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高速炉開発会議戦略ワーキンググループ（第9回） 

 

日時 平成30年4月25日（水）10：00～11：30 

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、ただいまから第9回戦略ワーキンググループを開催させ

ていただきたいと思います。 

 本日はご多忙の中、皆様ご参集いただき、まことにありがとうございます。早速、議事に入

りたいと存じますが、本日は原子力委員会からのヒアリングということで、原子力委員会の岡

委員長、それから原子力委員会事務局の、林参事官、川渕企画官にもお越しをいただいている

ところでございます。 

 原子力委員会からは、技術開発・研究開発に対する考え方ということで、高速炉開発も含め

ました今後の原子力技術開発・研究開発のあり方につきまして、昨日の原子力委員会において

とりまとめられた内容を中心にご説明をいただければと思います。 

 早速ご説明をいただきたいと思いますが、もしカメラがありましたら、ここまでとさせてい

ただきます。 

 それでは、説明のほうは林参事官からいただけると聞いております。よろしくお願い申し上

げます。 

○林参事官 

 内閣府原子力政策担当参事官をしています林でございます。今、村瀬部長のほうから紹介ご

ざいましたが、昨日、原子力委員会で技術開発・研究開発に対する考え方を取りまとめました

ので、それについてご説明をいたします。 

 まず、この技術開発・研究開発に対する考え方に入る前に、我々の基本となっている原子力

利用に関する基本的な考え方について簡単に紹介をさせていただこうと思います。 

 資料の3になります。これは昨年の7月に原子力委員会決定をいたしまして、翌日に閣議で尊

重をする旨決定をいただいたものでございます。 

 一番最初に目次がございますが、はじめにということで、この文章の位置づけが書いてある

とともに、最初の2ポツ、3ポツで原子力を取り巻く環境変化ということ、この中には東電福島

事故による影響、あるいは原子力利用を取り巻く環境変化ということで、電力の自由化、そう
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いったものの環境変化、あるいは地球温暖化を取り巻くそういった変化といった環境変化を述

べた上で、3ポツで原子力関連機関に継続して内在している本質的な課題というようなものを

述べています。こういった2ポツ、3ポツの状況を踏まえて、原子力利用の基本的な基本目標に

ついてというものが、ページの6ページ、4ポツ、原子力利用の基本目標についてということで

ございます。上述の「2．原子力を取り巻く環境変化」を踏まえたときに、責任ある体制のも

と徹底したリスク管理を行った上で適切な原子力利用は必要であると述べています。その適切

な利用に当たっては、原子力技術が環境や国民生活及び経済にもたらす便益とコストについて

十分に意識して進めることが大切であると、述べています。 

 この基本目標を具体化する上で、8つの項目に分かれておりますけれども、関連するところ

といたしましては、ページの12ページに（4）核燃料サイクルの取組ということが書いてあり

ます。この一番最後の段落ですが、高速炉開発については、「もんじゅ」に係る経緯とその反

省とともに、これまで得られたさまざまな技術的成果や知見を踏まえ、国として、電力自由化

を初めとする国内電力環境の変化等を勘案し、戦略的柔軟性を持たせつつ、商業化ビジネスと

しての成立条件や目標を含めてそのあり方や方向性を検討していく必要があると、述べていま

す。また、関連するところとして、17ページに原子力利用の基盤強化ということで、研究開発

マネジメントの改善、研究開発機関の機能の変革、あるいは研究機関と関係事業者の連携・協

働の推進、そういった基盤の強化にも様々提言をさせていただいているところでございます。 

 今回の技術開発・研究開発の考え方につきましては、こういった基本的な考え方で述べてあ

る骨格をベースに、戦略ワーキンググループから要請のあった、技術開発・研究開発について

どうするのかということを少し具体化したものということで、昨日原子力委員会で取りまとめ

たところでございます。したがって、この基本的考え方をベースに少し具体化、発展させたと

いったような位置づけになるかと思います。 

 それでは、資料の1に戻りまして、この技術開発・研究開発に対する考え方について、ざっ

とご説明をいたします。 

 1．基本的な考え方がございます。その（1）電力自由化後の技術開発・研究開発の在り方と

いうことで、3つの段落に分かれて書いてあります。 

 最初の段落では、まず原子力エネルギーに対する期待というのを述べた上で、その原子力を

使っていく上で、軽水炉の再稼働を進めていくことが重要であるということを言っております。

その上で環境変化として、電力自由化により総括原価方式がなくなった現在、やはり国民の便

益と負担の観点で、この安価な電力を安全・安定に供給するという原点を改めて強く認識し、
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原子力関係企業と研究開発機関と大学が、それぞれの役割を踏まえ、生き残りをかけて、創意

工夫や競争・協力し、それぞれの経営に努力する必要がある、国としては、それぞれの立場か

ら民間主導のイノベーションを促進する仕組みを整えるべきであるというふうに最初の段落で

言っております。 

 2段落目は、中長期の開発課題ということで、原子力の発電方式というのは、最終的には市

場の需要によって決められる、そういった中で、多様な選択肢と戦略的な柔軟性を維持すべき

だということをまず言っております。電力の自由化が進む中で、原子力発電コストが過度に高

い場合は、発電企業がこれを選好するということも楽観視し得ない状況になりつつあると。そ

して、個別の発電企業というのは、新型炉を許容する場合もあれば、より長期間、軽水炉のコ

ストダウンや効率化を選好する場合もあるだろうと。原子力発電というのは、応用技術という

ことで、市場で使われて初めて意味のあるものということですので、技術開発・研究開発につ

いては、個別発電企業やメーカーが主導して、それらの企業の負担も求めつつ、政府が支援す

る仕組み、こういったものを導入していく必要があるのではないかということを2段目で言っ

ております。 

 3段目は、国際的な観点でございます。2文目で言っているように、今後は、世界の市場をよ

り強く志向する必要があり、その点で国際連携は重要だということを言った上で、ただ国際連

携においても、戦略的な柔軟性を確保することが肝要と述べています。1つの国際プロジェク

トにコミットする余り、長期間にわたって我が国の技術開発・研究開発が柔軟性を失うことは

避けるべきだというようなことも述べています。 

 次のページですが、（2）核燃料サイクル関連の技術開発・研究開発ということで、ここで

まず核燃料サイクル関連の技術開発・研究開発の議論も並行的に行う必要があるということで、

我が国は核燃料サイクル政策を堅持することを言った上で、高速炉開発も重要な課題であると

言っております。 

 核燃料サイクル政策というのは、エネルギー基本計画に定義が書いてあるわけですけれども、

資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観点から、プルトニウム等

を有効利用するとなっているところですが、同様に状況の進展に応じて戦略的柔軟性を持たせ

ながら対応を進めるとされているところでございます。 

 高速炉の開発や炉型の選択においても、さまざまな環境変化に柔軟に対応すべきであると。

これまでさまざまな政策決定というそういうのを経て、核燃料サイクルを実現する炉として、

ナトリウム冷却高速炉を主軸に研究開発を今実施してきていますが、国際情勢に高いアンテナ
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を持ちつつ、周辺環境の変化に伴う評価軸の重みや変化等も意識し、より柔軟なアプローチを

追求すべきではないかということを言っています。 

 世界では、さまざまな選択肢や技術的チャレンジが追求されており、我が国もスピードも含

めて、柔軟かつ現実的に考えていく必要があると。ここのワーキンググループのロードマップ

の検討においても、こういった考え方を含めて検討を行ってもらいたいと言っております。 

 最後に、核燃料サイクルの実現のためにはと書いていますが、現時点で再処理施設を早期に

稼働させて、軽水炉を活用したプルサーマルを推進していくということが最も市場の要請に合

致した現実的な手段であろうと言っています。こういったことを踏まえて、技術開発・研究開

発もしていくべきであろうと。加えて、中間貯蔵の能力の拡大、プルトニウムの利用等につい

ても、電力会社間の協力も含めて、国と電力会社の精力的な取り組みが必要というようなこと

もあわせて付言させていただいているところでございます。 

 そして、こうした基本的な考え方を踏まえまして、2．各ステークホルダーの果たすべき役

割ということで、（1）政府の役割を書いております。ここでまず言っておりますのは、原子

力は、息の長い長期的な技術であることから政府による技術開発・研究開発のサポートは必要

である。全て民間でやるということではなくて、政府のサポートも行うことが必要。しかし原

子力における発電方式というのは、実用レベルに近づくほど民間による相応のコスト負担を伴

う形で真剣な努力が行われ、フェアな競争を経た上で個別の企業が決定すべきであると。政府

は長期的なビジョンを示し、その基盤となる技術開発・研究開発のサポートをするという割合

を担うべきだと。個別具体的な炉型や技術の選択は、原子力関連企業や研究者、電力会社等、

民間の活発な議論に主導されるべきであるということを言ってございます。 

 そして3ページに行きますけれども、このためということで、政府は今までのスキームであ

る特定の炉型を指定した形での委託ではなく、新しい補助スキームの構築が必要ではないかと

いうことを言っています。このスキームは、新しい炉型を決める研究開発ということではなく

て、民間がさまざまな方式について技術開発・研究開発を経て、その方式を決定・選択するた

めの支援をする必要があるだろうと。こういう位置づけを踏まえると、新たな補助スキームに

おける政府の資金支援というのは、基本的に民間の取り組みを支援するということが大前提で

あり、予算補助のあり方も技術の成熟度や利用目的等に応じて補助の割合を考えるといったこ

ともやるべきではないかと。仮に軽水炉の基盤研究、安全研究等の委託による事業を行う場合

であっても、これまで以上に公益性やガバナンスを確認していく必要があるだろうということ

を言ってございます。 
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 また、実用化段階の技術において、規制当局との対話の機会の拡大が大切だと言っています。

アメリカの例をちょっと引いていますが、我が国にとってもこうした例というのは参考事例に

なると考えられます。その際、当然規制の独立性や利害相反に十分留意することは当然である

ということで、新しいものを研究開発しようとする時に、規制との関係というものをきちんと

考えていかなきゃいけないというようなことも言っているところです。 

 （2）ですが、国立研究機関のあるべき役割と。これも基本的な考え方に書いてあるものを

付言して発展させているものですが、国立研究開発機関が行う研究は、本来、知識基盤を整備

するための取り組みであり、今後は一層民間による技術開発・研究開発の努力を支援する役割

が期待されると。知識基盤を企業関係者ともしっかり共有できることによって、ニーズに対応

した研究開発が可能となり、効率化がもたらされるだけではなく、イノベーションの基盤が構

築でき、重層的な我が国の原子力の競争力の強化につながると考えられると言っております。 

 その下に、例えばということで、欧米の取り組みの例を挙げています。欧州では、欧州委員

会が各国の原子力研究開発を横断的に連携する取り組みであるNUGENIAという活動をしており

ますが、そういった活動、あるいは英国、フランスの状況、こういったものを少し述べており

ます。その次には、アメリカの状況ですが、アメリカのエネルギー省は長期的なビジョンを示

すとともに、原子力研究開発の支援のために産業界とのコストシェア、あるいは研究開発機関

利用のためのバウチャを産業界に与える、そうした取り組みを進めているであるとか、大学向

けの支援であっても、研究開発機関との連携を図る方法を内在させていると、そういった例に

少し言及しています。 

 4ページ目になります。米国の例をさらに書いておりますけれども、米国の産業界というこ

とで、電力研究所が中心となってプロジェクトを企画立案し、そこに規制委員会が独立の立場

で参加し、その成果を独自の判断で規制に利用できるようになっていると。また利用側と規制

側の知識基盤の共有がうまくなされていると。そういったものも参考になるのではないかとい

うことで、少し言及をさせていただいているところでございます。 

 その下の段落になります。一方、我が国を振り返ってみますと、我が国の研究開発機関であ

るJAEAは、これまで炉に関してもんじゅ等の新型炉のいわゆるナショナルプロジェクトの抽出

とその実施を重視してきていましたが、今後はこうした従来の思考から脱却し、ニーズ対応型

の研究開発を行うことが求められていると。現在は、産業界との連携も弱く、その知識基盤の

構築、共有化というのが行われていないと。こういったものが、原子炉関連の技術開発・研究

開発の構造上の課題にもなっているのではないかということです。そうした現象が、産業界側
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の活動にも影響をしており、両者間で過酷事故の防止や軽水炉利用等の知識の共有が不十分、

そういった要因になっているのではないかと。こうした観点から、これは研究開発機関や大学、

連携・マッチングを模索することが重要であると考えておりますが、政府が技術開発のサポー

トを実施するに当たってもこの点を考慮すべきであると。今、原子力委員会では、「過酷事

故・防災」、「軽水炉長期利用・安全」、「廃止措置・放射性廃棄物」の3つのプラットフォ

ームを立ち上げて、電力・メーカー・研究開発機関・大学の協力活動を推進していると。こう

いったものを今後とも引き続き連携を進めていく、こういうことをしておりますので、こうい

ったプラットフォームの場もいろいろ活用して、その知識基盤の構築、共有化というものも図

っていったらどうか、こういったものを言わせていただいております。 

 最後、産業界のあるべき姿ということで、これまでも繰り返し言っておりますが、電力市場

について、総括原価方式がなくなり、自由化された市場であるということを産業界においても

改めて強く意識をしてもらいたいと。特に技術開発・研究開発においては、そうした中で国民

の便益と負担を考えて、安価な電力を安全・安定に供給するという原点、こういったものを考

え、こうした視点から何を研究開発して、どういう技術を磨いていくべきか、こうした判断を

みずから真剣に行って、相応のコスト負担も担いながら、民間主導のイノベーションを達成す

べきであると。 

 メーカーは、今後、安全だけが求められるのではなく、さらなるコスト意識が必要とされる

ことから、危機感を持って、国際的な競争にさらされることを前提に社内のリソース等をみず

からの責任で考え、必死に経営を行うべきであると。 

 また、最終的なユーザーとしての電力会社の役割も重要と。原子力発電が今後とも将来的な

エネルギー源として選択されるよう、電力会社は国民の便益と負担の観点で、安価な電力を長

期にわたり安全・安定に供給するという原点を改めて強く認識し、昨今の環境変化に向き合い、

安全性の不断の向上を前提に、将来の商業利用に向けて技術開発・研究開発を適切な方向に導

いていくことが期待されると、こういうふうにさせていただいております。 

 全体を通じて、電力自由化という環境変化の中で、技術開発・研究開発をした成果がきちん

と我が国のエネルギーセキュリティに貢献していくというようなことを視野に入れて、そうい

った環境変化に応じた技術開発のやり方を考えていくべきではないかと。これは、何も物すご

い新しいことを言っているというよりも、開発技術・研究開発政策の中では、市場に近い、実

用化に近い部分では、企業とのマッチングをしていくというのは普通のやり方になっていると

いうこともありますので、そういうやり方も参考にしながら、今後の技術開発・研究開発のあ
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り方を検討していってもらいたいということでございます。 

 私の説明は以上でございます。 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。 

 本日は岡委員長もお越しいただいています。よろしければお願いいたします。 

○岡委員長 

 ありがとうございます。せっかくの機会ですので、ちょっと私の思いも含めてお話しさせて

いただきたいと思います。 

 非常に広いんですけれども、原子力委員会をどういう思いでやっているかということですが、

日本は90年代以降、いろんなトラブルもあって、事故があって、原子力利用がある意味で停滞

期ですが、そういう状態だと思うんですけれども、原子力委員会ですが、今までと同じやり方

をしたらだめだと。もし同じやり方をしたら今までと同じだと。変える役割があると思ってや

っています。 

 それからもう一つは、私、原子力学会の日米夏期交換留学生の世話を長年、20年ぐらいして

いました。学生は圧倒的に日本のほうが優秀です。アメリカからたまに優秀な学生が来て、帰

ってどうしているのか聞いたら、シリコンバレーに行ったとかで、アメリカはスリーマイルの

前は非常に優秀な方たくさん入られて、私の米国大の知人なんかも大統領表彰を若いときに受

けた方なんかもおられまして、長年安全とか材料とかに貢献しておられます。というわけで、

日本の学生は非常に優秀なんだけれども、入った後、あれだけ優秀な学生が能力を生かしてい

ないのではないか。これは大学教員でしたので、非常に強い思いです。生かせるようにしたい

ということでございます。 

 それから、つい先週、OECD／NEAの60周年があり、事故のあと非常にお世話になりましたの

で行きまして、挨拶をしてお礼を述べてきたんですが、韓国のKAERIという研究所の副所長、

日本でいう副理事長に当たると思いますけれども、安全の専門家なんですけれども、久しぶり

にお会いしたのでいろいろ聞きまして、断片的には知っていたんですが、改めて韓国が非常に

しっかりいろんなことをやっている。 

 私、東大の教授になったのが30年以上前なんですが、そのときに国際会議をやらせていただ

きまして、その当時は日本と韓国は圧倒的な差がありました。そのときに韓国電力から会議を

聞きに来た学生が、私のところにその後、博士課程で留学してくれました。その方は今、韓国

のUAEなんかも担当の副社長です。私としては、韓国の発展は非常に結構だと思っていますが、
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日本は一体この30年間何をやっていたんだろうと思っております。 

 韓国は、UAEで軽水炉を4基つくっているのは皆さんご存じのとおりだと。最近大統領が行っ

て、完成式典やって1基ずつ動いていくと。それから、サウジアラビアとSMARTという原子炉を

共同開発です。この炉はKAERIが中心になって初めやっていて、もう20年前からやっていたと

思います。その後、産業界が主体でやることにして設計を見直して、それで現在はサウジと共

同開発です。サウジがお金をたくさん出して、韓国がその3分の1ぐらい出して、詳細設計と共

同開発をしているということで、これは2015年ぐらいから始まっているようですが、100MWeぐ

らいのPWR、一体型のPWRだと思いますけれども、そういうのもやっていると。それから、大型

PWRのビットがあると思うんですが、KPR1400をまたサウジに売り込んでいる。それから、ヨル

ダンには5MWeの研究炉をつくりました。というわけで、日本は非常に離された。日本は研究炉

すら輸出したことないですよね。これは原子炉だけじゃなくて、実は放射線・アイソトープも

ちょっと似た状況で、非常に輸入が多くて、輸出のところは非常に課題があるという状況だと

理解しています。 

 それで、韓国の方に研究機関と大学とか産業界でどういうふうに話をしているんだといった

ら、やっぱり非公式でいろんなチャンネルがあると言っていまして、日本はここは非常に悪い

んだと思うんです。例えば例を挙げますと、韓国はKAIFという日本の原産会議に相当する会議

が大会を年に1回行っています、今も多分あると思うんですけれども、それに海外の方を呼ん

できてやっています。そこには、主要な大学の教員とか、KAERIの方とか来て一緒に聞くよう

になっていますが、日本の原産会議は、もちろん会員制ですから彼らがお決めになることなん

ですが、基本的にはメーカーのOBの方が非常にたくさんいて、大学の先生はほとんどいないと。

研究機関の方もほとんどいない。非常に縦割りの状況でなっているということで、連携という

のを原子力委員会が提案して進めようとしている。それから、原子力委員会でコミュニケーシ

ョンの基盤づくりといいますか、原子力委員会にきて、ネットを使って欧米の政府の情報を見

るわけですけれども、日本の政策を考える参考のために見るわけですが、非常によくできてい

ます。根拠情報の報告書がちゃんとついておりまして、要点を非常によく理解できる。考えて

みると日本はそういうところが非常に弱いなということで、放射線リスクとか個別のことだけ

ではなくて、そういうものを国民が検索できる状態にするというようなことが、コミュニケー

ションのインフラだと思って、今進めております。 

 その次は、コミュニケーションということで、これはエネ庁さんも非常に精力的にやってお

られて、それから電力さんのほうもということで、これはだんだん進んでいくと。 
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 その次は、避難の問題といいますか、防災の問題のところを何か考えたいと思いますが、こ

れは緊急時対応と、まだ頭の中だけで表に出ていません。そんなことを今原子力委員会で考え

ております。 

 というわけで、韓国の例を申し上げましたけれども、OECD／NEAでは中国の方も発表があり

ました。ブラジルと中国とインドが発表していました。中国も非常にしっかりやっています。

日本と大きく違うなと思ったのは、彼らは海外からの導入志向ではないです。導入志向は同じ

だと思っている方いるかもしれませんが、違います。最初は導入ですけれども、知財も含めて

自分のものにして、それで自分たちで実用といいますか、彼らの市場を含めて行動している。

これに対して日本は、国の予算に非常に依存してしまっている。予算を取るのが目的になって

いる。ここを何とか変えていかないといけないのではないかなと思います。市場や需要の志向

というのをもっと強く原子力産業界、それから研究開発機関、あるいは大学含めて向かないと

いけないんじゃないかというふうに思います。 

 それで、未来のことをやるときに、もう一つは国の役割とか行政の役割というところなんで

すが、行政に非常に優秀な方がたくさんいるというのを理解いたしました。非常にたくさん優

秀な方がいる。ただ、やはり2、3年で担当お換わりになりますので、幾ら優秀かといっても、

その専門分野の深い知識をお持ちなわけではないし、それから原子力のいろんなものの経験が

少ない、聞けばわかるかもしれませんけれども、必ずしもそういうものでもないので、そうい

う方が全て細かいところまで決めているんだとしたら、これはやっぱり競争には負けるなとい

うことを申し上げたいと思います。 

 博士号をとって何年かたったような深い知識を生かせる方、それから過去の経験をよくご存

じの方というのがなぜ必要かというと、将来は不確定なところがありますから、それを考える

ときはその2つのことが 必要であると。これがない状態でやろうとしたら、どうしてもどこ

かのまねになってしまうということがあって、これは日本の反省点ではないかと思うんです。 

 思っているところは以上です。今、ご説明しました資料1のところで重要だと思っている点

を申し上げますと、1ページですと上のほうのところ、これは高速炉とは直接今は関係ないと

思うんですが、エネルギーなんかについても今検討中だと思うので非常に重要な点ですが、原

子力エネルギーは、地球温暖化に貢献しつつ、安価で安定に電気を供給できる電源としての役

割を果たすことが期待できる。地球温暖化防止に真剣なら原子力を外すということは非常にま

ずいことになるということを改めて申し上げたい。 

 それから、当面非常に重要なのは、今電力さんが一生懸命やっておられる軽水炉の再稼働。
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それを長期、安定・安全に利用できるように努力するということが重要で、米国で、一番参考

になるのは個別の研究開発の話ではなくて、長年彼らがやってきた自主的安全性向上と規制の

改善であるというふうに、ソフトであるというふうに思います。これをしっかりやるんだろう

なと思います。 

 大型軽水炉の改良ですが、今はごてごてプラントになってしまったと。バンカードシステム

などを、日本では特重といますが、ハードをいっぱいつけましてごてごてになってしまってい

るので、それを改良する。それから、EPRはすでにやっていますけれども、コストダウンをす

る。市場に合わせてそういうものを考えるということは、研究開発的には必要なんですけれど

も、もっと現実に重要なのは、日本の軽水炉技術の維持が非常に喫緊の課題で、放っておくと

下請けの小さな会社から能力がなくなって、つくる能力がなくなってしまうということだと。 

 それが一番上に書いてあることです。それで総括原価がなくなりましたので、どう考えるか

ということですが、国民の便益と負担の視点で、安価で安全な電力を安定に供給する。そうい

う目標を共通で掲げるのがいいのではないか。安価とか何か言うと、何かちょっと嫌な感じが

するかもしれませんけれども、結果的にはこれが企業、電力さんにとっても、メーカーさんに

とっても国際競争力という観点でも共通の目標になる。当然原子力委員会は国民の視点で考え

ますので、こういう論理で物を考えているということでございます。 

 それから、2段目は重要なところは2行目あたり、第三世代から第四世代、三と四というと、

三から四に何か行くみたいな感じがあるんですが、そういうふうなことは別に誰かが決めたわ

けでも、決めてどうなるものでもないし、それから非常に発電コストが高いと誰も差額を払え

ないといいますか、政府はとても負担できませんしということで、安価でないといけない。多

様な選択肢と戦略的な柔軟性を維持して、それぞれが生き残りをかけて創意工夫する中で、国

内だけじゃなくて、海外との競争ということも、協力ということもあって考えるべきではない

か。市場ということを改めて考える。下から3行目になりますが、市場で使われる、市場とい

うのは非常に強く認識をする必要がある。国の予算をもらうということではなくて、市場を目

指してしっかりやってくださいと。そのためには、後ろのほうに書きましたけれども、コスト

シェアとかいろいろ方法があるんじゃないですかということを述べております。コストシェア

は、米国等で既にやられている方策です、それから米国でもう一つ、米国のDOEが一生懸命や

っているのは、産業界と研究機関等の連携でございます。 

 下の段のところは、国内市場だけではもう閉塞的ですので、世界の市場に対して目を向けて

頑張るんだということなんだと思います。 
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 それから、2ページ、3段落目の真ん中あたり、高速炉の開発のところで周辺環境の変化に伴

う評価軸の重みや変化を考慮してというところあたりが非常に私どもとしては申し上げたい点

で、高速炉の委員会でもそういう点も考慮してくださいと。 

 それから、プルトニウムの利用については、プルサーマルの推進ということが必要であると

思います。それで、使用済燃料の中間貯蔵能力の拡大ということも重要です。プルトニウムの

利用について、電力会社の協力を含めて精力的な取り組みが必要であるというふうに思います。

作るほうは、日本原燃さんが作って、電力会社さんは協力してやっておられるので、使う方に

ついても、海外のプルも含めて協力して減らしていくということが必要だと思いますので、考

えていただけないかというようなことを申し上げています。 

 プルトニウム利用について申し上げますと、政策上のプルトニウム利用と規則で決まってい

るプルトニウム利用は違うということ。政策上のプルトニウム利用というのは、核不拡散の観

点でのプルトニウム利用ということです。これが一番重要であって、核不拡散というのは、ア

メリカのナショナルセキュリティの最上位の事項です。国務省だけじゃなくて、大統領府も直

接関与する人がいて、ですから単に反対のグループがいるからということではなくて、ここの

ところの認識を、しっかり持つ必要がある。ですから、保障措置を満たしているから日本のプ

ルトニウム利用はいいんですよと思っている方は多いかもしれませんが、それは非常に日本的

な見方で、国際的な中では、アメリカの信頼を裏切らないようにプルトニウムを利用する。よ

く米国から話をされるのは、イランとかサウジとか韓国とかいろんな国から何で日本だけだと

言われて困るということです。それについては、日本は昔からやっているんだとか、保障措置

の優等生だとか、それから経産省は再処理機構を作ってちゃんと見るからというようなことは

もちろん申し上げてはいるんですけれども。もっとそういうことも含めて、それから実際のプ

ルトニウム利用について、これは非核兵器国であれだけ持っている国は日本だけですので、そ

れをちゃんとアメリカの信頼関係の中で対応していく必要があるということだと思います。こ

のあたりをぜひよく理解をお願いしたい。 

 それから、2ページの下のほうは、長期的な政府の役割ということで、先ほど1つ申し上げま

したけれども、個別に細かいことを決めるというような役割ではないと。それを支援すると。

支援をする、サポートする役割を担うべきだというふうに私どもは思います。 

 3ページですけれども、上、今と同じようなことがあって、新しい炉の研究開発の位置づけ

ではなくて、民間がさまざまな方式についてみずから考えて、生き残りをかけて努力をして、

市場も考えて努力をしてくださいというようなことを書いてあります。 
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 それから、国立研究開発機関のあるべき役割なんですが、知識基盤を企業関係者ともしっか

り共有することによって、いろんな情報がお互い相手の問題点を理解して、それから自分の仕

事を考えるということがなされるべきであって、それがもう韓国ではなされている。あるいは

中国でもなされていると思いますが、日本はここが非常に縦割りになっておりますので、これ

を改善する必要があると。 

 欧州では、各国の研究開発を横断的に連携する取り組みというのがありまして、NUGENIAと

いう活動が行われております。日本はですから各省庁がそれぞれの担当の機関、企業に対して

予算の考慮をしているわけですけれども、それを横につなぐ仕組みとしてそのようなものが、

NUGENIAのようなものが日本でも役に立つはずだと思っております。 

 それから、電力自由化というのは、日本が今かなり進展していますが、米国では80年代後半、

英国でもサッチャーさんの時代、フランスは。フランス電力が大幅に研究開発を整理、研究所

を持っていて、その研究テーマを整理していたところに私行き当たったことがある。それは

2000年か2000年ちょっと経った頃だと思うんですが。皆さん自由化の中で研究開発についても

非常に選択と集中を進めてきたということでございます。企業に任せておけば良いというわけ

ではなくて、DOEのほうは、米国の原子力エネルギー予算が、一遍クリントン時代にゼロにな

るという非常に厳しい時代を経て、今いろいろなものがなされている。その背後にある考え方

は、連携であったりとかコストシェアの考え方であるということだと思います。それが3ペー

ジの下に書いてございます。 

 4ページのところも似たことで、JAEAさんの名前が出て、ちょっと失礼なところもあるんで

すが、ニーズ対応型の研究開発を行うことが求められていると。JAEAさんは、非常に個別の現

象の基礎研究に行き過ぎている部分と、仕事の枠がはまっていて優秀な人材がそこから出られ

ない、実用化プロジェクト、この2つの問題があると思っています。。研究機関を見ると米国

もフランスもそうだと思うんですが、やはり知識基盤をちゃんとやるという役割が主な役割で

あって、何か開発をしてそれを実用化につなぐという役割ではなくて、大きな照射装置等を例

えば材料試験炉のJMTRのようなものを作って産業界等も使っていただく。例えばフランスの

CEAはジュールホロビッツ炉というのもやっていますし、軽水炉長期利用のためのいろんなホ

ットラボ、大きなホットラボなんかもございますし、各種の実験装置もございます。そういう

もので知識基盤をつくるという役割がある。KAERIは1,500人の従業員のうち900人がPh．D．だ

そうです。そういう役割を果たしているというふうに私は思っております。 

 それで、繰り返しになりますけれども、4ページの下のところには、安価な電力、原子力は
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長期に使えば非常に安価だと思いますので、安定に供給するという観点で、地球温暖化問題を

含めて、あるいは日本の経済力を含めて貢献していくということが求められているというふう

に思います。 

 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。 

 岡委員長自ら原子力委員会における検討の状況、それから昨日委員会でとりまとめられた考

え方についてご説明をいただきまして、行政庁としてもしっかり重く受けとめて、これからの

政策の羅針盤として踏まえさせていただいて対応させていただきたいと思います。 

 高速炉のみならず、幅広い技術開発全体のお話をいただき、ワーキングの検討においても大

変多くの示唆をいただけるご説明だったかと思います。当ワーキングを代表いたしまして、ま

ず心から御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは早速、いろいろな意見があると思いますので、まず政府の側から小澤調整官よろし

くお願いします。 

○小澤調整官 

 岡委員長、林参事官ありがとうございました。昨日とりまとめられたということで、意見を

まとめていただいてありがたく思います。 

 最初に一言だけコメントさせていただきますが、技術開発・研究開発に関する基本的な考え

方に、全般を通して違和感はございません。原子力発電の市場性、それから将来にわたっての

多様な選択肢、戦略的な柔軟性、それからこれは本当に大事な点ですが、関係者間の真の意味

での連携、それから国際連携、こういった点は非常に我々も重要だと実感しているところでご

ざいますし、それから核燃料サイクルについての現実的なアプローチの仕方、当面の進め方で

プルサーマル含めた対応、中間貯蔵への対応、こういったところは、大きな政策の方針とも合

致しているところでございまして、違和感なく私自身受けとめられたものと思います。 

 それから、今、エネルギー政策全般の基本計画の見直しというものをやっていますが、エネ

ルギー政策全般も、やはり長い目で見たときに温暖化を相当意識しながら、多様な選択肢と柔

軟性を持ちながらやらなければいけないという意味では、非常に一致した点も多く考えられま

すので、そういった点でも非常に参考になりますし、示唆に富む考え方の整理だというように

思います。本当にありがとうございました。最初にコメント申し上げさせていただきます。あ

りがとうございます。 
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○村瀬部長 

 引き続いて、増子さんからどうぞ。 

○増子審議官 

 貴重なご意見ありがとうございました。 

 原子力委員会として、今回こういうペーパーおまとめいただいたことを重く受けとめなきゃ

いかんと思っています。その上で、4ページ、JAEAに関する記述についてなんですが、現在は

産業界との連携も弱く、共有化が行われておらず、構造上の問題、課題となっている。あるい

は、産業界への活動に影響していると、具体的な記述があります。それについて、あえて原子

力委員会に聞くというよりも、これを書かれた受けとめ方として、原子力機構としてどう受け

とめて、今後どう改善するのか、それから産業界にも活動に影響していると具体的な記述があ

りますが、電力、あるいはメーカーさんから見てどういう影響が出ていて、どういうふうに改

善していただきたいのか、原子力機構と産業界のほうからの受けとめ方、具体的にお聞かせい

ただきたいと思います。 

○村瀬部長 

 それでは、田口さんどうぞ。 

○田口副理事長 

 原子力機構でございます。 

 まず、原子力委員会から出されておりますこの意見については、先ほどの国からのお二方の

発言と同じように、大筋として違和感なく受けとめてございます。その中で、今、増子審議官

からありましたように、原子力機構としての受けとめ、あるいは今後の対応ということでござ

いますが、まず原子力の研究開発一般全般について話をすると、これは1Fの廃炉の研究とか、

安全研究とか国のニーズでやっているものもありますから、一般論では言えないので、この場

の高速炉、あるいは核燃料サイクルの研究開発に限った話としてとりあえずはさせていただき

たいと思いますが、まずこれまで我々がやってきたことというのは、ちゃんと説明していかな

きゃいけないと思っています。その上で、昨年のこの基本的考え方とか、あるいは今回の原子

力委員会としての意見に合った形で我々も活動を変えてきているというか、変えていこうとし

ていまして、その1つの大きな例が、この4月から高速炉研究開発部門を高速炉・新型炉研究開

発部門、これは高温ガス炉とかほかのグループもあわせまして、高速炉部門を発展的に高速

炉・新型炉部門とすることによって、この意見にもございますように、さまざまな環境変化へ

の対応とか、国際情勢も含めてそういった動きに対応できるようにして、さらに部門の中に国
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際社会環境室というのをつくりまして、今までは技術の開発、コストダウンも含めた技術の開

発、そこに傾注していたところがあるんですが、社会との関係、どんなシステムが社会的に受

け入れられるのかということも含めた検討、研究開発ができるような体制をこの4月に整備い

たしました。 

 今後でございますが、その前にやっぱり我々これまで今、関係機関の連携ということが問題

になってございますが、これまで高速炉の開発、常陽から始まりましてもんじゅ、それから

FaCTと継続的に研究開発やっているわけですが、この中でもありますように、民間の関与を

徐々にふやしながら、そして技術の蓄積を、これは機構に蓄積したものもございますし、メー

カーに蓄積しているものもございますし、電力に蓄積しているものもございます。そういった

技術の蓄積、あるいは専門家の育成というのもやってきたわけでございます。結局そういう体

制自体は、横串を刺すという意味では、これまで特に最後のFaCTのプロジェクトは、5社によ

る協議の体制の下で、ある意味では官民一体となって開発を進めてきたわけでございます。今

後につきまして、このワーキンググループの場も含めて、国も含めた、国・民間含めた横串の

体制を今原子力委員会からご指摘いただいたように、より発展させていくというか、社会の変

化とか、あるいは国際情勢も含めた変化に対応させて、我々の連携のあり方というのも少し見

直していかなきゃいけないのかなと。その中で先ほど知識基盤という話がありましたが、原子

力機構が果たす役割というのは、実を言うと、ここには大学は入っておりませんが、学も含め

て考えると、機構の果たす役割は非常に大きいと思っていまして、そういう意味では、社会ニ

ーズ、それだけではなくて研究開発を進めていく、あるいは核燃料サイクル政策を進めていく

中で、何が機構に求められているのかというのを我々やっぱりみずからもう少し考えて、積極

的に今後の高速炉の研究開発に関与をしていきたい、あるいは我々自身がある一定の部分は進

めていきたいと、そういうふうに思ってございます。 

○村瀬部長 

 ありがとうございます。 

 それでは、豊松さんお願いします。 

○豊松原対委員長 

 すみません、ありがとうございます。 

 全般については、また後ほどご意見言わせていただくとして、今文科省殿からここの4ペー

ジのJAEAのところについて、事業者としてどう考えるのかということで、ここについてだけ今

発言させていただきます。 
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 ここ書いておられるように、もし課題があるとすれば、やはり安全研究は軽水炉の安全高度

化研究、そこが少し弱かったかなと思っておりまして、この文章にございますような過酷事故

防止や軽水炉利用等の知識の共有が不十分となっていると。こういうところは確かにあったと

思っていますので、これは福島事故もございましたし、少し軽水炉の安全研究に大分シフトし

ていく必要があるのではないかと思っています。 

 一方で、六ケ所の再処理工場などの例えばガラス固化の問題ありましたけれども、ああいう

ときには、やはりJAEA殿のいろんなやってこられた知見とか装置を使わせていただいて、課題

を解決したということもございますので、全般としてそういううまくいっているところと少し

足らないところがあるという認識を私は持っています。 

○村瀬部長 

 加藤さんは特段よろしいですか、今の点については。 

○加藤事業部長 

JAEA殿の話がいろいろ出てきましたけれども、我々メーカーの立場としては、やはり今回の福

島の事故を踏まえて、いろいろな過酷事故防止対策や、色々な解析等実施してございます。し

たがって、JAEA殿に対しても、そういう点でよく連携しながら、我々のやっていることを情報

共有させてもらいながら、ぜひメーカーの立場でサポートさせていただきたいと考えておりま

す。 

○村瀬部長 

 ありがとうございます。 

 今、3ページの国立研究機関のあるべき役割のところで増子さんが問題提起いたしましたけ

れども、（3）ということで、4ページには産業界のあるべき役割という問題提起もこの考え方

の中に示されています。先ほど全体の話はあとでということでありましたが、豊松さん、この

（3）のところの関連でコメントいただければと思います。 

○豊松原対委員長 

 3のところ、最後お答えしますが、全体としては、やはり岡委員長がおっしゃったように、

地球温暖化対策で安価な安定した電気ということで、原子力発電に期待すると書いていただい

ておりまして、まさにそのとおりだなと思っています。さらにこのサイクルについて、高速炉

を含めた開発が重要であると、これも明記していただいていまして、その点についてもそのと

おりだと思います。 

 少しこの産業界のあるべき役割というところで、前の自由化との絡みで少し意見を言わせて
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いただきますと、おっしゃるように自由化になったので、当然総括原価じゃないわけです。投

資回収の確実性がなくなっているという背景があるわけです。その中で我々としては、やっぱ

り安い電気を、安全で安い、CO2排出のない電気を送ると。これは大きな使命でありますし、

そうすることが事業者の大きな役割だと思っておりますので、そこの部分について、おっしゃ

るように我々が知恵を出して、例えば次期の炉はどんな炉がいいのかと、どんな安全性の高い

炉が良いのかというようなことは、我々自身が一生懸命開発研究していくことだろうとメーカ

ーさんと一体となりましてと思っています。 

 一方で、中長期の課題、例えばこの高速炉の例で申しますと、まだもんじゅのところまでき

ましたけれども、この商業性というのは、これから例えばウラン価格がどのくらいになるのか

とか、ウラン価格との差が経済的な効果になるわけですけれども、そこのところはまだこれか

らの話であって、なかなか商業性がまだ見えないわけです。そういう中での研究開発というの

は、これは私としては、高速炉を研究開発していくということは、資源のない日本においては

極めて重要な事項でありまして、これはしなければならない、やっておかなければならない、

すなわち選択として外してはならないと思います。国家としてそうだと思っています。そのた

めに研究開発を続けていくということだと思いますけれども、商業ベースのことを念頭に開発

するというのは、今の時点でまだ難しいと思います。商業的な観点からどんな炉が経済性が高

いのかというのは、当然これは意見は何とでも言えるわけですが、多分メーカーさんもそうだ

と思いますけれども、今の時点で商業チャンスと思って研究開発投資するということは難しい

と思いますので、その大枠のところはやはり国で方向を示していただいて、その中で我々が知

恵を出す。そういうことで書いていただいたと思うんですけれども、そういう方向かなと私は

思っております。 

 以上でございます。 

○岡委員長 

 高速炉の研究開発をやめろなんて言ったことは一度もありません。常陽を止めろと言ったこ

とはありません。ただ、やっぱり市場の中でどう使われるかということは、物を考えるときの

最初からの基本であると思います。ですから、例えば軽水炉より安価に発電できる高速炉を考

える。研究者の皆さんが安価にできるというが、それは本当かどうかということ。要するに、

何か開発の目標を持たない限りにおいては、差額が高い場合は誰も払えないといいますか、1

基だったらどうにかなるかどうかわかりませんけれども、それはそういうものではない。高速

炉の研究が要らないということではない。 
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 それから、ウラン資源については、これは私どもちょっと見方が違いまして、これは資源エ

ネルギー庁さんの資源屋さんにちゃんと聞いていただければいいんですけれども、資源という

のは、価格が上がれば探鉱が進んでまた増えるということであって、ウランがなくなると考え

ることはないんじゃないかと。あるいは、ウラン鉱石の全体の発電コストに占めるのはごくわ

ずかですから、むしろ重要なのはサイクルのところをしっかりやっていただいて、再処理コス

トとウラン濃縮コストとのあんまり差が大きくならない、あるいは下がるようにしっかりやっ

ていただくと。プルトニウムの利用は、ある意味でできるという条件がそれだと思うんですけ

れども、それはむしろ今これから原燃さんの重要な課題、日本の重要な課題だと。 

 それで、よく言っているのは、もう日本原燃さんは民間企業です、これは反対派の方が止め

ろといろいろ言っておられるけです。それは政府としてはできませんよと、止めさせたら財務

省が補償しないといけないので。責任関係からいったらそういうことであって、これは一生懸

命動かしてもらうしかない。ですから私としては、何か原子力委員会が冷たくなったと思われ

るかもしれませんが、一生懸命プッシュしている、そのほうがいいと。 

 それから、プルトニウムの消費なんかについては、やはりプッシュしないと電力会社は9社

もありますのでなかなか進まないと思っているところがありますので、それはそういうふうに

ご理解いただければと思います。 

○豊松原対委員長 

 プルトニウムはおっしゃるとおりでありまして、我々いかに余剰プルを持たないかというこ

とで向かって、燃やしているのは電力会社でございますので、やっていくというのもご指摘の

とおりだと思います。 

 さっき申したFaCTという、特に経済性が成り立つかどうかの検討をかなりしてきたわけです。

それは電力会社としてはこれぐらいじゃないと無理だと思いますといって研究開発に反映して

きたというのがありますので、ここに書いていただいているように、我々が経済性と安全性、

これについては我々の見聞きを使っていただくということについてはそのとおりだと思います

ので、そういう意味で書いていただいているという認識だということでございます。 

○村瀬部長 

 その論点について、メーカーの視点から、加藤さん、お願いします。 

○加藤事業部長 

  

三菱重工 加藤でございます。4ページ、メーカーは今後安全だけが求められるのではなく、さ
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らなるコスト意識が必要云々と記載がございますけれども、これはもう至極当然のことだと思

いますし、今までも我々としてはコスト意識を持ってやってきたと考えております。 

 その一方で、今日は、高速炉の場というのもあるので、少し思うところを述べさせていただ

くとすると、やはりこの核燃料サイクルというのは、先ほど豊松殿からもお話ありましたけれ

ども、燃料サイクルを含め原子力というのは、防衛と同様に我が国のセキュリティに係るもの

と考えております。とりわけ高速炉については、電源としての用途だけでなく、エネルギーセ

キュリティとしての付加価値、ウラン資源の有効利用であるとか、プルトニウムの消費、マイ

ナーアクチノイドの消滅、そういった点を踏まえて、今後民主導、市場原理のみに委ねるとい

うことではなく、まず長期的なビジョンや政策などの国としての大きな方針を示していただき、

その上で民間企業が取り組めるような支援策として、予算面での手当やインセンティブが働く

ような制度設計を講じていただき、官民一体となって取り組んでいくことが重要なのではない

かと考えております。 

 特に高速炉については、我が国のエネルギー政策、核燃料サイクル推進の基本方針のもとで

今まで開発されてきたわけですが、我々三菱は、開発初期段階から参画し、他炉型との比較検

討の結果、弊社提案概念が採用され、2007年に高速炉開発中核メーカーに選定されたという経

緯がございます。これまでJAEA殿のもとでナトリウム高速炉の技術、人材を蓄積してまいりま

した。引き続き中核メーカーとしてユーザーニーズに技術で応えるべく、コスト意識も持ちな

がら、技術で応えるべく取り組んでいきたいと考えており、これらの開発経緯、技術、人材の

蓄積等踏まえると、他炉型、国際動向も当然ウオッチしながら、今後もナトリウム高速炉を主

軸に開発を推進すべきでないかと考えておりまして、これが継続されない場合は、これまでど

おりの技術、人材の維持が厳しいものになるということについてはお話しさせてもらいたいと

思います。 

 以上です。 

○村瀬部長 

 ありがとうございました。岡委員長。 

○岡委員長 

 高速炉について、高速炉の話は、委員長になっていろいろ調べたんです。私ずっと高速炉、

東大の原子炉は高速炉ですので、ずっと高速炉をやっていたんです。だけど、調べてみるとい

ろんなコストの評価も出てきまして、米国のものとか。それから非公開ですけれども、メーカ

ーの評価みたいなもの、そういうものもありますので、それは高速炉の見解の中で、公開のも
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のは、一昨年の12月に出した高速炉の見解のリファレンスについておりますので、よく見てい

ただいて、よく検討していただければ。 

 研究開発について、非常に初期の段階のものについてコストなんか考えるという、そういう

ものではないと私はそう思いますけれども、ただ国民のお金を使って、開発と言われているよ

うなものについてはもっと真剣に、今韓国の、小型炉の例がありますが、あれは海外でまずい

ろんなところ売り込んだんだけれども、まず韓国国内で作れと言われて、国内は大型炉しか作

る気がありませんので、それでサウジに売り込んで、共同開発することに成功した。お金は、

たしかサウジが1,000億円だったかな。韓国300億円だったかな。ちょっとここの数字は正確か

どうか確認しておりませんけれども、韓国はそういう努力をしていますので、開発というのは

そういうものではないかなというふうに思う。ですから、高速炉とサイクルについても、そう

いうビジョンが開けるようなことがあればいいなと思います。ただ、高速炉というのは、燃料

供給にどうしても再処理がついてまいりますので、民間企業としてはメーカーとしてはそうい

う制約もあると。ただ、その中で先の道が全然開けないかというと、開けないとは思っており

ません。ただ、非常に先であると。まずは、日本原燃さんがちゃんと動いて、それでプルサー

マルがあって、高速炉の競争相手はむしろプルサーマルであるというふうに思っても良いのか

もしれません。 

 以上です。 

○村瀬部長 

 ありがとうございます。 

 先ほどご質問の形でしたけれども、増子さん、先ほどのご回答がある中で追加でよろしいで

しょうか。 

○増子審議官 

 ちょっと別の視点で、3ページで新しい補助スキームの構築の話が書かれています。先ほど

豊松委員も言われたように、民間がさまざまな方式について全て自主的に選択するというのは

かなり難しいと思っています。要は、ここの新たな補助スキームというのは、これから経産省

にてしても文科省にしても、いろんな予算がある中で、ここまではっきり書かれている中で、

例えばガス炉、高速炉以外にも溶融塩炉とかいろんな炉型がある中で、民間主体でこういう選

択をしてもらえというのはなかなか難しいと思っています。そういう中で、新しい補助スキー

ムというのが本当にフィージブルかどうか、その辺について委員長、あるいは林参事官につい

て、ちょっとご意見を伺いたいと思います。 
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○林参事官 

 最終的には、予算を持っている官庁が考えるということなのかもしれないんですが、イメー

ジ的には、やはり技術の段階に応じて補助率を変えていく。ここにも書いてありますけれども、

技術の成熟度や利用目的に応じて補助の割合を考えていくと。したがって、非常に基礎的であ

るとか先端的であるとか、あるいはまだ市場の距離が遠いような技術的な確率が遠いと、そう

いったものについては、それを全部民間主体でやるというのはそれは難しいと思いますので、

そういうものはある程度広目に、政府の補助も大き目にということなのかなと。ただ、そうい

うところからだんだん進んできて、技術的に成熟度も上がってきたものにつきましては、やは

り先ほどエネルギーセキュリティのという話もございましたけれども、市場化というものが進

んでいる中で、使われなければ結局エネルギーセキュリティにも貢献できないということを考

えたときに、使えるような技術にしていくということを考えると、少し民間のリソースの負担

ということも入れながら、きちんと市場に出していくことを民間のほうにもきちんと考えても

らいながらやるようなスキームというのがあるのではないかということで、それは技術のレベ

ルとかそのときの状況であるとか段階に応じて変えていくと、何段階か変えていくと、そうい

うことが考えられるのかなとは思っております。 

○増子審議官 

 これ、イメージとして、原子力委員会としてお決めになっているんだけれども、これ、例え

ば来年度の概算要求までに経産省、文科省それなりのスキーム変更をちゃんと考えろという意

味でしょうか。 

○林参事官 

 そこはそうしていただけるとありがたいと思います。 

○増子審議官 

 具体的に何か今の補助スキームで何か問題が、具体的に経産省、文科であるんだったら、具

体的に教えてください。 

○岡委員長 

 そこは私が答えますけれども、結局お金をもらいにいっている、先ほど言いましたけれども、

それで使いっ放しになっているということです。それに対する大きな反省が、審議官を含めて

省庁に必要です。それで米国はコストシェアです。レベルによって違いますけれども。DOEの

予算をつけているのを見たらわかると思う。20％コストシェア。コストシェアにすることによ

って、お金をもらいっ放しにならないといいますか、ある意味で選択といいますか、責任が生
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じるということであって、そういうものを考えてくださいということであって、それは次の予

算スキームからぜひ考えないといけない。よろしいでしょうか。 

○村瀬部長 

 田口さん。 

○田口副理事長 

 ちょっと今の議論について、ちょっと研究開発機関というか、JAEAの今の置かれている状況

からちょっと一言申し上げさせていただくと、このエネルギーの安定供給のために核燃料政策、

その中で高速炉を開発していくという話と、今いろんな炉型を選択して、それを実用化させる

ために民意主導でやっていくというのは若干ちょっと分けて考えないと、先ほど岡先生が韓国

の例をおっしゃりましたけれども、要するに自国内のエネルギー供給のために必ずしも研究成

果が使えずに外国に持っていくというケースもあって、我々今高温ガス炉が今ちょうどそうい

う立場になっていて、そういう意味では、だからエネルギー政策とイノベーション政策、それ

ぞれちょっと視点が違うところがあって、だから高速炉の開発はそれの交わる部分なんだと思

うんですけれども、ちょっとそれをだから今後ロードマップつくっていくときにそういうこと

をちょっと考えないと、話がコンフューズするかなと思います。 

○村瀬部長 

 重要な視点ありがとうございます。先ほどあった国の研究開発のあり方につきましては、今

回の考え方に示されているように、時代が大きく変わる中で、これまでの反省にも立ちながら、

新しい国の関与のあり方を考えていくということが必要なんだろうなというふうに我々は思っ

ておりますし、その中でこの検討会の冒頭でも確認されていますけれども、やはり柔軟性、対

応していく中での柔軟性は、その多様な選択肢を視野に入れた対応ということがやはり重要に

なってくるんだろうなと今日改めてご指摘いただいて、我々もそうだなというふうに思います

し、足元で先ほどの議論にもありましたけれども、来年、今年の夏の要求も含めて、足元から

新しい考え方を検討し始める必要があるんだろうなというふうに思います。 

 我がほうも予算、研究開発を担当している課長、もしくは室長から何かあればぜひ。 

○松野課長 

 具体的な予算の使い方については、今我々として足元の安全対策も含めて研究開発・技術開

発の予算を使っておりますので、委員長おっしゃるとおり、予算の使い方の評価、反省という

ものはしっかりやった上で来年度の予算をしっかり考えていくということだと思います。 

 一方、高速炉の開発予算につきましても、このワーキングでの議論、諸外国の事例なんかも
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しっかり参考にしながら、具体的な使い方、予算の仕立ての仕方というのはよく議論をしてい

きたいと思っています。 

○清浦課長 

 文科省の原子力課ですけれども、研究開発のことについて少し、文科省が進めている試験研

究炉、特にJAEAが持っているところの今置かれている状況について少し補足の説明をさせてい

ただきますと、実はJAEAで試験研究炉が今全てまだとまっている状況でございます。新規制基

準に対応して、高経年化対策をした上で動かしていくということをしなくちゃいけないと。大

学の研究炉については、昨年度ようやく動き始めたとそういう状況でございます。そういう厳

しい状況の中で、JAEAの施設については、今後約半数の施設については廃止措置をしなくちゃ

いけないと、そういう状況に置かれております。非常に厳しい中で選択と集中をしなくちゃい

けない、そういう状況の中で、どのプロジェクト、どういう課題を採択して進めていくかとい

うのが、今後JAEAの研究開発の中でも非常に重要な論点になってくるというところでございま

す。そのエネ基の議論もしっかり聞きながら、そこの全てに対して投資するというと恐らくう

まくいかないので、その選択と集中のやり方についてまた議論させていただくということだと

いうふうに考えております。 

○岡委員長 

 ちょっと研究開発の話になってくるんですけれども、先ほど説明しなかった研究機関の役割

と知識基盤の構築というようなことを田口さんと話したことがあります。田口さんがまた知識

基盤かと言われているんですけれども、知識基盤って私のイメージは、人材と知識と装置、研

究開発装置が一体になったようなもの、そういうインフラが必要である。それは開発にも必要

だし、イノベーションにも必要。イノベーションはどこかからか持ってくるもの、炉のことで

はないと私は思っている。どこかから借りてくることはできません。だけど、インフラは作る

ことができますので、研究開発のお話が今ございましたけれども、研究開発機関の役割は、そ

ういうものだというふうに思います。それは単に原子炉の研究をタコつぼのようにやっていい

よというわけではなくて、やっぱり組織的にこういう知識基盤をつくることができるのは研究

機関しかない。大学ではできません。組織的なことはできません。 

 ということで、もう一つ申し上げようと思ったのは、JAEAさんは製造工場持っていないです

よね。詳細設計もできないですよね。ですから、開発といってもできるところは限定的。それ

を実際はやっておられることは知識基盤、例えば高速炉の、ナトリウム冷却高速炉の知識基盤

をやっておられるんだと僕は理解しています、それは別にナトリウム冷却高速炉に限らず、安
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全の知識基盤であったり、そういうところが役割で、さっきKAERIの1,500人のうち900人ドク

ターだと申し上げたのは、そういう役割を果たしているということで、何かだからJAEAさんが

実用のところまで全部というのはそんな無理なので、今まで開発したものについて、高温ガス

炉を一生懸命やってそれは大変結構なんですが、そこは本当はメーカーが一緒にいってやらな

いと、全然おかしいよと。韓国はそうなっていて、電力も一緒にやっているということなんだ

と思います。そこのところの連携はぜひ文科さんとエネ庁さんの連携を図っていただきたい。 

 それから、JAEAさんについては、廃止措置なんかも非常にたくさんございますので、それを

しっかりやるということも必要ですから、そういうものを遅れずにちゃんと進めるということ

が少ない研究開発予算を有効に使うという意味でも非常に重要なんだと思います。 

○田口副理事長 

 先ほど私はJAEAの研究開発機関としての役割がますます重要になると言ったのは、まさに知

識基盤の分でございまして、大学にももちろん知識があるわけでございますから、そういうも

のも含めてJAEAがきちんと基盤をつくっていく、これが重要だろうと思っています。それから、

ちょっと蛇足でございますが、ガス炉はちゃんと民間のほうに協議会も文科省に作っていただ

いていまして、一緒にやっています。 

○村瀬部長 

 ありがとうございます。 

 豊松さん。 

○豊松原対委員長 

 追加の視点で、原型炉とか高速炉の話から入りますと、実証炉とか作るということになって

いきますと、そういう研究開発、今までもそうなんですが、やっぱりその地域、地元というの

をいかに信頼していただくかという視点が絶対必要なんです。特にサイクルとその向こうの高

速炉開発は絶対必要なので、そういうのに対してどうすれば本当に信頼感が得られるかという

視点のチェックも要るかなと、この開発体制、と思いますので、ちょっと地元という視点をぜ

ひ入れていただいたらなと思っています。 

 以上です。 

○岡委員長 

 ちょっと関連で申し上げると、地元も関係もおっしゃるとおり非常に重要なんですけれども、

非常に今私が危惧、高速炉について危惧いたしましたのは、軽水炉から高速炉に移行するとい

うようなことを地元が本当にそうだと理解すると、これは非常に困ったことになる。要するに、
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国民負担がものすごい増えてしまう。破綻するというふうに思います。高利貸しに金借りるも

のだと言ったことありますけれども、そこのところはよくわきまえて、まずプルサーマルをし

っかりやる、再処理をしっかり動かすというところが重要で、EDFは3回リサイクルで100年で

きるからと言っていまして、高速炉ってそういう時間スケールも与えられていると私自身は理

解しておりますので、もっと目先のところ、地元の理解というよりは特に皆さんにお願いした

いのは、軽水炉から高速炉に移行する、例えばCEAなんかがそういう図を持ってきますけれど

も、それをそのまま地元が信用されると非常に困ると。研究開発機関の方は、それなりに理解

はしておられると思うんですけれども、これは実際この問題を横から見ていて、非常に危惧し

たところです。 

○豊松原対委員長 

 すみません。まず全体としては、先生がおっしゃるように再稼働、再処理工場を動かす、プ

ルサーマルを燃やす、これが最大の今の事業者の課題だと当然理解した上で、高速炉の会議と

いうことで少し高速炉の話をさせていただいています。その上で、地元の方々がすぐ高速炉に

いくと思っておられないし、そういうことにはなっていない。研究開発だと思っていただいて

いると思いますが、研究開発でもやはり地元にどんな理解、どんな開発体制が地元の方は信頼

できるのかという視点も要りますので、それも含めて今後の開発体制を議論する必要があると

思います。 

○村瀬部長 

 ありがとうございます。 

 いろいろな議論、活発に出ておりますけれども、先ほど国もしっかりと長期のビジョンを示

すことが重要だという指摘もいただいています。それはまさにそのとおりで、このワーキング

グループを一つそういう場、原子力委員会からいろいろと示唆もいただきながら、しっかりと

ビジョンを出していくという役割が国の役目として改めて大きいと思いました。それから、今

豊松さんからご指摘いただいた、地元との関係について、しっかりと研究開発をするにしても、

事業を進めるにしても、やはり原子力事業、地元の理解というのは必須だと思いますので、そ

の点は国としてもしっかりこの検討の場でも踏まえながら考えていきたいと思います。 

 大変活発な議論が進められて良かったと思いますが、幾つかまだ出ていない論点がもしある

ようでしたら、この機会ですのでぜひお願いしたいと思います。言い残したこととや、今出て

こなかった論点で問題提起しておくべきものがあれば、ぜひお願いをしたいと思います。よろ

しいでしょうか。 
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 ありがとうございました。今回のご説明、それからご意見をいただいて、このワーキングの

今後の検討に大きな貴重な示唆をいただけたと思います。さまざまなご意見をいただきました。

委員長からは、諸外国の取り組みを参考に、将来の市場の需要を見越した多様な選択肢、それ

から柔軟性を維持すべきだということ、それから国が個別に細かいことを決めるというのが役

割ではなくて、やはり民間の主導する研究開発を国が支援していくというのが、大きな研究開

発の大きなスタンスであるべきであろうといったようなこともいただきましたし、研究機関の

役割としても、ニーズ対応型の研究にしっかり取り組むべきだといったことを、私が総括させ

ていただく必要もないほどクリアにご説明いただけたと思います。ありがとうございます。そ

の一方で、ご出席の皆様の中では、これまでの高速炉開発の蓄積によって、高い技術、それか

ら人材を蓄積した経緯があって、その蓄積なんかもしっかり活用していくことも大事であると

いったようなご指摘もありましたし、諸外国の動向を見ても、ナトリウムの冷却高速炉の開発

が最も進んでいて、技術的にも成熟しているので、今後の開発、方針検討に当たっても、国内

外の技術・協力の優位性もしっかり考慮すべきだというご指摘もあったと思います。 

 それから、先ほど豊松さんが言っていたように、地元のご理解とご協力のもとにサイクル事

業が成り立っているので、この点についても適切な配慮と丁寧な説明を続けていくことが大事

だといったような点もご指摘いただきました。また国の役割ということで、しっかりと長期の

ビジョンを示した上で、民間主導といいながらもやはり国が大きな方向性を示していかないと、

進んでいかないということの中で、国の中でもやはり引き続き予算面での支援、それからイン

センティブがきちんと働くような制度設計については、足元から早急に検討を進めるべきだと

いうご指摘もいただいたというふうに思います。その他さまざまな貴重なご指摘、ご意見いた

だけたと思います。今後の検討にしっかりと反映をさせていただいて、また何かの機会に意見

交換をしてフィードバックをさせていただいて、どんどんと議論を高めさせていただきたいと

いうふうに思います。 

 それでは、これをもちまして今回の戦略ワーキングの議論を終了させていただきたいと思い

ます。引き続きさまざまなご意見を踏まえながら、しっかりとこのような経緯、それから新し

い動きの中での対応ということで、念頭に置いた形で議論を進めさせていただきたいと思いま

す。その先、戦略ロードマップを策定するということになってございますので、できるだけ議

論を加速化させて、ロードマップの策定を遅滞なく実現したいと考えてございます。 

 それでは、以上をもちまして、今回の会議とさせていただきます。次回以降の進め方につき

ましては、事務的に調整を進めさせていただきたいと思います。 
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 本日はご出席大変ありがとうございました。改めて岡委員長、ありがとうございました。 

 


