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高速炉開発会議戦略ワーキンググループ（第8回） 

 

日時 平成30年3月1日（木）10：00～12：00 

場所 経済産業省本館17階国際会議室 

 

○村瀬部長 

 それでは時間になりましたので、第8回戦略ワーキンググループを開催させていただきます。 

 初めに、本日は英語の同時通訳をお願いしております。お手元のレシーバーの使い方がわか

らなければ事務方にお声がけをいただければと思います。 

 本日は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。早速議事に入りたいと

思います。 

 本日は、米国エネルギー省（DOE）から、原子力技術研究開発を担当しておられますヘルツ

ェック次官補代理をお招きしております。 

 ヘルツェック氏は、米国における先進的な炉型開発の概要、特にその中でも高速炉開発の現

状や方針、高速炉開発を進めるに当たっての課題等についてご説明をいただこうと思います。

大変皆さん関心の高いテーマだと思います。活発なご議論をいただければと思います。 

 早速ご説明いただきたいと思いますけれども、カメラの撮影があれば、撮影はここまでとさ

せていただきます。 

 それでは、ヘルツェック氏からご説明をいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げ

ます。 

○ヘルツェック次官補代理 

 おはようございます。お招きいただきありがとうございます。 

 本日の戦略ワーキンググループですが、米国エネルギー省の高速炉技術、それからまた、今

後どういうところにフォーカスされていくかということについてご説明申し上げます。 

 2枚目に、簡単にアウトラインをまとめております。 

 今日のトピックとして、こちらにリストアップされております米国エネルギー省原子力エネ

ルギー局の使命、優先事項、それからまた、我々が先進型原子炉のパイプラインと考えるもの、

それから私どもが考えている産業界との取り組み、また新しいプロセスでゲインと呼ばれるも

の、これはイノベーションを加速化するためのゲートウェイという意味ですけれども、それか

らナトリウム冷却高速炉のプログラムについてご説明します。どうして高速炉を考えているか
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ということもご説明します。また、新しいプログラムである多目的試験炉についても簡単にご

説明いたします。それから最新の状況ということで、TREAT炉について、これは11月に再開し

たばかりであり、これもご説明します。それから簡単にプール型炉、それからループ型炉につ

いてご説明いたしますし、また金属燃料、そして酸化物燃料についてお話しし、まとめたいと

思います。 

 次のスライドをお願いします。 

 トランプ大統領がエネルギー省に昨年6月にお越しになられました。そこでスピーチをされ

たのですが、第一の優先課題は「我々は、我々の核エネルギー部門の再生及び拡張を開始する

こと。それはクリーンで、再生可能で、かつ放出物のないエネルギーを生み出すこと。」また、

完全に政策を見直してほしいということで、今その見直しを行っております。私はこの政策見

直しにも参加しまして、そして技術的な観点から意見を申し上げました。 

 下の写真ですが、これは元テキサス州知事で、今エネルギー省の長官になっておりますペリ

ー長官です。原子力について非常に熱意を持っておりまして、テキサスにも原子炉があります。

また長官は非常に強い気持ちとして、できるだけ早く小型モジュール型炉を開発してほしいと

おっしゃっております。 

 次のスライドをお願いします。 

 こちらは米国エネルギー省原子力エネルギー局の使命と優先課題でありますけれども、私ど

も考えております優先課題といたしましては、3つの具体的な分野があります。 

 既存の原子炉については、今99基の軽水炉が動いていますが、これはぜひ80年に寿命を延ば

したいと考えております。 

 この先進炉のパイプラインですけれども、このパイプラインに対し新しい技術を持ち込みた

いと考えています。 

 それから最後の点ですけれども、やはり燃料サイクルを考える必要があります。これは炉と

一体で考えるべき非常に重要な点です。 

 次に使命ですが、エネルギー安全保障を考えております。それから、リソースの努力で、我

が国におきましてクリーンで安全なエネルギーということで、原子力が非常に大きなエネルギ

ーの中の要素となるということを考えております。 

 これを前に動かしていく、こういう先進型炉をやっていくためにはコストの問題、それから

安全保障の問題、そして安全の問題を考える、それからまた研究開発、そして実証をしていか

なければなりません。 
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 ゴールとしては、国内のリソースで国内エネルギーを提供する。それからまた、国家安全保

障を強化することが必要です。 

 スライドの一番下にあります矢ですが、これはこれからのスケジュールで、今後こういった

形で進めていきたいと考えております。このタイムラインは10年ごとに区切っております。 

 まず最初は今の10年間、これは、現在の軽水炉の寿命を延長するということです。 

 2つ目の10年間でありますけれども、こちらのほうは小型モジュール原子炉を導入し、そし

て拡大していくということです。 

 3番目は2030年に始まりますけれども、実証ということで、先進型原子炉システムを導入し、

この中にはハイブリッドシステムも入るかもしれません。ハイブリッドと言いますのは、熱利

用、また再生可能エネルギーも組み合わせることができるということでありますが、負荷追従

ができるような、そういったものを考えております。 

 2040年の時期になりますと、バックエンドに対応してまいります。そのころまでには先進型

原子炉でこういった炉が出てくる、マイナーアクチニドを使えればと思っております。 

 それでは、次をお願いします。 

 この先進型原子炉のパイプラインは非常に多様です。まず軽水炉、NuScaleが一つの例です。

発電出力50MWeのものは、モジュール型で12基まで組み合わせることができます。 

 あとは高温原子炉も検討しております。ヘリウム冷却のもの、それから溶融塩冷却のもの、

そして、それぞれについてブロック型燃料、それからペブルベッド型燃料の設計の両方を検討

しております。 

 次に液体燃料炉ですけれども、溶融塩燃料炉を検討中です。大体80社ぐらいがこの溶融塩燃

料炉を開発しております。高速中性子炉と熱中性子炉がありますが、今日はこのうちの高速中

性子炉について中心にご紹介したいと思います。 

 最後は、高速中性子炉（高速炉）、こちらのほうは次のスライドでご説明をいたします。 

 産業界について、アメリカでは、しっかりと全体的なビジネスプランの中に高速炉技術を盛

り込んでおります。GE PRISM REACTORというのがあります。こちらのほうはもうエネルギー省

と協力して1990年代から開発しております。それからまた日立とも提携しております。これは

発電出力300MWeのものです。 

 右下ですけれども、こちらはゼネラル・アトミックスのガス冷却高速炉です。こちらは相対

的に新しいものです。この炉の設計は4年ほど前に開始されております。 

 また、真ん中の下のほう、これはテラパワーの原子炉で、ナトリウム冷却高速炉で発電出力
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550MWeです。非常に成熟に近づいておりまして、ゼネラルエレクトリックのPRISMに近づいて

きております。 

 最後にご説明したいことが、いわゆるマイクロリアクターというものです。こちらは概念と

しまして、宇宙用の原子炉として検討されてきています。大体、発電出力2MWeから始めまして、

そして大体最高で5あるいはまた10MWeぐらいまでのものです。実は我々も驚いたんですけれど

も、今まで予想もしてこなかったのですが、小さい炉についていろいろと関心を呼んでおりま

す。例えばアメリカの大きなデータセンターが、こういうマイクロリアクターを主要な電源と

したい、そして普通の電力網のほうは、バックアップに使いたいと言っている例があります。

ということで、この技術は、もしかするとこれから5年ないし、あるいは7年ぐらいで実用化す

るのではないかと考えております。 

 それでは、次のスライドにまいります。 

 高速炉はご存じのようにたくさんあります。 

 右上に関しましてはナトリウム冷却炉です。GE、テラパワー、それから、お伝えしていなか

ったんですけれども、高速炉で発電出力100MWeのものが先進炉にあります。 

 テラパワーの目的、それからARC-100の狙いですが、この炉心の寿命は30年を考えています。

これは極めて難しい課題ですが、可能ではないかと考えています。燃料のシャフリング、増殖、

燃焼でできるのではないかと考えています。難しいのが材料になります。まだ適切な材料が揃

っていません。30年炉心の中で使えるものがまだ確立していません。 

 そして左側です。ガス冷却炉も30年の炉心を考えています。興味深いのは、シリコンカーバ

イドを被覆管の材料に使っています。それによって長期間照射されても耐えられるものになる

かもしれませんが、今後実証していく必要があります。 

 下の部分です。溶融塩炉のベンダー2社を紹介しています。 

 1つが、テラパワーで、サザンカンパニーと提携しています。つまり、アメリカの電力会社

と提携しているということです。最近1,500万ドルを研究開発費としてアメリカ政府から供出

しています。そして、研究を続けていく場合は3,000万ドルまで受け取る可能性があります。 

 Elysiumもありますが、これも高速炉で、溶融塩を冷却剤に使います。 

 次のスライドです。 

 DOEは新しいプロセスを構築しています。イノベーションの加速化のためのゲートウェイ、

ゲインになります。 

 これは、プログラムではなくプロセスになります。つまり、これは研究開発の仕組みとなっ
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ており、主要な課題に取り組んでいくためのものです。 

 原子炉を実際に市場に投入する際の課題、例えば商用化するまでの時間、研究開発のための

設備、これは我々の国立研究所の敷地にあります。また、技術の成熟度レベルを上げていくと

いうこと、それから、規制の観点からの支援を提供するということなどが課題となります。 

 原子力のイノベーションを推進するためには、コンタクト先を1つにする必要があるという

ことで、アイダホ国立研究所をそれに指定しています。専任のチームが構築され、我々の研究

所で研究などを行っていくための活動を行っています。我々が作業の8割を行って、申請する

側の組織が、プロジェクトの20％の予算を賄わなくてはなりません。また、NRCとの連携も進

めています。 

 このプロセスで重要になってくるのは、これは官民のパートナーシップであるということ、

つまり民間企業が政府とともに連携をしていくということです。そして、合理化した形で主要

な技術的な課題に取り組んでいくというものになります。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 国立研究所ですが、様々な能力を備えています。モデリング、シミュレーション、インフラ、

コンピュータコードの検証、ここが研究開発プログラムの中でも主要な部分になっています。

横断的な設計の支援、サイバーセキュリティへの対処、またヒューマンファクターへの対処も

行っています。また、デジタルインターフェイスも対象です。 

 また、規制のNRCとの接点、また許認可の枠組みなど、NRCと連携をしながら、様々なNRCの

疑問点に答えていきます。 

 燃料サイクルに関しては、先進型炉だけではなく軽水炉に関しましても支援をしていきたい

と考えています。 

 実験設備、必要な燃料をそろえていく、そして計装計器類、材料科学、そして願わくば、新

しいナトリウム冷却高速試験炉、これをゲインの傘と呼んでいます。企業が国立研究所とどの

ようにして接点を持っていくのか、研究を進めていくのかというためのエンゲージメントのプ

ロセスになっています。 

 高速炉のプログラムについては様々な目的があります。右側に出ていますが、研究開発のイ

ンフラ、試験炉、データ及びナレッジマネジメント、これは非常に重要な分野になります。こ

こはかなり注力をしていかなければいけないと思っています。何千という文書類などがデジタ

ル化されていない、保存されていないという状況です。職員が離れる場合もあります。という

ことで、プログラムを作り標準化をし、またコンピュータフォーマットにしていくための活動
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をしています。 

 また大学のプログラムということで、次世代のエンジニアの育成を行っていきます。年間約

6,000万ドル使っていまして、これは研究助成金ということで大学に提供しています。原子力

エネルギー大学プログラムという名称です。 

 また国際連携も重要になっていきます。 

 次に高速炉の商用化における課題について、まず、資本コスト、そして許認可の枠組みです。 

 今現在、アメリカの許認可の枠組みについては、軽水炉以外のものに関しては、まだ初期段

階にしかありません。ということで、NRCと密に連携をしていきながらここの作業を進めてい

ます。 

 そして資本コスト、総事業費の削減が重要です。先進的な設計に基づくコンポーネント、メ

ンテナンス、また次世代の先進型炉には先進型の材料が必要です。つまり、何十年という照射

に耐えられるようなものが必要です。 

 また、効率的なエネルギー変換システム。実証型の超臨界CO2ユニットの開発を行っていま

す。これはナトリウム冷却炉にぴったりです。原子炉出口温度に対して45％の熱効率はを達成

することも可能です。 

 先進型炉は、その原子炉のシミュレーションにより設計していく必要があります。私の部局

にありますが、先進型の軽水炉プログラムに関しましては、事故に耐えられる燃料の開発プロ

グラムを作成しています。NRCと連携をしながら、許認可の期間を短くし、先進型の被覆管や

燃料を軽水炉に導入するための活動を行っています。同時に、NRCにはプログラムの中に最初

から入ってもらい、我々が行っていく実験や試験が、NRCが求めているものと合致しているの

か、確認してもらっています。 

 こういったことを報告書にまとめてNRCに渡すような形で初期の段階から連携しております。

これは、高速炉でもやってまいります。 

 今、新しいプログラムを始動しています。これは、許認可のプロセスをさらに加速化すると

いうものです。 

 許認可の問題につきましては安全性、それから研究開発による評価ツールの検証する、確認

が非常に重要です。これについては最近、NRCとともに共同でコンピュータコードを作成して

います。そしてこのコードを利用して許認可プロセスをやっております。これは非常に大きな

変革となります。今までとは相当違ってきている点です。 

 次のスライドをお願いします。 
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 アメリカはこのナトリウム冷却高速炉について、かなり長い歴史を持っております。EBR－

Ⅱについては30年以上の経験を持っています。技術は、少なくとも実証炉についてはもう準備

ができております。それからこのFFTFは酸化物燃料を使ったループ型炉であり10年以上運転し

ております。ですから、EBR－Ⅱとは違います。 

 EBR－Ⅱの燃料は金属、でプール型炉です。ですから、両方の炉型の経験があります。両方

とも非常に安全に運転できております。 

 ただ、今後新しい高速試験炉が必要であると考えております。これをバーサティルテストリ

アクター（多目的試験炉）と呼んでおります。我々は様々な試験をやってみたいと考えている

んです。 

 次世代のナトリウム冷却炉を実証するためには、非常に高い燃焼度が必要で、新しい燃料の

開発も必要です。我々の場合は、金属燃料が良いのではと思っております。 

 燃料の中でもナトリウムボンドを使用しないものが必要です。今までのところ、ナトリウム

ボンド形のものを使っておりますが、ナトリウムボンドを使用しない燃料では今後材料につい

て多くの試験を重ねる必要があります。 

 重要なことは、特に酸化物分散型といった、先進材料が必要であります。こういう材料を開

発、試験をし、そして検証できれば400dpaまで可能ではないかと考えております。テラパワー

も30年ほどの炉心の寿命は達成可能だと言っています。ただ、こういうナトリウム冷却炉だけ

が高速炉ではありません。ウエスティングハウスでは、この鉛を使った高速炉も開発中で、最

近説明を受けました。 

 ご存じのように、ロシアは幾つかこういったものを開発しまして、そして潜水艦に用いてお

ります。今実証用の炉を建設中だと理解しています。また高速炉には、溶融塩炉もあります。

その検査については、燃料が溶融塩の環境の中に存在する状態で試験しなければいけない、こ

れが非常難しい点です。ただ、我々の設計においてはこういった種類の実験でも可能であると

考えております。世界的には今1つしか高速炉の照射試験で使えるものはなく、それはロシア

にございます。 

 次のスライドをお願いします。 

 多目的試験炉（VTR）について幾つか申し上げます。 

 これはナトリウム冷却炉でありまして、金属燃料を使います。 

 現時点で、今ちょうど3年間の設計プログラムを始めております。キックオフということで

設計を去年4月に始めました。今年から、議会からの資金を得て、今までの炉の設計について
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包括的な検討をも行っています。 

 右側の図、こちらは概念図になります。 

 炉心の設計においては、ハイフラックス、4×1015というフラックスになります。これは非

常に大きなdpaにしたいと考えているからです。 

 少なくとも1つのループを設置し、その中に溶融塩、それからまた鉛ビスマスその他の冷却

材を用いていきたいと考えております。 

 原子炉の設計におきましては、実験用に長尺燃料の炉にしたいと思っています。今0.9メー

トルです。フラックスとしては4×1015です。 

 それからまた、いろいろな試験を同時にやっていきたいと考えております。 

 右をごらんいただきますと、この炉の設計ですけれども、黄色の部分が燃料集合体で、今は

6の集合体のエリアがありまして、そこで燃料の試験が可能です。 

 一番最初に申し上げましたけれども、このドライバ燃料は金属燃料でありまして、次のスラ

イドの後でご紹介をしたいと思います。 

 次のスライドですけれども、いかにこの原子炉のサイズを決めるのが難しいかということで

す。非常に高いフラックスが必要ということになりますと、やはり相当プルトニウムの濃縮が

必要です。そうでなければ、非常に大きな炉が必要になります。 

 炉心サイズにつきましては250から300MWeぐらいというふうに考えております。 

 次のスライドをごらんください。これは燃料の構成の全体像です。 

 一番有名なものが、20％プルトニウム、5％（濃縮）ウランの燃料で、これがベースライン

の設計となります。ただ、このような炉心の経験がありません。 

 一番下のもの、U－10Zr、この20％（濃縮）ウラン炉心、これを最初にやってまいります。

徐々に段階的にウラン・プルトニウム炉心に恐らく3年ぐらいかけて移行していきたいと考え

ております。 

 資料に書いてございませんが、最初の燃料はナトリウムボンド型ですが、将来的にはナトリ

ウムボンドを用いない燃料にしたいと考えています。ただ、金属燃料ではまだまだ準備ができ

ておりませんので、徐々に5年ないし7年間かけてやっていきたいと考えております。 

 それでは、次のスライドをお願いいたします。 

 アイダホの国立研究所のインフラが重要になってきます。そこで過渡試験ができるようにな

っています。アイダホにあった原子炉で、もう30年、40年使っていますが、TREAT炉、トラン

ジアント・テスト・リアクターを最近また起動しており、昨年11月に臨界に達しています。 
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 この炉ですが、非常に重要です。試験では、高速炉の燃料の破損状態だけではなく、軽水炉

の燃料の破損状態を見ていくという意味でも重要です。 

 再起動した理由は軽水炉の事故時耐性の高い燃料を実証するためです。パルスとしては20ギ

ガワットまでということになります。 

 次、お願いします。 

 少しプール型対ループ型の設計について説明をしておきたいと思います。 

 どちらも非常に安全です。どちらも優れた原子炉です。ですが、特徴がそれぞれ違っていま

す。 

 ポンプ、熱交換機がループ設計の場合は原子炉の外になります、ご存じのように。より小型

化が可能です。そうしますと、コストを削減することが可能です。 

 プール設計になりますと、より大きな容器になっていきます。多くのポンプが中に入ってき

ます。それによって配管部からの漏えいを防止することができます。また、原子炉の中で崩壊

熱の除去機能を持つことになります。 

 試験炉に関しましてはプール型設計でいこうと提案しています。ループ型設計では、同じ試

験ができないということではないのですが、プール型設計のほうが我々は経験が多いというこ

とで、そちらでいくことにしています。 

 次です。 

 今まで高速炉で使ってきた燃料をリストアップしています。 

 EBR－Ⅱでは金属燃料で非常によい性能が出ています。酸化物燃料をFFTFで使っています。

これもやはり非常にいい性能が出ています。したがって、どちらかを優先する必要はないと思

っていますが、経験には差がでています。 

 最後になります。 

 アメリカ政府、DOEは、トランプ大統領の指針に基づいて、官民のパートナーシップを推し

進めています。そして、次なる先進型炉を追求しています。これを加速化していきたいと思っ

ています。 

 民間企業の方が、こういった技術の加速化を、国立研究所よりもできると思っています。 

 シンプルな例を挙げたいと思います。国立研究所が溶融塩のループをつくる際には、500万

ドルかけて非常に大きなループをつくっていきます。テラパワー、サザンカンパニーは8つの

小さなループを作って、国立研究所と同じ実験を行っています。 

 民間企業の考え方は国立研究所とは違います。私は何年間か国立研究所で働いたこともあり
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ます。民間企業は、考え方やアプローチも異なるため、官民のパートナーシップの結果、非常

に良いものが出てきています。そして、一緒に原子炉の実証をしていくですとか、その実証の

ための資本を我々は出すことができます。以前は、50：50でコスト負担をしていこうというこ

とを提案しましたが、それを今後やっていくかもしれません。 

 サプライチェーンも重要です。年間6,000万ドルを拠出することで必要な専門家が入ってく

ることができると思っています。そして、将来を担ってくれる人材になっていくと考えていま

す。 

 また、インフラも鍵となります。インフラは高価なものですが、十分慎重に選んでいくこと

ができれば、また実験のスクリーニングをきちんと行うことで、短期間で多くの成果を出して

いくことができます。 

 TREAT炉の再起動は2年半で達成できました。予定よりも6カ月前倒しでできました。またVTR

はまだコミットはしていないのですが、討議をしています。そして、10年後には試験炉が使え

るかもしれません。そのためには民間企業の協力が必要となります。 

 以上となります。 

 ご質問がありましたらお願いいたします。 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。大変包括的で興味深いお話をお伺いすることができました。あり

がとうございます。 

 たくさん聞きたいことがあるのでは思いますけれども、それでは、質疑応答の時間に入りた

いと思います。ご発言される方は、お手元にありますネームプレートを立てていただければと

思います。 

 それでは、増子審議官からお願いします。 

○増子審議官 

 大変貴重なお話ありがとうございました。文部科学省の審議官の増子と申します。 

 いろいろご説明ありまして、また、いろいろな炉型の図を見せていただきましたが、今後の

方針として、まずはそれぞれの炉について小型のモジュール炉を施工していく方針なのかと思

ったのですが、その考えでよろしいかということと、それぞれいろいろな炉型についての研究

開発を進められていると思うんですが、特に人的・予算的リソースを特に強化している炉型が

あれば教えていただきたいというのと、それぞれの炉型について、全て再処理も含めた核燃料

サイクルという視点で考えておられているのか、それについて教えていただけたらと思います。 
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○ヘルツェック次官補代理 

 ありがとうございます。 

 大学プログラムは発表していきます。どの研究分野というものを求めているのかを出してい

きます。大学は提案を提出します。それぞれの分野に関する提案を提出していきます。我々は

1つの技術だけに焦点を当てているわけではありません。先進型の燃料にも焦点を当てますし、

モデリングやシミュレーションにも焦点を当てています。炉心の設計にも、溶融塩であっても、

ナトリウム冷却であっても、ガス炉であっても焦点を当てています。基本の材料科学にも焦点

を当てていまして、そして燃料サイクルは少し焦点を絞っています。 

 燃料サイクルに余り焦点を当てていないのは、我々は、燃料をどうするのかということを十

分に理解していますし、恐らくは現時点で必要な情報はそろっていると考えています。 

 新しい人材は育成する必要があります。ただし、いずれは入ってくるだろうと思っています。

今はより設計、オペレーション、材料、モデリングに今は力を入れています。 

 例を挙げたいと思います。いい例になるかと思いますけれども、最近、インディペンデン

ト・リサーチ・プログラムというものに対して300万ドルの予算をつけていまして、溶融塩の

技術に関係している問題、例えば腐食ですとか、高温にさらされる材料ですとかモデリング、

シミュレーション、検証、許認可といったようなところに目を向けています。それが一つのプ

ログラムです。恐らくはほかにも30ほどの大学プログラムがあって、高速炉の様々な様相、燃

料、被覆管などを見ています。大学は制限があります。実験設備がないからです。ということ

で、国立研究所に招いて実験をしてもらうようにしていただいています。よろしいでしょうか。 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。 

 それでは、森山さん、お願いします。 

○森山研究官 

 大変興味深いご説明ありがとうございました。 

 1つご質問したい点は、アメリカでは様々な先進型の原子炉が多くの民間企業によって提案

され、活動がされていますが、新しい原子炉の開発には長い時間と多くの資金が必要なわけで

すけれども、こういったことが民間企業によって先導的に行われている背景や理由について、

もし何かあれば教えてください。よろしくお願いします。 

○ヘルツェック次官補代理 

 2つのいい例をご紹介したいと思います。 
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 テラパワー、この会社はビル・ゲイツがつくった会社です。このテラパワー、ナトリウム冷

却、2010年ぐらいから試験炉をやっておりますけれども、会社のほうは2009年発足だったかと

思います。 

 彼は、この炉の開発というのは将来のビジョンであると考えておられまして、別にお金を儲

けようと考えているわけではありません。 

 私の理解ですけれども、彼が興味があるのは、世界を助けたい、クリーンな安全な電力を提

供したい。核分裂物質の拡散を防ぎたいということで、この30年の炉型のビジョンなんです。

彼の今までのアフリカの取り組みを見てみますと、恐らくこういった炉を国の開発に届けられ

れば、そうすると市場に対して導入が加速でき役に立つと考えているのではないかと思います。

ですから、テラパワーはお金儲けというよりも、世界のためにいいことをしたいという発想な

わけです。 

 それから、もう一つ会社がございます。私どもも資金提供しました。1,500万ドル今まで提

供しております。エクスエナジーという会社です。この会社は何をやるか、ベブルベッド、ガ

ス冷却炉です。投資としてはもう2,000万ドル以上、自己資金を投じて設計、燃料の作業に当

たっております。私どもも非常に緊密に連携をしております、燃料の分野におきまして。この

会社は特にもっともっと資金投資は問題ないというふうに考えているようでありますが、ぜひ

これから小型炉の導入を加速したいと。70MWeレンジのもの、例えば石油会社あるいは掘削会

社あるいは鉱業の会社、あるいはまた淡水化の会社ということを考えておりまして、いろいろ

なモデルがあります。 

 エクスエナジーは利益を当然求めておりますけれども、テラパワーのほうはどちらかという

と人類のためということを考えているわけです。 

 以上です。 

○森山研究官 

 ありがとうございました。 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。 

 次、小澤さん、お願いします。 

○小澤調整官 

 ありがとうございました。非常に包括的なご説明をいただきましてありがとうございました。 

 率直にお聞きしたいんですけれども、今、プログラムの中で高速炉についてのいろいろな可
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能性を追求されていると思うのですが、その中で軸になるものは何かというと、私は、ナトリ

ウム冷却の金属燃料をプールデザインでやるというのが恐らく軸じゃないかなと思ったのです

が、その理解は正しいでしょうか。 

○ヘルツェック次官補代理 

 間違いなくテラパワーが選ばれてはいます。その方向に行った理由ですが、燃料における運

転の経験が十分にあったからだと思います。今追求している設計というのは、FFTF設計のコア

になります。ですが、金属燃料を使っています。ということで、組み合わせているわけです。

長期に割とある炉心と金属燃料を組み合わせています。ですから、それをプールでやっている

わけです。なぜプールを選んだのかはわかりません。ですが、プールは経験が十分に培われて

きたのでいいと思います。ループは、日本では経験が豊富にあるかと思います。ですが、これ

は何になじんでいるのかということだと思います。安心して使えると思えるものなのか、間違

いを犯したくないわけです。 

 試験炉に関しては、先進的なものというよりは標準的な金属燃料、大きな高いフラックスの

試験炉になります。10年、15年、30年の炉心ということではなく、テストのためだけというこ

とになります。間違いを犯したくないわけです。実証済みの技術ということで使っているとい

うことです。 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。 

 それでは、フロントのほうもどうですか。富岡さん、お願いします。 

○富岡事務局長代理 

 電気事業連合会の富岡です。 

 プレゼンテーション、大変わかりやすく、ありがとうございました。 

 1つ質問があるのですが、説明の中に幾つか大学の役割というのが出てきたように思います。

もう少し具体的にお聞かせいただければと思うんですけれども、1つは、10ページのところの

トレーニングというところで大学の役割というようなことのご説明があったように思うのです

が、どのような目的で、どのような内容のトレーニングを、どのぐらいの人数とか年数とかや

られるのか。そのときに、大学の役割というのはどういうものなのかというようなのが1つ。 

 それから、これとは別に、炉の開発において大学の役割というのは、DOEとの関係、あるい

は民間企業との関係でどのような役割というか契約関係を担っているのかというような、大学

の役割についてもう少しご説明いただけますでしょうか。 
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○ヘルツェック次官補代理 

 ご質問ありがとうございます。 

 そのご質問ですけれども、ちょっと逆からお答えをしたいと思います。大学の役割、炉にお

ける役割からですけれども、我々、今後、設計、炉型の設計、VTRの設計を進める中で主要な

大学グループとともに、こういうふうな設計を進めていきたいというふうに考えています。大

学というのは、単に炉の設計について大学でやるというだけではなく、我々のワーキンググル

ープミーティングでも参加いただいて、そして、ぜひ我々のゴールはどういうものか理解いた

だきたい。それから、我々の計算はどういうものかを理解してもらいたい。そして、安全解析

もやってもらいたい。我々の設計者とともにコードを渡してやってもらいたいと思っているん

ですけれども、私の個人的な希望としては、やはり重要なことは、コンピュータコードの検証

なんです。私、やはり今の大学というのは学生、コンピュータゲームが答えですよと言うと思

うんです。適切で正しくなければいけないと。ただ、そうじゃないと私は思うんです。計算は、

計算機を使ってやるのですが、手計算でできなければやっぱり駄目だと思うんです。というこ

とで、学生に現実を見させる。そして、本当にこういう炉の設計をさせてみる。そうすると、

これもあって我々、今後の学生の教育にもなると思います。 

 それからまた、数ということをおっしゃいました。その人数ですけれども、これはなかなか

お答えがしづらいんですけれども。といいますのは、ケースによっては、我々が出す大学、30

万あるいは50万ドルぐらいが年間の助成金の額ですけれども、一部大学の間接費に行く、それ

からまた院生にも行きます。ということで、平均で助成金1本当たり2.5人の学生になります。

年間で大体25、30本ぐらいの助成金を出しておりますので、そういったことでよろしいでしょ

うか。50人、60人ぐらいということになります。 

 それから、大学の役割ですけれども、大学の役割は、しっかりと学生が学んでもらうという

ことです。結局は検証のポイントに戻るわけですけれども、私、ほんと検証は重視しておりま

す。重要だと思っております。これは全てのコンピュータコード、各国が使えるものですけれ

ども、これは我々アメリカでもやっているわけです。ということで、私ちょっとこだわってい

る点です。 

 以上です。 

○村瀬部長 

 ありがとうございます。 

 それでは、私のほうからも1点質問させていただきたいんですけれども、国際協力の可能性
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についてお伺いしたいと思います。 

 プレゼンの中でも若干触れていただいたかもしれませんけれども、今、高速炉の開発、この

会議自体、日本の高速炉の将来に向けたロードマップを策定するというために議論を今やって

いる会議体なわけですけれども、それぞれの国で高速炉の開発は進んでいる。それぞれの国の

持っている経験、それから目的、狙いということによって、それぞれの国のフォーカスしてい

るポイントが、それぞれの国でスケジュールも含めて異なっている状況かと思います。本日、

アメリカの状況を大変詳しく教えていただいて、我々にとっても大変示唆に富むお話をお聞か

せいただいたわけですけれども、それぞれの国で今進んでいるプロジェクト、研究活動と、ア

メリカがやっておられる活動との連携の今後の可能性、どういうところがより深く連携をして

いける余地があるのか。ただ、特に我が国を意識していますけれども、我が国に限らず複数の

国での連携の可能性ですとか役割分担のイメージとかというものがもしおありでしたらお話を

お伺いさせていただければと、このように思います。 

○ヘルツェック次官補代理 

 ありがとうございます。 

 2006年、私は新しいプログラムの確立を要請されました。ほかの国と国際連携を燃料サイク

ルで行っていくもので、佐賀山さんと一緒にいろいろなミーティングに参加をして、最初にア

クションプランをつくっていきました。グローバル・ニュークリア・パートナーシップ・プロ

グラムの中でやっていきました。常に日本とはいい連携をしてきました。非常に順調に進んで

いました。2006年から2011年ぐらいまで。福島の事故以降、研究所にリソースが十分にないと

いうことで、その連携を続けていくことができなかったわけですけれども、CNWGを通じて、そ

の連携を拡大しています。そして、幾つかの分野で作業を進めています。より連携をしていき

たいと思いますし、分野としては高速炉としても連携をしていきたいと思います。高速炉でも

連携したいと思います。 

 また、多くの日本の方々がDOEに行って、設備を使っていく方法について討議をしてきまし

た。その中でも、例えばナトリウムポンプのテストをしていくような設備、日本にはあるんで

はないかという話をしてきました。プレゼンテーションの中でも申しましたけれども、コンポ

ーネント、機器が非常に重要だというお話をしました。日本は原子炉やポンプといったような

ものをつくるのに極めて長けています。ということで、日本とそこで連携していくことの可能

性を見ていきたいと思っています。 

 また、多国間の連携についてですが、私は多国間連携には余り目を向けていません。言葉の
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問題があるからです。余りにも大変だからです。できれば、二国間の連携を進めていきたいと

思います。よりフォーカスを絞ることができますし、両者にとってのメリットも大きいように

思います。また、物事が早く進んでいきます。お互いやりたいことがあってやっていけます。

第三者が入ってきますとどんどん難しくなっていきます。私は余り多国間連携は進めていませ

ん。場合によっては、その方法しかない。ITERなどがそうですけれども。私もあと寿命も何年

かしかないので、何か成果を出して、5年、10年でやっていきたいわけです。20年かけたくは

ないわけです。ということで、できれば二国間でやっていきたいと私は思っています。上司は

考え方が違うかもしれません。できれば、私としては二国間でやっていきたいと思います。 

 目標やフォーカスのところですけれども、どんな連携においても、両者にとってメリットが

なければないといけないと思います。一方だけがメリットを享受する状況であってはいけない

と思います。これでよろしかったでしょうか。 

○村瀬部長 

 ありがとうございます。では青砥理事御願いします。 

○青砥理事 

 中身の濃いご講演ありがとうございました。 

 私の1つの質問は、発表の中で、新しい炉型、あるいはその新しい炉の導入の条件としては、

商業的な実現可能性というか、民間の力が一つの大きな環境条件になっているというお話をさ

れたと思います。その中でも、当然ご存じのように、原子力のプラントをつくろうとすると、

かなり多方面の支えられる産業が必要になります。サプライチェーンというふうに言いかえて

もいいですけれども、そのサプライチェーンの整備については、国としての関与はどうされて

いるのでしょうか。いろいろな大きな設計とか、炉の開発には多くの投資家がお金を出したり

力を込められているのは聞いたんですけれども、それを支えている様々な技術の部分というの

はどのように整備されていこうとしているのか少し教えていただければと思います。 

○ヘルツェック次官補代理 

 ご質問ありがとうございます。そう簡単にお答えできるご質問ではありませんが、ちょっと

やってみます。 

 最近、我々つくっておりますのが、AP－1000プラントです。アメリカにおいてこれをつくっ

ております。主要な大きな問題は、インフラがないという点です。人材もいない。そうすると、

結局、NQA－1スタンダードのバルブやポンプの製造が非常に大きな問題となります。アメリカ

政府は業界に対しまして、こうした問題は解決してほしいと言っております。 
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 ちょっと我々びっくりしたんですけれども、我々、ぜひ集まって連携し、NQA－1スタンダー

ドについて話をしてほしいというふうに、これは工場、そのパイプ工場だったんですけれども、

私どもほんとにたくさんの企業が来てくれました。ぜひ一体何をしなければいけないのか、そ

うするとNQA－1が達成できるのかということを知りたかったんです。ということで、アメリカ

政府がぜひこれから5年でNQA－1スタンダードを確立したいというふうに言ったとき、このバ

ルブ産業に対して言ったとき、本当に企業、もう列をなしてやりたいというふうに言ってきた

わけです。今はまだ人材はありません。しかし、ぜひこれから学びたい、そして資金も出した

い。そういったところまで行きたいというふうに考えているわけです。ですから、日本はちょ

っと違うかもしれません。しかし、アメリカにおきましては、我々がこういうふうにプログラ

ムを始めると、こういうふうに議論をしたい、原子力的な質のこういうふうなコンポーネント

について確証を持ちたい。会議を催す。そうすると、多くの企業が、ぜひやりたいということ

で、非常に資金までも出したいと言ってくれるわけです。各層化するということであれば、

PPP、官民連携で複雑な装置もできるかもしれません。まだナトリウムポンプも30、40年つく

っていませんけれども、日本はやっています。ということで、日本に来るかもしれません、わ

かりませんけど。これでお答えになったでしょうか、わかりませんけれども。 

○青砥理事 

 ありがとうございます。少し国の環境が違うのかもしれませんけれども、今言われた原子力

級の検証のレベルについての講演を催されたときに、多くの企業が参入されるというか興味を

持たれていた。そのレベルを考えますと、その前にそういうNQA－1というか、そういうレベル

のものを皆さんが欲しがらないといけないと思います。そういうレベルを達したいと思わない

といけないんですけれども、それに対して国は何らかのイニシアチブというか主導性を発揮さ

れているのでしょうか。今後、原子力分野については広がっていくというサジェスチョンとい

うのか、そういったものがその前にあったりするのでしょうか。それとも、今言われたパイプ

にしろバルブにしろ、こういうレベルのものが必要なんだというと、自然発生的にその業界の

方々が集まってくれるということを話されたのでしょうか。 

○ヘルツェック次官補代理 

 それでは、ちょっとこのプロセスについてご説明したいと思います。アメリカにおいては、

こういうふうなプロセスを使っております。 

 我々使っておりますのは、提案方法で情報リクエスト、RFI（Request For Information）と

いうのを使っております。この提案の中で、我々が聞きますのは、これこれを出す能力、提供
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能力がありますかと聞くのです。企業はそれに対して答えるわけですけれども、X、Yはありま

すけれども、Zはありませんというお答えをしてくるわけです。X、Y、Z、やらせてくれればや

りますということで2つのプロセスになっております。最初は我々のほうで関心を持っている

人たちに対し質問する。それの答えを持って次のリクエスト、これはリクエスト・フォー・プ

ロポーザルです。これを出すわけです。ということでお答えになりましたか。 

○村瀬部長 

 ありがとうございます。 

 それでは、畠山課長、よろしくお願いします。 

○畠山課長 

 ご説明ありがとうございました。3点あります。 

 1つは、今日ご説明にあったように、現在、様々な炉型の開発というのが民間主導でされて

いるということだと思いますけれども、その実用化に向けてどのように絞り込んでいくのか、

どういう方法で絞り込んでいくのか、それから、それは誰が絞り込みを行っていくのか、これ

が第1点目です。 

 2点目は、何度か電力会社、サザン電力とか電力会社オペレーターにも言及がありましたけ

れども、こういう新型炉、革新炉の開発において、オペレーターというのはどういう役割を果

たしておられるのか、それが2つ目です。 

 それから3つ目は、こういう研究開発と、最終的にそれが市場化されたときの制度的な措置

なんですけれども、研究開発をする企業からすると、それが最終的に市場で競争力を持つもの

になるのかどうかというところに関心があると思うんですけれども、開発しているほうは、そ

れは最終的には、特に制度的な措置なくてもコンペティティブだというふうに考えてやってい

るのか、それとも一定の政府の政策を前提に考えているのか、このあたりは政府とどのような

話をしておられるのか、このあたりについてお伺いできればと思います。 

 以上です。 

○ヘルツェック次官補代理 

 ご質問ありがとうございます。順番に答えていきたいと思います。 

 アメリカ政府は、1つの技術を優先するということはありません。政権、そしてこのマネジ

メントCMBは、特に勝者、敗者を決めることはないよねと、それははっきりと言ってきます。 

 例えば予算のプロセスで使っている文言を見ていただきますと、明確にバイアスのかかって

いない表現を使っています。技術の資金供出に関しては、そういうバイアスのかかっていない
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文言を使っていますが、我々は人間です。どうしても偏見というのもあります。 

 絞り込みに関してですが、炉型の絞り込みですが、賢明な形で資金を使っていく必要があり

ます。何百万ドルを成功しないものにあてがうということはしないわけです。例えば鉛冷却の

作業をしているのは、1社だけでも、これは機能する技術ということがわかっているので作業

していきます。ハードルはありますけれども、バランスのある形でこの作業をしていくことは

必要です。特に敗者、勝者は決めていません。ですが、メーカーから聞こえてくるんですけれ

ども、自分たちの技術が勝つに決まっているというふうに言ってきます。 

 サザンカンパニーと話をすると、溶融塩炉を勧めている理由は、経済性があると信じている

からです。燃料は冷却剤の中にあるので、燃料炉のところに許認可も必要もないと考えている

ようです。規制が何と言ってくるか見ていこうというふうに言っています。どうなるかわかり

ません。本当にわかりません。 

 原子炉の炉心の中に核生成物があるというのは一つのことなんですけれども、外に出ていき

ますと、この材料のアカウンタビリティに問題がありますので、これはNRCも計量管理が必要

です。可能性はあるということで資金は出すかもしれません。テラパワー、サザンカンパニー

はこの技術にかなり、我々以上に資金を出しています。我々は1,500万ドル今まで出してきま

した。それをはるかに超えるような資金も今まで彼らは出しています。これは、長期的に有望

だというふうに考えているわけです。短期的な視野ではありません。ただし、我々はそこは判

断できません。資金を出して、許認可が取れて、そして経済性があるということが示すことが

できれば勝者になっていくと思います。 

 サザンカンパニーや事業者が開発にどう関わっているのかなのですが、これは設計のところ

で重要です。特にメンテナンスで重要になってきます。軽水炉のメンテナンスを考えますと、

かなりのコストがかかっています。ビッグデータなどを使って、例えばエクセロン社ですが、

ビッグデータを使って問題解決を図ろうとしています。それによってコスト削減を図ろうとし

ています。 

 例えば、漏えいしている弁があったとします。早く交換するかもしれません。後でアウテー

ジがないようにということで、早く交換するかもしれません。事業者は重要な役割を果たして

いきます。設備の維持をしていかなければいけないからです。ポンプの交換をするのは彼らで

す。ということで、その交換をするということが必要だということであれば、それは早く知っ

ておきたいと。 

 商用化するから、競争力のあるものについてどう決まってくるのかという話ですが、原子炉
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をつくっている企業というのは、ある程度限定的です。競争は必要です。我々が選択するわけ

ではありません。ある技術を優先することはできません。許認可のところをお手伝いすること

はできます。 

 例えばニュースケールですが、正確な数字はわかりませんけれども、1億6,000万ドル、許認

可の支援のために出しました。これ、政府にとって重要な機能だというふうに認識されていた

からです。それ以外の技術に関しましては、例えばゲインのイニシアチブによって、その一部

が担われます。 

 最近、ファンディング・オプチュニティ・アナウンスメント（FOA）というのを3つ階層でし

てきまして、1つは3,000万ドルまで、2つ目の層が800万ドル、ゲインは100万ドルぐらいだっ

たと思います。創意工夫したアイデアを求めているわけです。 

 そして、提案書に関しましては、厳格なピア・レビューを行いまして、技術的に実現可能な

のかということを見ていきます。技術的な実現可能性を見ていきます。競争力ということでは

ありません。勝つかどうかということではありません。それでお答えになっていますでしょう

か。 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。 

 次、松野課長、お願いします。 

○松野課長 

 興味深いお話ありがとうございました。 

 私から2点お伺いしたいのですが、今のお話にもちょっと関係するかなと思いますけれども、

1つは、研究開発の成果の評価のやり方というのはどういうことになっているのかというのを

お伺いできればと思います。 

 先ほど、ある技術にバイアスを持って見ないように極力していらっしゃるというお話ありま

したけれども、そうはいっても研究開発を進めていった先に、その結果として評価をし、最終

的には勝者、敗者が決まっていくということだと思いますけれども、どこの段階で、どういう

ような評価のプロセスを組み込んでおられるのかというのをお聞きしたいのが1点目です。 

 もう一つは、それとも関係をしますけれども、研究開発の、先ほどプロセスのお話が少しあ

りましたが、政府のほうから技術としてXとYとZというものがあるのか、ないのかというのを

民間企業のほうに問いかけをされるというお話をされましたけれども、そのX、Y、Zというも

のを、どのようなレベルでお示しになるのか。つまり、具体的な要素技術の一つ一つのレベル
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で要求をされるのか、それとも、もう少し大きな、例えば社会的な、要するに、原子炉みたい

にいろいろあると思います、安全性だとか、例えば経済性もそうだと思いますけれども、どの

ようなレベルで国が民間に対して研究開発の方向性というか目標というか、そういったシグナ

ルをどのような形で、どのようなレベルで、どのような具体性を持ってお示しになるのか、な

らないのか、その辺をお聞かせいただければありがたいと思います。 

○ヘルツェック次官補代理 

 その提案の評価のプロセスは多段階のプロセスです。プロポーザルが入ってきます。そうす

ると、プロポーザルのプロセスなんですけれども、重要な項目のリストというのがあります。

その申請者のほうは、これこれの質問に答えなければいけないわけです。 

 最初のレベルは、一般的に言いまして、3人の独立専門家がこのプロポーザルを検討します。

そのマトリックスをつくります。各ベンダーでこういった質問にちゃんと答えているか。答え

ているということであれば、どれぐらいのレベルの詳細で答えているのか。これはどういった

ことかといいますと、そのベンダーはちゃんと言っていることがわかっているのかということ

です。こういったプロポーザル、こういう情報が別のチームのほうに渡されます。こちらは、

またミラーレビューというんですけれども、やはりその技術のメリットを見ます。まず最初に、

選ばれたプロポーザルについて、どちらのほうが一番そういう基準を満たしているか、近いか。

全部かもしれませんし、3分の1かもしれない。この2つのチームは、要は、基本的に、このプ

ロポーザルにはメリットがあるのか。その技術がA地点からB地点、C地点まで動いていくのか

どうかということを見ます。これは当然、技術的な専門家が考えます。 

 次のレベルはセレクション・ソース・オフィシャルということで3つのレベル。このセレク

ション・ソース・オフィシャルという人たちというのは、市場を見て、どの技術がひょっとす

ると一番早く実用化できるのか。そうすると、別のリクエストがあるかもしれませんけれども、

とにかく、この人たちはほぼ、結局勝者、敗者を決めるような人たちです。この人の役割とい

うのは、資金はやはり実用化に向けて賢明に使うということで、この3つのレベルがあります。 

 安全性、経済性、それからどのぐらいのレベルかということですけれども、特にプロポーザ

ルの中ではその詳細、その経済性とか安全性ということは検討はしません。確かに全然安全で

なければ、それはもう駄目です。例えばナトリウム冷却も炉をつくるということであれば、こ

れは非常にプラスだと、それはいいなということになります。ですから、こういったことは全

体的なプロセスで見るんですけれども、包括的な検討、こういった人たちというのはNDAに調

印すると、ずっと上の人たちまで、もうほかの人に話もできないということなので、十分な情
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報を出して、それでこのソース・セレクション・オフィシャル、これは今1人ですけれども、

一体何が一番有望な技術かということを考えます。 

 それ以上どういうふうに具体的にご説明すればいいかよくわかりませんけれども、要は、結

局、今後実用化できない、安全でない、それからまた経済性もないというようなことはもう選

びません。そういったものは必要要素です。この3つのステップのプロセスでやっていくとい

うことです。 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。 

 武田室長、お願いします。 

○武田室長 

 ご講演ありがとうございます。また、このための来日も本当にありがとうございます。 

 ご講演の中で、何度かNRC、原子力規制当局との連携について言及がございました。こうい

った高速炉を始めとする革新炉の開発において、NRCは一体どのような関わり方、役割を果た

しているかお聞かせいただければと思います。 

 より詳細な質問として、規制当局の独立性であるとか安全審査の独立性は一切揺るがすこと

ができないという前提がある中で、どのような協力における工夫をされているのかというのが

1つ。 

 また、今アメリカで研究されているものが、例えば冷却剤だけでいってもモルテンソルトか

らナトリウムからガスまで多様である中で、こういったものに対応していこうとすると、NRC

にとっても負担というのはなかなか大きいんじゃないかと思いますけれども、そういったとこ

ろをどのように工夫されているのか、アメリカの例をお聞かせいただければと思います。 

○ヘルツェック次官補代理 

 ごく最近ですが、NRCと関わるようになりまして、主にはニュースケールの許認可プロセス、

そして、この事故耐性燃料という部分です。 

 ニュースケールの認可に関しましては、ほぼベンダーにお任せしている状態です。我々はお

金だけをベンダーに出して、技術分析をしていってもらいました。 

 事故耐性燃料に関しては、驚いたことに、電力会社がベンダーをプッシュしてNRCに行くよ

うにと言っていました。我々は、NRCとの接触を持ったのは、この燃料の有効性は何かという

ことを聞いてきたということで、我々は我々の一般的な見解を伝えまして関心を持ってもらい

ました。そして、アグレッシブな頑固なスタッフが私のところにいまして、ベンダーもNRCと



 23 

会うべきだと言われたんです。そして、事業者がベンダーに対して、ベンダーがNRCに行くの

であれば一緒に行くぞと言ったわけです。というのは、この事故耐性燃料というのは、経済性

という意味で、特にローレベルの安全圏におけるメンテナンスという意味でメリットがあると

いうことで、例えば先行試験燃料を燃料集合体に入れて、これは2018年から作業していきます

が、ハッチでまず使っていきます。GEのものを使っていきます。それを原子炉の中で実際に使

っていきます。このプロセスにおける関わりというのは、1人のスタッフが先導していきまし

た。驚いたことに、NRCは受け入れてくれたんですね。というのは、情報を持っていなかった

からなんです。情報をとにかく必要としていました。 

 もう一つポイントがありまして、議会はNRCにプレッシャーをかけています。もっと早く作

業しろということです。ニュースケールに関しては、基本的にこの原子炉の認可を42カ月で決

めろと。政府が原動力となってNRCに対して、仕事をもっと早くしろと言ったわけです。でき

るんですね。お金がもっとかかるだけです。NRCが必ずしも全ての作業をするわけではありま

せん。NRCは、ほかの研究所、我々の研究所ではないんですけれども、一部の作業を委託して

います。ということで、ようやくこの状況としては、常識に基づいた関わり、コミュニケーシ

ョンですとか情報交換が行われているということです。今までNRCでは見られなかったような

ことです。 

 もう一つのご質問は、この独立した安全審査ですが、NRCのスタッフに、新しい技術の認可

をすることになりそうだということになったときには、スタッフを採用していきます。議会は

そのお金を出してくれます。ですが、独立したラボで分析をしてもらうための予算も確保する

必要があります。サンディア国立研究所、ニューメキシコのアルバカーキにありますけれども、

NRCの大きな委託業者です。DOEでサンディアの作業を全部やっているわけではありません。 

 技術の多様性についてですけれども、全ての研究所は、それぞれ専門性を持っています。例

えば溶融塩についてはオークリッジ国立研究所に行きます。そして、材料や腐食を見ていきま

す。我々もNRCも行きます。ただ、行ったときにはファイアウォールがあって、我々が話して

いる人はNRCの仕事はできない。同じ研究所かもしれませんけれども、人を区分けしています。

ということで、そこで独立した分析を担保しています。 

 ナトリウム冷却、アルゴンヌ国立研究所が専門性を持っています。アイダホ国立研究所も一

部専門性を持っています。それはちょっと難しいかもしれません。というのは、人が限られて

いるからです。人材が限られているからです。願わくは、VTRをつくったときに、一緒に共同

作業を進めて体系的な枠組みをつくっていきたいと思っています。彼らが一緒に仕事ができる
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ように、我々が設計をして、安全検査などをする際にです。まだ決まってはいないのですが、

そういった体系をつくっていきたいと思っています。そして、共同ミーティングを持って、何

をしているのかを伝えて、彼らは彼らの仕事ができるように、分析ができるようにしていきま

す。それでよろしかったでしょうか。 

○村瀬部長 

 よろしいですか。 

 それでは、西條課長、お願いします。 

○西條課長 

 文部科学省の原子炉課長の西條といいます。きょうは非常にすばらしいプレゼンテーション

ありがとうございました。 

 私のほうから2つお聞きしたいのですが、1つは、いわゆるゲインプロジェクト、ゲインプロ

グラムですか、ゲインなんですけど、民間の手法を活用すると、非常にすばらしい手法だとは

思うんですけれども、今までの新型炉の開発は、どちらかというとナショナルラボラトリを中

心に民間が参加というようなイメージだと思うのですが、これが民間が中心となるという形に

なって、ナショナルラボラトリの役割というのはやはり変わってきているというか、多分変わ

っていると思うのですが、その辺がどうなのかというところを教えていただきたいというのが

1つです。 

 それからもう一つは、新型炉開発、SMRが中心になっていると思うのですが、将来的に軽水

炉の代替となると、やはり大型炉が必要にはなるんじゃないかと思うのですが、これはSMRで

開発された技術を大型化するのか、モジュール化するのか、そういうことを考えているのか、

それとも、やはり大型炉には大型炉の開発というのが必要だというふうに考えているのか、そ

の2点について教えていただけますか。 

○ヘルツェック次官補代理 

それでは、ちょっと逆でお答えをしたいと思います。 

 小型モジュール炉ですけれども、これは、大きな投資を電力会社がしなければいけないとい

うことへの対策です。電力会社が数10、80億ドルコミットし1ギガの発電所をつくるというの

は非常に大きなリスクです。困難性としては、会社がもう本当に生きるか死ぬかということで、

破綻かどうかというようなことになってしまうわけです。小型モジュール炉といいますのは、

資金の問題を徐々に対応できるということで、モジュールを増やせばそれだけ資金がかかりま

すけれども、徐々に対応できるという利点があります。 
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 大きな軽水炉の将来は、本当に私も全くわかりません。ただ、新しい企業はどこも小型炉に

傾注しています。テラパワーの炉は最大の部類ですけれども、それでも550メガワットです。

1,000メガワット版はまだ設計できていません。エクスエナジーは、ぺブルベッドのガス冷却

炉で75メガワットです。それからサザンカンパニーは、溶融塩の原子炉で、20メガワットもつ

くれるし、50メガワット、300メガワットもできるというふうに言っています。ですから、ど

うも感じとしては、先端炉というのはどちらかというと方向性としては300メガワットとかそ

ういったレンジではないでしょうか。あるいはまた幾つかのモジュールでそういった300ぐら

いにするということです。なかなか現時点においては将来の予測は非常に難しいです。 

 もう一つのご質問、国立研究所の役割は変わりつつあるのかどうかということについてです

が、研究所は、ゲイン2社という部分、本当に多としてくると思います。といいますのも、こ

ういう作業をしてほしいというリクエストに対する関心、こんなことは考えたこともなかった。

80対20という資金シェアで我々のほうから資金を出すんですけれども、研究所のほうは3億ド

ルで会社側のリクエストに合わせて新しい分野の作業や研究をする。ゲインのインセンティブ

の話ではなく、テラパワーとの他の契約の話なんですけれども、我々、時に応じて検討してき

た押出式金属燃料について、5年前に、これをやってほしいところがあるかと言ったところ、

どこも手を挙げず、非常にフラストレーションを感じました。その後、この会社が来て、じゃ、

その機械、押出機を買いましょう、資金も出しましょうと言ってくれたんです。研究所のほう

は本当にびっくりしてありがたいということで、現在の状況としては、研究所の役割は変わり

つつあります。これは要は、今までの固定概念を破っているということです。特にテラパワー

といった業界のほうは、こういうふうな先端の被覆材料を考えると、何か本当にこういったも

のが役に立つかということに集中しているわけです。ですから、役割は変わりつつあります、

ということが私のお答えです。 

 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。 

 それでは、きょうはメーカーの代表の方も参加いただいています。門上さん、いかがでしょ

うか。 

○門上部長 

 聞き漏らしたかもしれないんですけれども、4ページでいろいろ新しい先進型の原子炉を、

今までバラエティを持ったものを個々に、官民コーポレートしながら開発していると。その先
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に、この矢印のところには、持続可能な燃料サイクルあるいは地層処分といったような言葉が

書かれているんですけれども、開発して幾つかのものが勝ち残ったとして、それが、私の理解

では、アメリカは再処理、リサイクルはしないというふうに理解はしているんですけれども、

それも踏まえて、次の段階、この炉が勝ち残ったというか生き残った先進炉が次の展開として、

サイクル全体として一体どういうふうに完結するのかなと。燃料はいろいろありましたけれど

も、そこら辺の関係がまだきちっと理解できていないので、わかれば教えていただきたいなと

思います。 

○ヘルツェック次官補代理 

 確かにアメリカは、再処理の設備は持っていません。ですが、この水溶性のプロセス、また、

エレクトロ・ケミカル処理、パイロと呼んでいますけれども、そういったところの研究を行っ

ています。つまり、酸化物燃料を見て、それをアクチニドなどを取り出して高速炉で使ってい

くといったようなことになっていきます。10年のプログラムがあり、まして今8年目になりま

すけれども、エレクトロ・ケミカル再処理、韓国の政府と一緒にこのデモをやっていくという

ことで、これは非常に順調にいっていまして、既に燃料が出てきていまして、その照射を間も

なくやっていく予定です。大きな国ということでスペースもありますので、再処理をしていく

ためのニーズというのは、今の段階では存在しません、ありません。材料はたくさんあります。

経済性、少なくとも我々が見る限りは、ほぼ収益分岐ぐらいのレベルです。いずれは再処理す

るのではないかとは思います。2010年のブルーリボン・コミッション・レポートですが、2045

年からは何らかの再処理をすべきではないかということを推奨しています。私の言葉をそのま

ま使わないでいただきたいんですけれども、大体そういったことを示唆していたように思いま

す。ただし、大分先の話ではあります。 

 いろいろな技術が今あります。溶融塩でどうするのか。まず、商用化が可能かどうかを見て、

その後のことはその後に考える。 

 高速炉、テラパワーの夢が実現した場合、つまり30年の炉心ということになった場合、燃料

の問題というのは本当に緩和されます。ということで、材料、燃料に力を入れれば、廃棄物の

量を減容化できるかもしれません。2040年までにその問題を解決することができるかもしれま

せん。ですが、正直、7万トン、8万トンの軽水炉の燃料が今あります。そして、トランプ大統

領が使いたいと言っているこの貯蔵庫があります。個人的には、それは将来の金脈になると思

います、金鉱になると思います。50年後、100年後に取り出して使うかもしれません。あくま

で私の意見ではあります。 
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 燃料サイクルというのは、検討していますし、していくと思います。ですが、どういった技

術が商用化されるのかをまず見きわめてからという姿勢です。高速炉かもしれません。溶融塩

炉かもしれません。様子を見ていきながら決めていこうと。 

 軽水炉の燃料をこの電気科学プロセスに入れることはわかっていますし、フットプリントも

小さい。例えばアルゴンヌ研究所ですけれども、100トンのプラント、小さなスペースを使う

ようなものを実現したらどうかといったことを言っています。 

 そして、独立したベンチャーキャピタル、ランドマークというところが資金を出しています。

その再処理プラントの資金を出しています。答えになるかどうかなんですが、まずは、どの技

術が将来を引っ張っていくのかを見て燃料サイクルのところを見ていくということになります。 

○村瀬部長 

 ありがとうございます。 

 オペレーターからのFBR委員長も来ていただいておりますので、市村さん、よろしくお願い

します。 

○市村委員長 

 電気事業連合会の市村でございます。大変興味あるお話ありがとうございました。 

 私から2点ほど質問させていただきたいと思います。 

 1点は、先ほど官民のパートナーシップの話がございましたが、国が行う民間への支援の内

容について質問させていただきたいと思います。 

 米国のほうでは、新型炉の開発は民間主導ということでありますので、そうでありますと、

民間が開発を進めるか否かの判断の上で、国からの支援内容とか規模等が大変重要なファクタ

ーになると思います。 

 そこで、新型炉の開発の許認可段階とか建設段階、及び運転段階のそれぞれのフェーズで考

えられるリスクに対して、国が民間にどのような支援をされるのか。先ほど、資金の提供とい

う話もございましたが、どういった支援をされるのかをお伺いしたいという点が1点でござい

ます。 

 あと2点目は、安全基準、規格基準の整備についてでございますが、民間が新型炉を開発す

るためには、安全基準と規格基準が整備されていることが必須となるわけでございますけれど

も、SFRに関しましては、NRCとDOEがゼネラル・デザイン・クライテリアを整備しているとこ

ろというふうに認識しておるわけでございますが、その現状と今後の予定、完成時期について

ぜひ教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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○ヘルツェック次官補代理 

 まず最初のご質問です。官民連携の許認可ですけれども、政府のほうは、主にベンダー、そ

の炉のメーカーと連携して、まず最初の技術の許認可を行います。資金は、別に許認可のプロ

セスを経て、そしてその製造までいくということではないのです。ただし、変わるかもしれま

せん。まず最初つくるものが、ひょっとするともう政府があるどこかの時点で支援するものに

なるかもしれませんが、とにかくこれは最初のものです。もう道筋が決まりますと、今度、政

府のほうはもうやめて、それで次の電力会社がこの許認可プロセスで資金を出します。ですか

ら、最初の問題としては、やはり最初というのは一番お金がかかるんです。ですから、この官

民連携はベンダーで一番最初に動き始めるまでの支援ということです。 

 それから、安全基準、ナトリウム冷却炉、それからまたジェネラル・グッドデザイン・クラ

イテリアですけれども、NRCがその構造をまとめておりまして、いろいろなことを検討してお

ります。リスクベースの許認可が一つ要因として考えられております。ただ、まだまだその条

件のところまで一体どういったもので決まるかということは決まっておりません。新型試験炉

で、NRCのほうはひょっとすると、試験炉を一つのビークルとして使って、その試験条件をテ

ストするかもしれない。そうすると、最初に動いたところ、このナトリウム冷却炉でちょっと

負担が減るかもしれないというのは、まず情報を我々は出しておりますけれども、先ほど何度

か私もプレゼンテーションで申しましたけれども、やはり規制当局を最初の段階で、サイクル

の再開で入れる。そうすると、5年後にびっくりすることがないということになるんだろうと

思うのです。ということでお答えになりましたでしょうか。 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。実に多様な様々な切り口からの質問に、実に的確にわかりやすく

お答えいただきまして本当にありがとうございました。プレゼンテーションも包括的で大変わ

かりやすかったですし、それぞれの様々な角度からの質問に対する具体的な詳細なお答え、大

変参考になりました。 

 我々、先ほど述べましたとおり、この会で、今後、我が国の高速炉のロードマップを今年中

に策定していくというプロセスに入っておりますけれども、きょうお話しいただいたことは大

変そのプロセスに有益になるというふうに思っております。我々は大変、アメリカにおける高

速炉開発の状況について知見を深めることができたというふうに考えます。 

 改めてヘルツェックさんに、我々一同、心よりの感謝を申し述べ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。 
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○ヘルツェック次官補代理 

 ご招待いただきましてありがとうございました。日本に来るのを毎回楽しみにしています。

そして、皆様にお会いすることをいつも楽しみにしています。幸運を祈ります。そして、何か

追加の質問がありましたら、お答えできるチャネルがありますので、私なりマクギニスに連絡

をとっていただければご質問にお答えをしていきたいと思います。 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。 

 それでは、この回はここまでということにさせていただきたいと思います。 

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

ただいた上で関係者の皆様方にご連絡をさせていただきたいと思います。引き続きのご協力を

お願い申し上げたいと思います。 

 本日はありがとうございました。 


