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高速炉開発会議戦略ワーキンググループ（第6回） 

 

日時 平成29年12月6日（水）15：00～16：30 

場所 経済産業省本館17階国際会議 

 

○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6回戦略ワーキンググループを開催いた

します。ご多忙の中ご参集いただき、まことにありがとうございます。 

 議事に入ります前に1点、本日、日本原子力研究開発機構から原子力規制委員会に対しまし

て、もんじゅの廃止措置計画認可申請書が提出されましたので、本件につきまして、田口副理

事長からご発言をお願いできますでしょうか。 

○田口副理事長 

 どうもありがとうございます。村瀬部長からご紹介がありましたように、もんじゅの廃止措

置でございますが、昨日、地元自治体といわゆる廃炉協定を締結し、それに基づいて事前の連

絡をした後、本日の午前に廃止措置計画の認可申請を規制委員会に対して行いましたのでご報

告をさせていただきます。 

 昨年、12月21日にもんじゅ方針が決定してから1年近くが経過しましたが、廃止措置の内容

のみならず、体制について、地元のご理解がいただけたということで、これから本格的な廃止

措置を進めるということになってまいります。もちろん機構として、安全、着実に廃止措置を

進めたいと思います。 

 それからこの間、体制の構築等に当たりまして、政府の関係者の方々のみならず、電力、メ

ーカーの皆様にもご協力いただいたことに改めてお礼を申し上げたいと思います。廃止措置を

しっかり進めていくとともに、それと同時に高速炉の研究開発をこのワーキンググループの中

でしっかりさせていただいて、国にとって必要な研究開発がしっかり進められるように努力を

していきたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

○村瀬部長 

どうもありがとうございました。 

それでは議事に入りたいと思います。本日、第6回目となりますが、本日は、東京大学大学

院工学系研究科原子力国際専攻の笠原直人教授からお話をお伺いしたいと思います。 
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笠原先生はご承知のとおり、もんじゅ研究計画作業部会や高速増殖炉サイクル実用化研究開

発、いわゆるFaCTの合同評価委員会の委員を歴任されるなど、国内の高速炉開発の動向に精通

されておられます。 

今回は、高速炉特有の技術課題を克服し、またプロジェクトを確実に実施していくための具

体的方策につきまして、ロードマップの中でさらなる成長を図っていくためには、学術的・専

門的知見からの指摘も積極的に取り入れるべきといった観点から、本ワーキンググループにお

いてご説明いただくということになりました。笠原教授から、高速炉開発の意義、不確定性を

考慮した短期計画の必要性、高速炉サイクル全般の長期計画の必要性等につきましてご説明い

ただきたいと思います。 

早速、ご説明いただきたいと思いますが、その前にカメラの撮影がありましたらここまでと

させていただきます。 

なお、大変恐縮ですが、本日、官邸の会議がありまして、途中で退席をさせていただくこと

になります。途中から、司会進行は原子力政策課長の松野が務めさせていただきたいと思いま

す。 

それでは笠原先生、早速ですがよろしくお願い申し上げます。 

○笠原教授 

 東京大学原子力国際専攻の笠原と申し上げます。35年間、高速炉の研究開発と教育に携わっ

てきた者として、こういう場をお与えいただきまして大変ありがとうございます。それでは着

席してお話をさせていただきたいと思います。 

 今日のタイトルですが、「社会に受容される高速炉開発の進め方」とさせていただきました。 

まず、高速炉開発自体について知らない人が多いのではないかと思っています。大学で工学

部の学生を教えてますと、高速炉自体を知らない学生もかなりおります。それから、もんじゅ

が廃炉になったということを聞いて、これは高速炉プロジェクトを止めたと思っている人もか

なりおります。したがいまして、このロードマップは、高速炉の関係者だけではなくて、社会

に対して発信して受容されることも目的に加える必要があるとの思いを込めてつけたタイトル

でございます。 

 副題は、検討の範囲を、技術だけではなく人とか社会に拡大してはどうかとの提案です。特

に高速炉の開発の意義自体について、もう少し世の中に発信して共有しておかないと、幾ら各

論を進めても、後戻りしてしまうことを危惧してこの副題もつけさせていただいております。 

 それから私、9年前に大学に移りまして、ずっと高速炉の講義を大学院の学生にしておりま
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す。毎年、約20名ぐらいの学生が高速炉の講義を受けているのですが、年々日本人の学生が減

って、留学生の数がふえて、とうとう留学生の数が上回りました。教室の前の2列は全員留学

生で、授業は英語でないと成り立たないという状況まで来ております。 

それでは2ページ目をごらんになっていただきたいと思います。 

きょうの内容ですが、前半は高速炉開発戦略ロードマップの検討の範囲を少し広げてみたら

どうかというお話をさせていただきます。（1）から（4）までの内容を検討の範囲に含めてみ

たらどうかというお話です。 

後半ではそれを受けまして、最初に考えるべきことは高速炉開発意義をもう一度再確認し、

共有し、それに基づいた長期計画をつくってみたらという提案です。その後、国民性や不確定

性を考慮した短期計画を考えていこうと。 

このような順番でお話をさせていただきたいと思っています。 

それでは3ページ目をごらんになってください。最初の話題であります高速炉開発戦略のロ

ードマップ検討の範囲についてです。 

高速炉のように大型のプロジェクト推進には国民の理解が必要ですから、提示する戦略ロー

ドマップは、世の中がそれをどのように理解するかを考え続けながら、誰が見ても納得できる

ものにしていく必要があると思っています。 

このため検討の範囲を、技術から人や社会の範囲まで広げる必要があると考えています。こ

れから順番に、1の新型炉開発の特徴から、4の我が国の人と組織の特徴まで、話を進めていき

たいと思います。 

4ページ目をごらんになってください。1番目は新型炉開発の特徴です。 

新型炉の開発を含めどんな技術でも、新技術の開発には失敗を繰り返しながらの試行錯誤が

必然です。ただ原子炉の場合の特徴は、万一重大事故が起きた場合は被害規模が大きいことか

ら、大きな失敗が許容されないということです。 

このため特に慎重に進める必要があり、実験炉、原型炉、実証炉、商用炉と段階を踏んだ開

発が行われています。よってその実用化には、技術者の現役寿命を超える数十年単位の開発期

間と、一国での負担が難しくなる規模の予算がかかります。 

ちなみに私が33年前に動燃に入社したとき「もんじゅ」の設計の最後の段階で、蒸気発生器

の管板構造の設計と強度試験が初仕事でした。それから30年以上たってこの状況ですので、本

当に現役寿命を超えるプロジェクトだということは実感しております。 

この下に、実験炉「常陽」から実用炉まで向かうステップを書いておりますが、原型炉「も
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んじゅ」というのは、第二段階目です原型炉は本来経験を積むための研究開発段階炉であって、

大事な目的の一つが失敗を含む経験の蓄積であるというふうに考えられるわけです。普通の技

術開発ですと、これは当たり前のことであると考えられます。 

次、5ページ目をお願いします。原型炉は本来そうであると考えると、「もんじゅ」の教訓

は次のようにも思われるわけです。 

原型炉「もんじゅ」は1994年に臨界を達し40％出力までの運転を行ったが、1995年にナトリ

ウム漏れ事故を起こし、その後、2010年の再起動を除いては運転を停止したまま、2016年12月

に廃炉が決定された。理由は、再開に要する時間的・経済的コストの増大、新たな運営主体の

特定を含む再開に向けた不確実性等とされているが、まだ活用の余地があったのではないかと

の声も多いと思っています。 

原型炉本来の目的の一つは、新技術の初期に経験する見落としや、不具合を克服しながら想

定外をなくしていくことにあります。これに照らして、もんじゅは試行錯誤を含む運転経験を

十分には蓄積できていないと考えております。 

対しまして海外では、前回、第5回で佐賀山さんが詳しいご報告をされた通り、ロシアは20

回以上のナトリウム漏えい事故を経験しながらも、70％を超える稼働率で原型炉を運転してい

る。フランスも同様に、20回以上のナトリウム漏えいを原型炉で経験し、それを教訓として実

証炉の建設運転を行っています。 

失敗や事故を経験しながら開発を継続する海外と比較して、日本の対応は特異なものと思わ

れます。今後は安全神話などの誤った認識を改め、ナトリウム漏えい事故は我が国でも起こり

得ることを前提とする。重大事故の防止措置をした上で、海外のように試行錯誤を伴う通常の

技術開発を進めるべきであると思います。 

次のページに、ロシアの原型炉BN－600の運転実績を載せていますが、恐らくこれは佐賀山

さんから詳しいご報告があったと思います。 

続きまして7ページ目ですが、非常に良好な運転実績を長期間にわたって続けたわけですが、

それは平坦な道であったわけではなくて、20回を超えるナトリウム漏えいを経験しているわけ

ですね。しかも中には1,000リットルを超える漏えいもあったということで、ロシアは、大い

に不具合対策やは漏えい後の早期復旧の技術を磨いて、今の実証炉に反映したと考えられる次

第です。 

少し前にNHKで、ロシアの高速炉の開発の番組がありましたが、観た人が多いようでして、

ロシアが100年以上の先を見据えた揺るぎない計画を持っていることと、現段階での経済性に



 5 

目をつむってでも開発すると発言したことは、いろんな人が刺激を受けたようで、わざわざ私

にこういう番組があったと伝えてきた人も少なからずおりました。 

それでは次の観点ですが、8ページ目、不確定性が大きいプロジェクトの特徴です。 

新型炉の開発期間は長いことから、成功に至るまでの不確定性が当然大きくなる。さらに多

額の予算がかかり、その獲得には社会的受容が必要であるが、原子力利用は賛否が分かれてい

ることが、さらに不確定性を大きくしている。 

先ほど申し上げましたもんじゅの廃炉理由の一つに不確定性ということもありましたが、原

子力分野の外から見ると不思議に見えるみたいで、こんな長期間のことをやるには当然、不確

定性あるでしょうと。だからプロジェクトは初めから相当の不確定性を覚悟して、不確定性が

あっても成功に導くことを考えるべきであると何人かの方から言われました。 

このような困難の中で人材を確保し、知識と技術を維持発展させるための知恵が必要である

と思います。例えば揺らがない大義名分、具体的進め方に対する柔軟性、汎用技術の多用と特

有技術の極少化などの工夫が考えられるのではないかと思います。 

大義名分は少し変な言葉ですが、これからの学生は30年ぐらい先のことを考えるわけですが。

10年ぐらいでころころ変わってしまうと、一生を託す気ににはなれないと思います。それから

大きな方針が揺らぐと、海外から日本は信用されなくなるんではないかなと考えてしまいます。

少なくともサイクルか直接処分かという議論も何回も繰り返されていますが、そこまで戻らな

い、揺らがない長期目標が必要ではないかなと思っています。 

その下に、「もんじゅ」建設開始後に経験した出来事の例を載せていますが、恐らくこのぐ

らいのことはこれからも起こるだろうと。あるいは海外で多数の原子炉が建設される予定であ

りますし、世の中の不確定性も増加してますので、もっと大きなことも覚悟しなければいけな

いのではないかなというふうに思う次第です。 

最後の観点ですが、9ページ目、我が国の人と組織の特徴です。これは少し前に岡原子力委

員長がメルマガでこういうことを言われていて、それも参考としております。 

国民性が、個人の価値観や社会構造に組み込まれているのはどの国も共通することである。

日本は単一民族の島国で和を尊ぶ文化がある。さらに外国人の割合も低く、この特徴が顕著に

あらわれる傾向がある。日本の国民性には自己主張を抑える等の長所も多いが、以下のような

短所も挙げられる。 

1つ目が、集団思考でディベートが下手なんじゃないかと。これは留学生と日本人をディベ

ートさせるとよくわかるところもあります。なぜかというと、原理原則から考えるよりも、身
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近な仲間とのコンセンサスを尊ぶ。あるいは、これはちょっと厳しい言い方かもしれませんが、

反論できない偽善的理由をつくり、議論を遮ることも時々あると。 

それから現状維持意識。目先のリスクを嫌い安心を求める。完璧主義、失敗を怖れ試行錯誤

しない。大事なことは人任せ。将来のリスクに関しては国に対する依存心が強い。 

消費税と年金問題のようなに、少し先のことは起こるとわかっていてもなかなか自分で真剣

に考えにくい面があるのかなと。エネルギー問題はもっと難しいので、しかたがないとも考え

られます。 

以上をまとめます。技術は本来みずから試行錯誤して失敗の上に築かれるものですが、我が

国は、明治維新後の技術導入の歴史から失敗本来の意味を理解しないように思われます。失敗

は悪いことではなく、技術開発の必然だというような意味です。このため、次第に失敗を許容

しがたい体質になっていった可能性が考えらます。。日本全体にこういう傾向がありますが、

原子力分野で特に強くあらわれているのではないかと、外の分野の方からも言われます。 

次に10ページ目から、長期計画と短期計画の話題に入ります。 

これまで申し上げました国民性は、嘆いても変わるものではないですので、、これを前提と

した上で戦略を検討する必要があるんではないかと思います。このために、まずは直近の計画

とは一定の距離を置いた本来あるべき姿からバックキャストで長期計画を考える。これにより

ぶれない方向性を与えることが考えられます。 

その次に、上記の方向性を堅持しながら、現在の制約や国民性を前提に、フォアキャストで

実現可能な短期計画の検討を行うのがよいと考えられます。 

どうしてもロードマップは、今の状態から短期計画を積み上げ、その後、長期計画という順

番で考えがちですが、これだけの不確定性があると、精度の高い長期計画は難しいですよね。

それからこれまで、直近の経済性や国際情勢といった課題と、長期的なエネルギー安全保障と

いう次元の異なる課題が一緒に議論されてしまってと感じます。それをはっきり分けて、長期

と短期と別々に議論してから、両者の関係を結びつけるのが良いと思います。 

まず、高速炉開発意義を再確認して、高速炉分野の外側の人、少なくとも軽水炉関係の方と

か、さらに工学に興味を持っている人たちと共有して、それに基づく長期計画をつくれると良

いと思います。 

大きな不確定性を伴う長期開発を完遂するには、高速炉開発の普遍的意義を説明共有し、一

貫した長期計画を保つ必要があるという認識のもとでのものです。 

ここにおられる高速炉関係の方は何度も聞かれていることかと思いますが、ここに書いてあ
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ることは、例えば学部の学生に聞かせると、知らない学生のほうが多いですね。だからや言い

続ける必要があります。 

我が国は世界で最もエネルギー資源に恵まれない国の一つである。ウラン資源のリサイクル

による核分裂エネルギー利用は、数千年にわたり準国産エネルギーを生み出し、理想的には核

の廃棄物もサイクルの外に出さなくできること、クローズドサイクルと言われているものです。

これの実現性が科学的に示されています。従いまして技術的な努力により実現可能な問題であ

る。 

放射性廃棄物の問題は「トイレなきマンション」みたいなことを言われ、、本当に解決しよ

うがないと信じている方が多いです。科学的には問題は解決できるということですので、あと

は技術的に努力するかどうかです。だから科学的にできないという話と、努力すればやりよう

があるということを分けて議論すると、社会的受容性も高まるんではないかなと思いまして書

かせていただきました。 

最後のパラグラフですが、軽水炉のウラン利用率は1％程度である、高速中性子を利用する

ことで、これを100％近い理想状態に近づけることができる。このため核分裂の発電利用を始

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

軽水炉の方は、こう言われるとそうだったのかなと思われるかもしれませんが、これは事実

としてだけ書いております。 

例えば12ページ目に、原子力発電技術の黎明期における高速炉の位置づけが書かれてます。

世界で初めての発電炉というのは高速炉だったんですね。それに遅れてPWRが潜水艦用に開発

されて、陸上に上がっていったと。それから初期のころは軽水炉よりガス炉等が先行して、日

本も最初、ガス炉からスタートした経緯があったかと思います。 

13ページ目、世界最初の原子力発電の写真です。EBR－1で4つの電球をともしたというもの

です。多分、世の中にはそういうことはほとんど伝わっていないと思います。軽水炉をまず開

発して、その次に全く新しい高速炉なのかなというふうに思われているんじゃないかと思いま

すが、こういう認識というのももう一回、歴史を勉強して正しく認識する必要もあるのではな

いかと思います。 

それでは、この辺から少し技術的な話に入ってきます。細かい話も出てきますが、我慢して

聞いていただきたいと思います。 

14ページ目は、軽水炉ではウランの一部しか利用できないため、こういう課題があるという

ことを、学生に説明するとき使っている図です。 



 8 

左側が軽水炉用のウラン235が4％ぐらい含まれている燃料です。これを燃やすと右のように

燃え残りが残る。この燃え残りということに3つの問題があります。 

1番目は天然ウランの大部分を占めるウラン238がそのまま残って有効活用できない。それか

ら2つ目は軽水炉であっても高速炉の燃料、または原爆の原料となるプルトニウムがどうして

も発生してしまう。3つ目は核のごみとしてマイナーアクチニド元素（メジャーアクチニドの

プルトニウム以外のアクチニド）、それから長半減期核分裂生成物が発生してしまう。 

この2番と3番が問題になるわけです。2番は日本が不要なプルトニウムを蓄積していると疑

われます。3は、社会で問題になっている核のごみの問題です。よく高速炉は、もともとは燃

料増殖を目的としたはずなのに、最近ではごみの問題、環境負荷低減がクローズアップされ、

増殖か燃焼かといった相反する概念で議論されることもあります。そういう説明よりも、燃料

増殖と核分裂生成物消滅は相反するものではなく、ウラン資源を使い切ることで同時に達成で

きる概念であると説明したほうが世の中から理解されやすいと思 

 15ページ目は、初歩的な絵で恐縮ですが、確認させていただきたいと思います。 

高速炉サイクルはウラン資源を無駄にせずごみを残さない、なぜかということですが、軽水

炉ですと、熱処理炉でウラン235が分裂すると約2つの中性子が出てくるということです。対し

まして上の高速炉では、プルトニウム239が分裂すると、約3つの中性子が出てくるわけですね。

そのうちの1つは連鎖反応を維持するために使われて、まだ2つ残るわけです。 

これに使い勝手があるわけで、1つはウラン238をプルトニウム239に変換する、増殖に使う。

まだ1個残っているわけですね。これをこの後ろのようにアクチニド核変換するとか、あるい

は消滅させる、あるいは放射性廃棄物を核変換するということに使って、ごみの消滅に使える

ということになるわけです。ただ、1回の燃焼で全部消えるわけでないので、リサイクルする

ことによってこれを達成しようというのがアイデアなわけです。 

 これを達成できると、16ページ目ですが、燃えないウラン238を使うことによって、数千年

間准国際のエネルギーが使えるようになる。あるいは次の17ページ目のように、高レベル廃棄

物も、自然レベルに放射線レベルが減衰する時間が、何万年という長期から、200～300年と短

縮ができるわけです。200～300年というと随分何万年というのとまたイメージが違って、世の

中の受容性も変わるのではないかなと期待されるわけです。 

 ここまでが主な意義ですが、18ページ目に高速炉開発意義の若干の補足をさせていただきた

いと思います。 

まず、軽水炉の商業化がうまくいったことと、高速炉技術開発が当初予測より少し難しく、



 9 

時間がかかっているということから開発がおくれているわけですが、技術の本質、原子力発電

を開発し始めたころからの認識はいささかも変わっているものではないと思います。 

 それから、我が国は現在は技術立国であり、今後も次世代のためにそうあるべきと思います。

したがって技術によってこういったエネルギーを獲得していく、それからリサイクルによって

環境保全するということも、我が国の国情にも合っているんではないかなというふうに思って

います。 

それから、地元との関係も考える必要があり、高速炉のような複雑なシステムの研究は、周

辺技術を生み出し、設計・建設・運転・保守・廃棄ということは多くの雇用を生み出す技術と

思います。 

 最後、ウラン資源を使い切ることで、エネルギー安全保障と放射性廃棄物低減を同時に達成

する技術開発は、日本だけではなくて全世界に貢献できるものと思います。このため我が国の

切実な問題を解決することによって、同時に世界をリードする意義は大きいと思います。その

結果として輸出にもつながると考えます。 

 ここまでが高速炉の開発の意義についてです。こういった意義が広く共有できるならば、次

のような長期計画を考えることができるんじゃないかということで、19ページ目からのお話に

入っていきたいと思います。 

 まずウラン資源の有効利用と環境負荷低減を両立させる、高速炉と再処理を組み合わせたク

ローズドサイクルの開発を目指すべきと考えられます。 高速炉開発で先行するロシアはクロ

ーズドサイクルを目標に掲げていると、前回の佐賀山さんのお話でもありましたし、中国やイ

ンドもそれに追随しているようです。 

 それから時間的な感覚ですが、ウラン資源の制約から解放されるためには、世界的な観点か

らは2040～2060年ごろに高速炉サイクルを導入していく必要があることを、諸量解析の結果は

示しているようです。 

 純国産エネルギーの確保と放射性廃棄物の問題に技術的な解決策があることを示すことで、

国民の理解を得て、揺らがない方向性を示すことが長期計画の目的の一つであると思います。

時間のかかる教育や若手人材の確保にとっても重要です。 

 クローズドサイクルに関しまして、ロシアが今、実際には先行しているわけですが、我が国

にも20ページ目のようなアイデアがります。 

藤家先生のご提案されている自ら整合性のある原子力システムで、これは資源の効果的利用

と環境保全を同時に達成する原子力システム概念で、先ほど申し上げました約3個の中性子を
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徹底的に利用するものです。中性子バランスやエネルギーバランスによる科学的成立性は示さ

れているため、技術で頑張ることによって、実現可能な目標であるわけです。 

 次のページに、藤家先生に東大に来ていただいて学生に講義いただきました資料をつけます

が、学生はこういう概念はわかりやすかったようです。 

この絵で緑で囲われているところがクローズドシステムです。外から天然ウランが入ってき

ます。高速炉でウランを燃やすことによってエネルギーが外に出てくる。高速炉から使用済み

燃料が出てくるわけですが、ここからまず元素分離、ウラン、アクチニド、アクチニドという

のはプルトニウムとマイナーアクチニドの両方です。これを分離して、もう一回高速炉に戻す

サイクルを回すと。 

この段階でも大体目的は達成しているわけですが、さらに本当のクローズドサイクルとする

ために、半減期の長い核種を同位体分離して、それをまた高速炉に戻したりする。本当に短半

減期のものだけを貯蔵して、外に取り出す、そうすると右下にあるようにエネルギーのほかに

出てくるのは、有用物質、安定な核分裂生成物だけになるというものです。 

 これが概念で、次の22ページ目に具体的なイメージを載せております。一番上、高速炉を使

うと使用済み燃料が出てくる。再処理をして、ウラン、プルトニウム、マイナーアクチニドを

取り出して燃料に含め、また高速炉に戻してやるというサイクルです。 

まだそのほかの半減期の長い放射性生成物がありますので、それを取り出して、1つは下の

ラインですね、再処理した後、これは分離してまた燃料に戻してやる。あるいは分離したもの

を、右の輪っかですが、FPターゲット、加速器駆動を使って核変換してやる。このFPというの

はなかなかやっかいですけれども、量的にそんなに多いものではないため、後から処理しても

良いと考えられるものです。 

 この絵は、藤家先生が以前から提唱されていて、完全なものはすぐできないではないかと言

われるわけですけれども、ここでは30～100年ぐらいの長期計画ということでこれを挙げさせ

ていただいております。ここに向かっていけば、いずれは実現できるという指標を与えるもの

と思っております。 

ただ、実際の計画としては初めからこれを一遍にできるわけではないので、できることから

23ページ目にあるようなステップが示されてます。 

ステップ1では、高速炉の実用化までで、ウラン資源の有効利用とプルトニウムの消滅がま

ずできるわけです。ここでかなりの問題は解決できます。 

ただ、廃棄物の問題に関しては社会からの要求も強いですので、次の段階として、ステップ
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2でマイナーアクチニド含有燃料を用いた高速炉を導入していこうというものです。ただ、こ

のMAの量というのもプルトニウムに比べればそう多くないわけですので、段階的にこれを用い

ても間に合うのではないかなと思われるものです。 

ステップ3では、さらに量的に少ない長半減期核分裂生成物、これの分離・変換というのは

なかなかハードルの高いテーマと認識されているわけですが、これはじっくり長期計画を見据

えて進めるべきものかと考えられます。 

全部やろうとすると大変かもしれませんが、このように長期目標を見据えて、ステップを刻

んで、まずステップ1から短期計画に落として、それで終わりじゃなくて、ステップ2、3につ

ながるということを認識して、ステップ1の短期計画を立ててはどうかと思うものです。 

ここまでが長期計画です。  

 それではいよいよ最後のパートになりましたが、24ページ目から、国民性や不確定性を考慮

した柔軟な短期計画について話を進めたいと思います。 

 1番目に技術維持のための教育というのを挙げさせていただきました。これはこのロードマ

ップ検討会で検討していることと違う観点ですが、大学人として最初に主張させていただきた

いところです。 

今、もんじゅ廃炉により急速に技術が失われつつあると思います。例えば東大の教育ですが、

今、学内で高速炉の教育をしている山口先生と私がいるわけですけれども、そのほか二人でカ

バーできないいろんな分野の専門家をお呼びして授業をしていますが、我々より上の世代です。

最高齢ですと80を超える先生にも来ていただいていまして、もんじゅの最初の概念設計はどう

だったかという話を学生にしてもらっています。 

これはもうそんなに長く続けられるわけはないと思っています。したがいまして、まずここ

に書いてありますように、もんじゅ廃炉により急速に失われつつある技術を維持するための努

力は緊急であり、教育をロードマップに含めることを提案させていただきたいと思います。例

えば、試行錯誤が許される範囲の規模の多様な高速炉の設計をすぐに開始して、もんじゅ経験

世代が残られているうちに若手に設計そのものを教える、実践の中で教育するのが効果的かと

思っております。 

 それから2つ目が、多様な計画と柔軟な運用。多様な設計をしてみて、その中から、世界の

動向や社会受容性に応じて有望な設計をチョイスして規模の拡大をしたらいいんじゃなかと。

タンク炉が有望との意見もありますが何が世界標準になる不確定性が残されてます。 

ただ日本の国民性もありますので、もしそれが受容されない場合は方式を変えるなど、多様
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性と柔軟性を高める工夫も必要です。短期的に理解が得られなかった場合でも、最低限の技術

維持が可能となるように、多様な計画を持ち、柔軟に運用すべきであろうと思います。 

完全なロードマップをつくろうと理想を追って時間が経過しつつある状況を放置すると、優

秀な先達が苦労して築いた技術財産を失い、我が国より早い速度で開発を進める海外に二度と

追いつかなくなるのではないかなと思います。単に日本が遅れるというだけで済まなく、相手

も進んでいるので、一旦順番が変わるともう二度と順番が覆せなくなるというのが技術の世界

ですので、注意が必要と思うものです。 

 25ページ目の工程表は多分皆さんご存じだと思いますので、ちょっと急がせていただきます。 

 26ページ目です。短期計画の3つ目のポイントは重大事故の防止です。 

重大事故を防止することが、試行錯誤を伴う技術開発の前提となります。具体的には安全設

計ガイドラインに基づく敷地外環境汚染の実質排除を目標とした研究開発を優先すべきと思わ

れます。高速炉というのは、軽水炉の問題をそのまま持ったまま、ナトリウムを使う難しさが

プラスアルファである危険な炉と世の中では誤解されていると思います。 

軽水炉と高速炉は一長一短あって、高速炉の長所である単相低圧の冷却材や溶融燃料の原子

炉容器内維持可能性を生かし、短所である非最適炉心体系を克服するための多様な工夫と、そ

れによる社会の理解促進活動などをまず行ってはどうかと思います。 

 ここのタイトルはドラフトの段階では安全最優先と書いていたんですが、安全という言葉が

非常に漠然としていて誤解を受けると思い変更しました。もんじゅの大事な教訓として、技術

開発なんですから試行錯誤は大切と言っているわけですが、この安全優先というと、小さなト

ラブルも許さない、また安全神話に戻る、そういうメッセージと受けとめられるんじゃないか

と思いまして。そうではなくて、ここでは重大事故と小さなトラブルを峻別して、重大事故は

絶対起こさないようにした上で、軽微なトラブルというのは、むしろそこを経験して洗い出す

ことが重大事故を防ぐということをここでは申し上げたいと思いまして用語を変えさせていた

だいております。 

 最後、4つ目が規制との連携です。商用軽水炉をベースとした規制に照らした保守管理上の

不備でもんじゅが苦労したことを教訓として生かす必要があると思います。軽水炉と異なる高

速炉の特徴に合わせた合理的な規制体系の構築も研究開発の一つです。それを進めるためには、

実際の建設・運転・保守・補修の経験が必要であることから、建設前の段階から規制との連携

が求められると思います。 

 文章で書いた内容を、27ページ目から絵にしようと努力したのですが、知恵が足りなくてい
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い絵になっておりません。 

炉の開発は、左上にあるような事故に留意しながら進める必要があると考えます。原型炉か

ら、実証炉を見据えた開発に進む段階で一つに絞っていないのは、多様な炉型の試設計と試行

錯誤が許容される規模の中小型炉の建設というのが今の社会の受容性に合っているのかなと思

います。 

この中小型炉という言葉は曖昧で、もんじゅより少し大きいぐらいの規模ということを考え

ています。経済性ももちろん大事なのですが、まず重大事故を起こさない炉、重大事故を起こ

さない範囲で試行錯誤を許容する炉の実現を優先させてます。 

 それから次、28ページ目、核燃料サイクルは専門が違い想像力が及ばないところですが、長

期計画に示したように、段階的な研究開発を行うのが良いと思います。 

短期的には、実験室規模でサイクルを閉じて実証してみてはどうか。これは原理的にはでき

るんだぞと、やりようがあるんだということを示して国民に理解を得る。 

その次に、全部行うのではなく、まずは高速炉によるプルトニウム燃焼を実用化する。これ

によって不要なプルトニウムの蓄積を行わないということを世界に示す、これが第一歩です。

その後に、2050年ごろマイナーアクチニドの燃焼を目指す。さらには長半減期核分裂生成物の

分離変換、これは長期課題として取り組むこととにしてはどうかというものです。 

 ほぼここまでできょうのご報告は終わりで、29ページ目は参考資料です。 

日本原子力学会新型炉部会の中で、高速炉技術戦略ロードマップ検討会というのを立ち上げ

ております。これは国が比較的短期の高速炉開発戦略ロードマップを検討するのに対し、学会

は長期的な検討を中心に行って、国民の便益となる高速炉開発の方向性を示すことを考えてま

す。その上で、両者、長期と短期の方向性が整合するものとなるように情報発信しようという

ことを目的としまして、29年9月に発足したものです。 

 今後の計画ですが、来年春ぐらいに、まず大きな目標と導入シナリオについてプレスリリー

スできたらなと思っています。その後、秋ごろ、「原子力学会秋の大会」で報告しようとして

活動しているものです。 

これまで本日お話しした内容はあくまでも私個人としてのご報告になります。ただこの原子

力学会の活動もしていますので、大筋では矛盾したことはないと思っています。学会はもっと

幅広の多様な意見がありますので、またそちらのほうも機会をいただけましたら、学会の意見

というのもご報告させていただければと思っております。 

最後、30ページ目でまとめさせていただきたいと思います。 
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まず1つ目は、高速炉開発戦略ロードマップ検討の範囲を、技術から人や社会の範囲まで広

げ、本来あるべき姿からバックキャストで考える長期計画と、国民性や不確実性を前提にフォ

アキャストで実現性を考える短期計画の両者から検討することを提案しました。 

2つ目は、高速炉開発意義として、ウラン燃料を使い切ることで資源を長期にわたり有効利

用し、放射性廃棄物を残さないことを国民と共有し、それを実現するクローズドサイクル開発

を長期計画とすることを提案しました。 

最後は、短期計画に対しては、技術維持のための教育の優先と、国民性や不確定性を考慮し

た多様な計画と柔軟な運用を提案しました。また重大事故を防止した上で、軽微なトラブルを

一定程度許容した試行錯誤が正常な技術開発には必要であることを述べさせていただきました。 

長時間にわたりましたが、以上でご報告を終わらせていただきたいと思います。ご清聴あり

がとうございました。 

○松野課長 

 どうもありがとうございました。 

それでは質疑に入りたいと思います。ご質問やコメントをしていただける方はネームプレー

トを挙げ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、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。昨年の12月にもんじゅの廃止と同時に、高速炉

の開発方針が定められて、その中で今後実証炉を目指す上で実験炉の常陽の活用、あるいは海

外との共同研究とか、一定の方向性を示されているんですが、先生の資料の中で27ページに原

子炉の研究開発のステップが書かれていますけど、その中で常陽、1977年臨界ということで、

もう40年なっている中で、先生の文章の中では常陽の継続的な改造と安全性向上と書かれてい

ます。常陽はこれまで3回改造して、これまでにもピンレベルですけれども、マイナーアクチ

ノイドの燃焼の試験をやったりとか、今後も多分、人材育成の観点で照射場としての活用とか

いろいろあると思いますけど、実証炉という観点で考えるとどういう点に中心を置いて常陽を

活用していくべきか、その辺、幾つかご示唆いただけたらと思います。 

○笠原教授 

 これは本来もんじゅでなすべきだったと思うんですが、重大事故に結びつかない軽微なトラ

ブルはいろいろと経験できたほうがいいんじゃないかと思います。常陽は余りにも今までうま

くいき過ぎて、技術開発の初期に経験すべきこと余りなかったんじゃないかと思われます。幸



 15 

運と不幸の両面あったと思います。 

例えば「もんじゅ」はナトリウム中での落下物に関して、リカバリーが難しかったわけです

けれども、そういうこともいろいろ経験することによって、落してしまってもリカバリーしや

すい工夫であるとか、あるいは許認可とかも含めて、そういったことに近隣の地方自治体もそ

うですし、規制体系も含めて、慣れておくとか、例えばそういう活用が考えられるんじゃない

かと思います。 

あともう一つは核燃料サイクルですね、実験室規模と言いましたが、できればもうちょっと

常陽を利用して小さく回してみて、世の中にこれはできるんだぞと示すのに活用することも考

えられると思います。 

○松野課長 

よろしいですか。ありがとうございます。 

それでは森山研究官。 

○森山研究官 

 どうもありがとうございました。1点質問があるのですが、多様性と柔軟性ということを何

度かお話しいただきましたが、これは高速炉に限らず研究開発を進める上で重要な視点の一つ

だと思っています。海外でも、高速炉も含めていろんな原子炉の提案がなされているわけです

し、高速炉についてもかなり以前からプリズム炉など様々な提案があるのかなと理解していま

す。 

先生にお聞きしたい点は、こういった多様性や柔軟性を高めることによって、大学における

研究の現場に、どういう良い影響があるのか、あるいは高速炉に対する取り組みにどういう変

化が期待できるとお考えか、お話しいただければと思います。よろしくお願いします。 

○笠原教授 

ます最初は、新型炉開発の計画が国にあるというのが第一だと思います。今、福島の後の安

全性向上とか、廃炉とかという研究をたくさんやっているわけですが、それだけでは学生を集

めにくくなるところもあって、新型炉開発というのを早く立ち上げていただきたいと思います。 

それから開発が進むとどうしても要素技術に分化が進む傾向があります。原子力工学は総合

工学なので、システムとして開発・研究できるようなテーマがあるといいと思います。中小型

炉というのは学生にも割と人気があって、それをやっている学生もおります。ただ中小型炉だ

けなくて、もう少し大型炉を狙ったいろいろ試設計もあるといろんなテーマがそこから生まれ

ると思います。 
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中小型炉という言葉がひとり歩きするといけないのですが、プリズムのようにモジュール炉

のようなことだけをやろうと言っているわけではなくて、ここでの意味は将来の大型化を念頭

に、いろいろ試行錯誤ができる規模のものをやってみようという、そういう意味でございます。 

○森山研究官 

ありがとうございました。 

○松野課長 

 豊松さんお願いします。 

○豊松原対委員長 

 関西電力の豊松でございます。本当によくまとまった現状問題点を指摘していただいていて、

ありがとうございます。物すごくよく勉強になりました。 

2点ほど質問がございます。先生おっしゃるように、開発においてやはり国民の受容性とい

うのが極めて重要であると。最後の目的を決めるというのはそのとおりで、目的を決めて長期

計画を立てるんだけど、前から進むときにどうしても受容性がうまくいかなければ成り立たな

いということだと思っています。 

そういう意味ではこの中小型炉みたいな議論も出てくると思いますが、もんじゅを開発した

ときまでは、スケジュール的には極めて順調であったと思っています。もんじゅのナトリウム

漏れは、1回漏れただけで、ロシアとかに比べて長期に止まってしまった。これは国民性とい

うことだけに帰結していいのかどうか。そこの原因はやっぱりちゃんと解決していくというの

も要るかもわかりませんし、今回の保守管理の問題で最終的に廃炉になったということにつき

ましても、どういうことをしていけば、もんじゅの例であれば、国民の受容性が得られたのか

なというところに、もしご示唆がありましたらお教えいただきたいのが1点であります。 

 もう1点は、時期の問題というか、問題なんですが、先生の資料、例えば19ページですけれ

ども、2040～2060年に導入という必要があるというような文章が何カ所かにございまして、当

初も2050年ぐらいに実証炉を実用化という話があったんですが、必要となる時期というのは最

終的には、後ろから国のあるべき姿を考えて、こうすることが必要であると、これは間違いな

いと思いますので、そのためにこの時期がいいというのはそうですが、前から来たら、やはり

国民の受容性がないとできないという話もあるし、この時期に必要であるという、この時期の

意味ですね、これちょっと教えていただければと思います。その2点でございます。 

○笠原教授 

 まず1点目ですが、もんじゅが止まってしまった大きな理由の一つに組織のビデオ隠しのよ
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うな問題もあったということは認識しております。ただ、なぜそうなったかというさらにその

背景を考えますと、ナトリウム漏れを1回でも起こしたらもう次がないという認識もあったの

ではないかと。安全神話であるとか、漏えいは絶対起こりませんとかいった言葉に象徴される

認識ですね。 

ただ、普通の技術開発で言えば、ナトリウム漏れは起こるのが当たり前ですし、むしろ重大

事故に関係しないような軽微な事象を十分に経験をして、早くリカバリーする練習をするほう

が真っ当な技術開発だったわけですね。今後、実証炉でもっと大がかりなナトリウム冷却炉を

つくると、そこでまた漏えいは恐らく起こるんじゃないかと思います。そのときに、今のまま

ですと、次にナトリウム漏れが起こったらもう終わりだという認識がずっと変わらず、同じ過

ちを犯す可能性があります。 

ぜひ、ここはなかなか勇気も要りますし、私も今、大学人になって気楽な立場になったので

やっと言えるんですが、次はナトリウム漏れが起こるということを前提として、たとえ起こっ

てもすぐリカバリーできる技術を目標にしてもらいたいと思います。 

ただ、重大事故は絶対起こさないという前提ですので、合わせて重大事故を起こさない安全

研究には力を入れることが重要です。。それが短期計画の一番大事な点かなというふうに思い

ます。 

 それから2点目の時期でございますが、長期予測というのは非常にぶれるので、人によって

違うのですけれども、パリ協定の温暖化2℃以内を守るとなると、全世界で発電量の10～20％

の原子力が必要になり、需要の多い中国やインドで大量に建設が進み、そのペースで行くとウ

ランが逼迫してきて、2040～2050ぐらいに高速炉を世界的に導入しないと非常にウラン資源の

確保が難しくなるとの予測を念頭に、こういう時期というのを書かせていただいおります。 

○豊松原対委員長 

どうもありがとうございます。 

○松野課長 

それでは門上事業部長さん、お願いします。 

○門上事業部長 

 2点ご質問させていただけたらと思います。1点目は24ページのところで、1項に技術維持の

ための教育という観点なんですけれども、先ほど先生のほうから、学生の半分以上が、今、留

学生になっているということにショックを受けまして、かつ教えられている先生ももう相当高

齢という、これまた二度目のショックを受けまして。我々の会社も、実はもんじゅのエンジニ
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アの経験をしたメンバーはもうほとんど定年を迎えていまして、再雇用とか、あるいは雇用延

長みたいな格好で若手に教育をしている、それが実態なので同じだなというふうに思ったんで

すけれども。 

実際やっぱり優秀な学生がメーカーなり産業界なりに入ってこないと、次になかなか続かな

いという観点で考えたときに、先生方の立場で、メーカーとか、広く言えば産業界なんかがど

ういうことをやったらいいのか、あるいはどういう魅力があったらいいのかということをもし

何かアドバイスすることがあれば教えていただきたいというのが1点と、もう1点は、27ページ

の、先ほどの中小型炉の話なんですけれども、ポイントは炉型というよりむしろ試行錯誤が許

容される規模のというご趣旨だということで伺ったんですけれども、さっきの本来あるべき姿

からのバックキャストということを考えると、やっぱり実用炉の炉型がこうであろうというこ

とを想定して、それの中小型版かなというイメージで私は受けとめるんですけれども、その認

識は正しいんでしょうかという2つの質問なんですけれども。 

○笠原教授 

なかなか難しい課題なのですが、1つ目は、まず産業界で実際に炉の設計が行われていると

いうことが学生にとっては正直なメッセージかと思います。幾ら意義だけ唱えても、社会の受

容がないと優秀な学生は行かないと思うんですね。実際に産業界で炉の設計や建設ができると

いうことは、ひいては日本の社会がそれを受容してくれるということなので、そこに行き着い

てしまうと思います。 

ただ、すぐにハードウェアの建設を開始するというのは理想的過ぎるかもしれないので、ま

ず小さいものでも設計をやっているというのはメッセージになるのかなというふうにも思いま

す。 

それからもう1点目の長期と短期のご質問につきまして、長期が、例えばタンク炉なのかな

という声もありますが、それが世界標準になるが決定打があったら後ろからバックフィットで

もいいのですけれども、まだそこまで行ってないという気もします。でも何もしないと進みま

せんので、いろんなオプションをやってみると。何が世界標準になるか、世の中の需要、ある

いは日本の許容度、日本のニーズを見ながら、その中から有望なものを選んでいくという構え

がいいのかなと思いまして、そういう提案にこれはなっております。 

○門上事業部長 

 ありがとうございます。 

○松野課長 
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今のに関連して、先ほどのお話の中に、原子力工学というのはシステムを扱う学問なので、

全体を扱うような学問にしていかないといけないというご趣旨のお話がありましたが、今の学

生をどう集めるかのような話と、施策論のような議論の中で、もう少しシステムを扱う学問に

なるべきなのに、今は残念ながらそうなっていないということなのでしょうか。今の実態とあ

るべき姿を、もう少し詳しく教えていただけるとイメージが湧くかなと思ったのですがいかが

でしょうか。 

○笠原教授 

ありがとうございます。新型炉の設計とかが盛んに行われているころというのは、大学でも

同じくプラント全体を提案してみようとか、そういう研究はいろいろあったわけですが、最近

はあまり多くなくて、消費者対応の研究であるとか、あるいはコンピューターシミュレーショ

ンの研究であるとか、要素技術に関するものが多くなってきてます。 

ただ、そういうものだと機械工学科であるとか電気工学科であるとか、そういう分野になり

ますので、原子力は総合工学としてシステムを設計する能力というのを教えるべきじゃないか

と。 

ただ、システムの勉強は例題がないと難しく、抽象的にやっても理解し難いですので、小さ

いものでも炉全体の設計をやってみるというのはいいんじゃないかと思います。卒論や修論の

テーマになかなかならないんですが、演習ではやらせております。炉出力と増殖率を与えて、

プラント全部の概略設計を学生にやらせてみると、それなりにおもしろいアイデアが出てきた

り、喜んでやっております。 

○松野課長 

ちょっと細かくなるのですが、先生がおっしゃった命題というのは、我々の高速炉のロード

マップのような開発の議論をすることと比較をした時に、あるいは我々で言えば開発目標のよ

うなものに当たるものなのでしょうか。先生が教育における命題とおっしゃったのは、我々が

ロードマップを今後議論していくに当たって、どういうものになると思ったらよろしいでしょ

うか。私は開発目標や、開発の意義といったものをどう掲げるか、我々がどう設定するかに相

当重要な要素があるとお聞きしたんですけれども、そういう理解ではないのでしょうか。 

○笠原教授 

かみ合っているかわからないのですが、まず新型炉の開発を進めるというのが第一で、願わ

くば次に、今、燃焼なのか増殖なのかとか、ワンスルーなのか、あるいはサイクルとか、基本

方針に関して余りぶれないで方向性が示されるといいかなというふうに思います。 
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例えば演習でも、今まで増殖をテーマにやってきましたが、これからはMA燃焼を取り入れよ

うとしているのですけれども、何が目標かとの議論があります。バランスなのかなとかいろい

ろあって、いや、両方ですとか言ったりするんですけれども、そのあたり方向性が定まるとい

いんじゃないかなと思います。 

○松野課長 

ありがとうございます。 

では青砥理事、お願いします。 

○青砥理事 

 色々お話をいただきまして、今、司会の松野さんがお話になったことと少し似るんですけれ

ども、この戦略を詰めていく中で、これまで先生の前に近藤元原子力委員長ですとか、山口教

授ですとか、マグウッドさんといった方が同じようなお話をされた中で、少し戦略の立て方に

ついての考え方について、内容を少し確認させていただきたいんです。 

1つは、まずは先生のお話があった長期的にはバックキャスト、短期的にはフォアキャスト

でやるというお話。普通の理解で行きますと、これらはおそらく、先生が書いている30年ぐら

いが短期で、30年以降長期とした場合の計画としての齟齬が出てきてしまうだろうと。その時

にフォアキャストから積み上げるものと、バックキャストから引っ張ってくるものの厳格性の

対応は、議論の中ではどうしておくべきかといったところに少し助言をいただければというの

が1点です。 

もう1点が、山口先生や近藤先生がいらっしゃったときの話として、結局今バックキャスト

の最初の目的になるのかもしれませんけど、これのミッションはどうするのかという話があり

ました。もともと我々が実証炉に対応していたときの元原子力委員長である近藤先生は、その

当時ミッションは原子力委員会が与えると。それを開発した側がいかにそれを適正に自分たち

の開発目標として対応していくんだというところを示すというのがやり方だとおっしゃってい

ましたが、このワーキンググループに呼ばれたときには、今や環境はかなり違っている。だか

らその時のミッションについて、また適切に議論すべきだと、戦略ワーキンググループの中で、

そういうお話をされたというふうに思います。 

一方で山口先生はそれに対応されて、ミッションというのは、もやは今は開発者側がきちん

と記した上で広く議論をして、その内容を詰めていくべきという話をされました。まずそこが

今言われるバックキャストの頂点にあるとすると、そのミッションの議論の仕方について、も

しご意見があればお話をしていただきたい。 
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最後の1つは、先生のおっしゃっている進め方の柔軟性についてなんですけれども、マグウ

ッド氏が、プロジェクトといったものは必ず失敗する。それはカチカチに固めてプランを進め

てしまうからだ。プロジェクトの成功の鍵はいかにそれにオプションをたくさんつけるかだと

いうふうに話をされていた。それがいわゆる柔軟性だと理解すると、先ほどお話があったよう

に、最終的なミッションをどうするかと合わせて、個々の色々な対応、さっき先生がおっしゃ

ったタンク炉だとか、ループ炉だとか、あるいは燃焼だとか、増殖だとかいったものは、全て

柔軟の中で捉えると、オプション的な捉え方ができるんじゃないか。その時の先生がおっしゃ

っていた計画の柔軟性と、マグウッドがお話しになったオプションの持ち方というののもし共

通性か、あるいは類伴性というのか、考え方の違い等があったらそれも教えていたただきたい。 

最後の1つが、質問ではなく、おそらく私たちのアウトリーチが悪過ぎるという話を少しだ

けさせていただくと、先生が実験的にサイクルをちゃんと見せなさいとおっしゃいましたが、

実はプルトニウムに関しては、私たちは既にクローズドした姿を常陽を使ってお見せしている

というふうに考えてきました。 

今この戦略ワーキンググループ以降でやろうとしているのは、マイナーアクチノイドの内、

特定の種類ではあるんですけど、それを常陽やCPFを使って何とか閉じた形に見せかけたい、

あるいは議論したい、それを実証したいと考えていますので、その部分について少しコメント

させていただいて、今後そういったことがきちんと色々な方に伝わるように、情報の発信をし

たいというのが反省です。以上です。 

○笠原教授 

4つぐらい質問いただいたと思います。1番目のバックキャストの問題と、2つ目のミッショ

ンの問題は関係すると思いますので、合わせて、回答になるかどうかわかりせんが考えを述べ

させていただきたいと思います。 

1つ目のバックキャストのほうは、長期計画というよりは、こちらは揺らがない意義を国民

と共有しようというのが主眼です。ですから具体化された目標、例えば大型のタンク炉をいつ

建設するとかいうものではなくて、もう少し50～100年後にはウラン資源を有効に利用できる

ようになっていればいいという程度の大まかな目標に対する、意義とコンセンサスのことです。 

フォアキャストとの整合性ということに関しては、上記のような間口の広い意義でしたら、

そんなに簡単に齟齬が生じないと思います。実現手段としては、別にタンク炉でもループ炉で

も、大型でも中型でもいいわけです。経済性もどうなるか不確定性が大きいと思います。エネ

ルギーの価格は、他の資源も含めて安全と環境の経費がかさ上げされ上昇する可能性も指摘さ
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れていて、そのときに多少の炉の出力であるとか、炉型というのがどのぐらい重要になってい

るか不確定性が大きいです。間口の広い願いに近い長期計画を持っていって、それでもって

様々なオプションを持つ短期計画と整合してはどうかと考えます。 

ミッションですけれども、誰かが与えるというより、こういう世の中ですから国民の受容性

ということが大事じゃないかなと思います。どこか司令塔を持っても、一般の人からほとんど

興味を持たれなかったり、受け入れられなければ進まないし、若い人も集まらないと思います。

そうすると社会受容性を高めることが必要であり、それがきょうの前半の主張でもあった訳で

す。どうするかというと、推進当事者が自ら意義を発信しないと、誰かが助けてくれるという

ことはないのかなと思います。 

そういうわけですので、このロードマップ検討会というのはまさに推進当事者が集まってい

るので、ここから第一歩、国民にわかりやすいロードマップを出していくということは一つの

解なのかなということです。 

3つ目、オプションにつきまして、マグウッドさんの議事録は斜め読みしましたが、ちゃん

とは把握しておりません。ただ、昔より不確定性がどんどんふえていますよね。昔のように大

きなプロジェクトをがんと打ち立てて、脇目も振らずに進めるというようなやり方は、今は大

体今失敗しているのではないでしょうか。 

これも外から言われたのですが、ネットワークのような複雑なシステムの開発には、プロト

タイプを出してみてまず試してみる、そうすると大体失敗しますが、何が失敗するかを学びな

がら、少しずつ改良しながら製品に近づいていくアジャイル開発と言われる手法がとられるそ

うです。 

このような手法がだんだんと主流になってきているとすると、原子炉のプロジェクトは余り

にも旧態依然としていて、何十年の計画を立てて脇目も振らずにやっていくのは、無理がある

ように思えます思います。そういうことでいっぱいオプションを考えておいて、大部分は失敗

するものとやわらかい感覚で進めるのが良いのではないかなというのが3つ目です。 

4つ目のサイクルは、常陽を使って、プルトニウムのサイクルを閉じた実績があることは、

承知しております。これに加えて、マイナーアクチノイドも含めたり、ロングライフFPを含め

たサイクルも、理論的にはできるというわけですけれども、信憑性を高めるために実験スキー

ムを早くやってみるということを提案します。実用化までには50年以上かかるかもしれません

が、全くやりようがないというのと、やりようはあるけど、今ちょっと経済性とかそういうこ

とで実現できないというのでは大分意味が違います。まず小規模でもやってみて、できるとい
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うことを国民に示したらどうかという意味で述べさせていただきました。 

4つ、回答になったかどうかですが。 

○青砥理事 

 ありがとうございます。 

○松野課長 

よろしいですか。ありがとうございました。 

では安食さん。 

○安食部長 

 三菱重工の安食でございます。きょうは国民性まで踏み込んだお話を聞かせていただきまし

てどうもありがとうございます。ちょっと2つほどございまして、先ほど来オプションの話と

か柔軟な運用の話がございます。 

私個人の意見なんですけれども、高速炉というのは何でも使える炉かなというふうに個人的

には思っています。ただ最初のころは増殖ということで資源の話でしたし、最近ではプルトニ

ウムの消費と、はたまたマイナーアクチノイドを処理できるとかいう話になるので、ある意味、

高速炉を何に使うかというところは逆にオプションがたくさんあるんだよということでとにか

く始めて、とにかく我々としては産業界もそうですけれども、技術的な話からいうとナトリウ

ムでちゃんと炉をつくるということがまず大事かなと。それをどう使うかというのはそのとき

の時代の状況で変わってくるのかなということなんで、早くスタートしたほうがいいのかなと

いうのが個人的に思っていまして、その辺のご意見を伺いたいのが1つ。 

 もう一つはちょっと毛色が違う話で恐縮なんですけれども、先生の講義でもかなり留学生の

方がたくさん来ているということでインタナショナルになっているのかなと。我々、先ほどの

お話でもありましたけれども、高速炉開発では海外の英知も集めてということになっています。

それはそれで非常に大事なんですけれども、それを使うがゆえに機材とか問題で、なかなかが

んじがらめになっちゃって、お互いにデッドロックに入ってしまうということも当然あるかな

と思っています。 

そういうところを考えますと、最終的には自国で改造とか改良ができるように、自国の技術

にする必要があるのかなと思ってございます。ですからこういうときに、国際経験という形で

お伺いしたいんですけれども、国際協力をうまく進めるような、開発として進めるときの勘ど

ころというか、こういうところを気をつけたほうがいいよというアドバイスをいただければ非

常にありがたいなということで、ちょっと2点ほどお願いいたします。 
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○笠原教授 

まず1点目につきまして、増殖なのか燃焼なのかにつきまして、二項対立で議論されること

があると思います。初期は増殖を主眼にした炉の開発が目標とされてましたが、、今はプルト

ニウムというのはむしろ減らす必要があるので燃焼炉をつくったほうがいいんじゃないですか

という議論です。そういう議論より、きょう14ページ目にお見せしたような、高速炉というの

は結局ウラン資源を全部使い切るための技術ですよというのがすっきりするんではないかなと

思います。 

全部使い切るのに、まずプルトニウムを燃やすほうを主眼にすれば燃焼炉だし、増殖のほう

を優先させれば増殖炉になるし、それは同じ炉の中でいかようにもできると言えばささいなこ

となわけですね。言い方だけの問題かもしれませんが、柔軟に使える説明すると技術の方向性

も見えにくいので、ウラン資源を全部使い切る技術というのはわかりいいのかなというふうに

考えています。 

それから2つ目の国際協力に関しまして、2点ほど思い当たることを述べさせていただきます。

自分もつたない経験ですがフランスで1年ぐらい研究したことがあります。海外の人と話をし

ても、根幹から自分で考えないと何を学んでいいかよくわからないところがありました。特に

フランス人は原理原則から深く考えるんですね。日本人の悪いところはすぐツールや手段の表

面的な話になるところです。そういうレベルの話をしても、なぜそうなっているかがなかなか

学べません。自分が深い質問をするには、自分でそのレベルで一回考えてみないとできないん

ですね。だからゼロから自分で考え、ゼロベースで設計するということを日本でもやってみな

いと学べないんではないかなというのが1つ目です。 

それからもう一つは全然違う観点で、ロシアのようにいろいろ失敗をして漏えいから立ち上

がるというのは、誰かが言っていましたが、足腰の技術ですよね。それは自分で汗かかないと

どうしようもないところもあるのかなと思います。 

そういう意味でその2つを国際協力でどう達成するのか、アイデアないんですけれども、注

視しておかなきゃいけない点と思います。十分なお答えになっているかどうかわからないんで

すが。 

○松野課長 

ありがとうございました。 

他よろしいですか。渥美部長よろしいですか。 

○渥美部長 
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 すごくわかりやすい説明でどうもありがとうございました。今いろいろと話題になっていた

27ページ目の絵のところで、いろいろな今も話にありましたけど、根本から考えていくような

試設計が大事だとかそういう話をされていましたけれども、その次のステップとして実際に許

容される規模の中小型炉のという話をされていましたけれども、これって実際、具体的にどの

ぐらいの数で、どのぐらいの出力のイメージをされておっしゃっているのかなっていうのが興

味あったので、もし案があったら教えていただきたいなというふうに思いました。 

○笠原教授 

そこは最初から謝ってしまいますけど、具体的なアイデアがなかなかないんですので、考え

方をお答えさせていただきます。大きなものをつくると試行錯誤って怖くなりますよね。万一

漏えい事故を起こしたら、世の中が許容しなくなると思いますので、失敗が許容される範囲で

適正な大きさというのが観点です。 

数としては、日本のエネルギーというのは当初ほど伸びていない、消費が伸びていないとこ

ろもありますし、余剰プルトニウムを燃やすには軽水炉を数基に高速炉1基ぐらいあれば当面

プルトニウムを燃やしたり、あるいは高次化したプルトニウムをリフレッシュできるわけです

から、必要な数でいいのではないかなと思います。 

○松野課長 

ありがとうございました。 

西條課長よろしいですか。 

○西條課長 

 今日はどうもありがとうございました。皆さんいろいろご質問されてあれなんですけど、や

はり先生のおっしゃっていた不確実性、研究開発の不確実性の部分について、別に原子力に限

らず、R＆D全体をやっている中で当然不確実性もあるし、それを進めていく上で原子力の特有

なところはかなり規制の部分というところがあって、もちろんこれは完全に、安全というのは

先生がおっしゃるような重大なことを起こしちゃいけないという観点でそういった形にはなっ

ていると思うんですけれども、先生のほうでも26ページに規制との連携というのがございます

けれども、さらに規制と研究開発活動とのかかわりで、あり方とか、どういった形でやるのが

いいのかというところにちょっとお考えがあれば教えていただければというふうに思ったんで

すが。 

○笠原教授 

この問題は、もんじゅの保全技術の規制のあり方について議論したときから学会でもいろい
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ろと意見交換していました。今回まとめて書かせていただいたのは、規制の方法とか運転管理

の方法自体が研究開発の一環であるということです。新しい技術ですので、規制側も開発側も

両方学ぶ必要が絶対にあるわけです。あるところまで一緒に学び、学んだ知識をもとに、規制

したり、被規制されるべきで、そこを分けて考えられるようになることを、希望してます。お

互いに学びがないと、技術も進展しませんし、規制の効率も上がらないのかなというふうに思

います。 

先月、IAEAの高経年化の会議に行ってきたのですけれども、欧米、あるいは韓国などのアジ

アの一部の国も規制の人が随分来ており、ざっくばらんに議論しており、透明性の重要性を強

調してました。そういう世界標準に合わせるというか、世界各国はもうそういうことを既にや

っているわけですので、日本も世界に合わせるようになればいいのかなというふうに思います。

お答えになっているかどうかですが。 

○松野課長 

ありがとうございました。他はよろしいでしょうか。 

ありがとうございました。ご意見無いようでしたら、ここまでとさせていただきます。笠原

先生、本当にありがとうございました。 

きょう幾つか本当にわかりやすいご説明で、かつ我々のロードマップの議論に当たって、非

常に基本的な考え方に関係するような、とても重要なお話をいただけたのではないかと思いま

す。例えば開発の意義と長期計画、それをどう共有していくかというお話ですね。これが最終

的には担い手となっていただけるような人材の議論につながっていくとか、あとは短期計画に

ついては柔軟性、不確実性といったものを織り込んだ形の柔軟性を持った計画。やはり失敗の

経験、そしてリカバリーというのが大事だというお話があったかと思います。 

あとは常陽やもんじゅといったこれまでの成果というもの、かつ経験、こういったものがあ

る中で、それをどう我々が認識をし、それをまた共有、PRしていけるかというのも社会的な受

容性を考えるに当たっても非常に重要だというお話があったかと思います。 

また規制当局とのお話もありました。先生は連携というお言葉を使っていただいております

けれども、世界も見ながら、世界標準というお話もありました。日本もいろいろなコミュニケ

ーションの取り方というのを考えないといけないというようなご議論があったと思います。 

最後に人材は人材として議論がございましたが、人材に関する危機感を改めて私も持った次

第であります。そして原子力についてはシステム全体で追及をしていくということ、ゼロベー

スで設計する機会が無いとだめだというお話もあったかと思います。そういう機会がないと深
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く考える人材が育たないというお話も大変印象に残りました。 

これ以外にも非常に多岐にわたるお話をいただきましたけれども、こういった議論も踏まえ

ながら今後改めてロードマップの議論を進めていきたいと思います。 

今後の進め方については、また事務的に調整をさせていただきながらやらせていただきたい

と思います。本日の議論はここまでとさせていただきたいと思います。 

今日はどうもありがとうございました。 

以上 


