避難が設計上は不要というような結論に至りました。

もちろんこれは技術的な観点から出た結論でありますので、国のほうは、にも関わらずそれは

必要だというふうに言ってくる可能性もあります。 

○村瀬部長 

ありがとうございます。畠山課長。 

○畠山課長 

 クリアな説明をありがとうございます。2点質問があります。まずスライドの10枚目です。

この高速炉の開発戦略ということで、実験炉から実証炉、それから商用炉に至るこのタイミン

グを含めて書いてございますけれども、実証炉やってから商用炉までの期間が非常にスピーデ
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ィーで、これはこれで物すごく感心をさせられるんですが、実証炉で当然、ここにも書いてご

ざいますように安全性の実証ですとか、あるいは設計技術の習得ですとか、あるいは経済性の

証明をするということですけれども、安全性とかが問題があれば当然、次のステップになかな

か行けないとかいうこともあるんだと思うんですけれども、経済性のところについてどう考え

るのか。冒頭、豊松さんからもご質問がありましたけれども、まだこの時期だと軽水炉と比べ

て高速炉がコストが安いということには必ずしもならないような気がしますけれども、コスト

が安くなくても経済性がどれぐらいあるのかということがわかれば、次の段階に進むという理

解でよろしいのかどうか、この点を確認させていただければと思います。それが1点目です。 

 2点目は、きょう資料の中には明確にはないんですけれども、再処理した後の核廃棄物の最

終処分のことがあろうかと思います。日本では今、最終処分地を探すということで、国のほう

で全国の土地のどこが可能性があるのかということで、科学的にそれぞれ特性を示したような

マップを示して、これから場所探しということで取り組んでいくんですけれども、中国におか

れては、最終処分地についての検討状況というのはどんな感じになっておられるのか、お教え

いただければと思います。以上2点です。 

○ヤン部長  

 1つ目の質問に重点的にお答えします。処分については私は余り存じ上げていません。 

安全性について、安全性と進捗と経済性との関係をおっしゃいました。確かに進捗と安全性

との間は両立しにくいという関係があります。早く進めると安全性のリスクがあります。しか

し私たちはこの戦略を行うとき、制定をするとき、主として必要性、緊迫性について考えまし

た。つまり原子力エネルギー発展の目標から考えています。 

中国には加圧水型の原子力発電所が多く、ウランを必要としています。また廃棄物もますま

す増えるという問題があります。しかし高速炉は技術が複雑です。複雑な技術を要します。そ

の発展、その研究開発をするには時間がかかります。早く手配しないと本当に使うとき間に合

わない、追いつかなくなります。 

そのために我々はこの両方を考えて、まず緊迫性、必要性、時間的に急がなければならない

ことを考えました。それを考えると同時に、決して安全性を緩めてはならないです。最も厳し

い安全性を考える必要があります。ナトリウムというのは、もともと安全性は非常に高いとい

うことで、そのために我々は安全性の問題をなるべく解決することにしています。最大の努力

を尽くし、解決します。短期間のうちに努力をする必要があります。この努力は決して時間を

延ばす理由にしてはならないです。 
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経済性についてですが、市場の角度から見ますと、もちろん経済性を考える必要があります。

しかし高速炉は燃料のサイクルから考えると、エネルギーの持続可能な発展にとって極めて重

要です。その経済性は評価しにくいものの、実際のところ総合的な経済性がかなり優れている

と考えています。正しいかどうかわかりませんが、私の個人的な見解です。 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。そのほかご質問ございますでしょうか。どうぞ。 

○次田企画官 

 文部科学省の次田でございます。ヤン先生、大変お詳しいプレゼンテーションありがとうご

ざいました。ヤン先生のプレゼンテーションの最後のコンクルージョン、43ページ目の本当に

一番最後のところに、中国における新しいタイプの原子炉の開発活動というのが幾つかの研究

機関で行われているというふうに書かれておって、ヤン先生が所属されている中国原子能科学

研究院においては、FBRの研究が行われているという理解なんですけれども。 

例えばプレゼンテーションの34ページにあります超臨界圧の冷却炉ですと中国核動力研究設

計院、トリウム溶融塩炉ですと中国科学院の先進核能創新研究院というような、本当にさまざ

まなところで研究開発が行われているというご説明をいただいたんですが、これらの研究機関

がいろんな分野の、いろんなタイプの原子炉の研究開発を行うに当たって、どのような役割分

担をされて、どういうふうに活動をコーディネートされているのか。 

例えばR＆Dのフェーズごとに担当する機関が変わっていくのかとか、もしくは異なるタイプ

の原子炉の研究開発をするに当たって、研究機関同士で競争をしているとか、そういったもの

を中国国内ではどういうふうに考えられているのかというのをご紹介いただければと思います。

よろしくお願いします。 

○ヤン部長 

 素晴らしいご質問ありがとうございます。中国の私が所属しているCNNCですが、これはエン

ジニアリングに関する会社であります。そして、CNNCは全体的な役割分担を行っています。

我々CIAEは原子力発電所の建設を行っています。NPICは加圧水炉のNuclear Islandの設計を担

っていて超臨界炉の研究もそこで行っています。 

一方、我がCIAEは基礎研究を行っています。加圧水型軽水炉にかかわる基礎研究を行ってい

ます。設計は行ったことありません。しかし、我々はナトリウム冷却の高速炉を設計していま

す。 

これが全体的な役割分担となりますが、先進的な原子炉の基礎研究に関しては、誰がやって
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も良いと。基礎研究段階に関しては誰がやっても良いんですが、エンジニアリング段階に入っ

たらまた話は別ですが、基礎研究に関しては、我々は各研究機関が行っていいというような状

況になっています。これはあくまで私の理解となっていますので、今こういうふうになってい

るというような公文書はありません。 

○村瀬部長 

ありがとうございました。松野課長。 

○松野課長 

 松野でございます。もう一つだけ、2つぐらいですかね。同じ型の高速炉、数ある次の技術

という中で、高速炉については一歩前に出ているというか、優先的に開発して導入されようと

いうことだと思うんですけれども、そういう判断において、中国国内における導入の見込み、

もしくは必要性ということももちろんあるんだと思いますが、グローバルマーケットについて、

何か見立てというか、見通しをお持ちになっておられて、そういったものが高速炉を開発した

り導入されたりするという政策の中に反映されて、判断されているものなのかどうかというこ

とをお聞かせいただきたいということが1つです。 

 それに関係してなんですが、2つ目は、高速炉以外にも、きょうお話の中に溶融塩炉ですと

か、ガス炉ですとか、いろんなその他の技術についても相当精力的に研究開発を進められてい

るというお話がございましたが、この中でどれが一番力を入れているとか、どれを優先的にや

ろうとか、そういう優先順位みたいなものがおありになるのかどうか。資金的な配分も、これ

だけ多岐にわたって同時に開発を進めようと思うと、相当大変な資金が必要になるんだろうと

思いますけれども、その資金の優先配分みたいなものが、考え方みたいなものがおありになる

のかどうか。 

その中で同じようにそういうことを判断するに当たって、グローバルマーケットとの関係で、

やっぱりここに力を入れたほうがいいなとかいうお考えが、ご検討があってそういうことにな

っているのかどうか、そういうことを教えていただければと思います。 

○ヤン部長 

 高速炉のグローバル市場の開発は、まだそれほど考えていません。技術的に見ますと、、グ

ローバルな高速炉は今20基ぐらいです。まださほど多くありません。しかしそれだけの強みが

あるから、我々、高速炉に従事する技術者としては、世界にもっと高速炉を増やしてほしいと

考えています。強み、メリットがいっぱいあるからです。 

私たちはほかの国と国際協力を強化し、高速炉について国際協力を進める願いがあります。
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共に努力をし、特に安全性について一緒に努力することを考えています。何と言っても高速炉

は複雑な技術を要するからです。これが第1の質問への答えです。 

 第2は答えにくいんです。なぜならば、今、同時に原子炉の研究を行っています。その経費

はそれぞれの研究側が国へそれぞれ申請を行っているということです。誰か優先順位を作って、

配分を決めるという人はいません。現在のところそういう優先順位はありません。まだ基礎と

応用の研究段階にあります。ただ走りながら考えるという段階です。 

 以上です。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。 

そのほかよろしいでしょうか。もう時間もそろそろ迫っています。もしありましたら最後の

質問とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。本当に長時間にわたりまして最初の包括的な説明をいただいた上

で、非常に多岐にわたるさまざまな角度からの質問に対して的確に非常にわかりやすくご説明

いただきまして本当にありがとうございました。 

 我が国も来年、高速炉開発のロードマップを整理しようということで、今検討を進めている

ところでございますけれども、我が国として今後の検討に大変役に立つ有益なお話をいただけ

たと思います。改めましてここで感謝を述べさせていただきたいと思います。本当にありがと

うございました。（拍手） 

 それではクロージングとさせていただきたいと思いますが、1点だけちょっと私のほうから

ご報告をさせていただきたいと思います。 

前回この会議で、戦略ロードマップの検討体制についての話のときに、今後獲得すべき技

術・時期を明らかにするために、技術的見地から具体的な検討を進める必要があると、このよ

うな話になっていたところでございます。 

 そのためにまず実務者間で、有識者からの客観的な評価をいただきながら、我が国が持って

いる技術の現状ですとか、今後の課題といったようなことについての技術的な検討について作

業をしていただいて、そこで整理した情報をまたこのワーキングにご報告をいただいた上で、

今後の議論をより深めていくということにさせていただきたいというふうに思っております。 

 関係者の方々には改めて事務的にご報告、ご相談をさせていただきたいと思いますけれども、

このような方向で進めさせていただきたいと思っておりますところ、引き続きのご協力をお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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 それでは時間となりましたので、これで今回の会議を終了させていただきたいと思います。

ありがとうございました。 


