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Ｇｒ．１ 放射線の利用と管理

• 放射線の利用

レントゲンによる放射線発見から産業利用

への展開 放射線は基礎研究の最有力手段

• 福島における放射線問題

東京電力福島第一原発事故の影響

自然放射線被ばくと1 msV/年のリスク

食品の基準

• まとめ

SNWと学生との対話会＠福井工大 2018年10月26日

高エネルギー加速器研究機構
名誉教授 川合 將義
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放射性物質は宇宙における元素合成から

38万年

n, p生成

電子と陽子再結
合

原子核反応で元素生成

原始銀河群

137億年前のビッグバンから始まり、自然界には放射線が飛び交っています。
そうした中で生物は生まれ進化してきました。人間は進化の頂点にあります。

宇宙におけ
る元素合成

作られた同位元素（重さの違う原子核）

宇宙の発展史
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黒 安定な原子核
青 長寿命原子核

β崩壊
緑 短寿命原子核

β崩壊
橙 短寿命原子核

電子捕獲
極短寿命
陽子放出

12C  p 6,  n 6
安定

14C  p 6,  n 8
不安定

（自然に崩壊）

中性子数

原
子
番
号



放射線の利用

A．物質を透過する（透視） レントゲン

放射線診断、非破壊検査

B．電離作用、放射化 P. キュリー
（細胞影響、物理化学変化）

がん治療、耐性タイヤ、半導体、育種

C．ものの微細構造を示す（顕微観察） ラウエ

X線回折、電子顕微鏡、放射光、中性子分光

放射線は、距離、時間、遮蔽で制御できます。
きちんとした管理の下に利用すれば有益なもの
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放射線とは、不安定な原子核が壊変する時に出るエネル
ギー波でα線（裸のヘリウム）、β線（電子）、ガンマ線などが
あります。地球が暖かいのは、放射性物質の崩壊熱のため

放射線は、火に似てます。
放射性物質：薪炭の火、放射線：赤外線、被ばく影響：煮，焚、焼



電子・陽電子

電子発見

コンプトン効果

1933 P. ディラック

量子力学、陽電子予言

1936
C.  アンダーソン
陽電子発見

1937 C. ディヴィソン
J. トムソン

電子線回折現象発見

1961 R. ホフスタッター

線形加速器による核内電子
散乱・核子構造研究

1990 J. フリードマン
H.ケンドール、R. テイラー

電子の深非弾性散乱研究

2008 小林誠
益川敏英

対称性の破れ起源

1976 B. リヒ
ター

S. ティン新素粒子発見 K中間子対称性破れ

1980 J. クローニン
V. フィッチ

1988  L.レーダーマン
M. シュワルツ、
J. シュタインバーガー
ミューニュートリノ発見

1995 F.ライネス

原子炉ニュートリノ

2002 R.デービス
小柴昌俊

宇宙ニュートリノ検出

2013 F.アングレール
P.ヒッグス

質量の起源の理論

2015 梶田隆章
A. マクドナルド

ニュートリノ振動発見

電子と原子の衝突
（離散状態）

1925 J. フランク
G. ヘルツ

荷電粒子

多線式比例計数管
の発明

1992 J.シャルパック

中性子 1935  J. チャドウィッ
ク 中性子の発見

1938  E. フェルミ

RI 存在証明と中性子核反応

1994 B.ブロックハウス
C. シャル

中性子分光、中性子回折

X線、ガンマ線

1901 W. レントゲン

1914 M. ラウエ

X線回折の発見

1915 W.H. ブラッグ
W.L. ブラッグ

1936 P. デバイ

X線と電子線、
分子構造解析

X線の発見

X線結晶構造解析

1983 W. ファウラー

宇宙化学元素生成理論

核化学

1903 A. ベクレル, 
キュリー夫妻

自発的放射能発見

1908 E. ラザフォード

元素崩壊、核化学

1911 M. キュリー

PoとRa発見

1935 F.J.キュリー
I.J.キュリー

人工RI 30P 創成

1944 O.ハーン

核分裂反応発見

1951 E.マクミラン
G.シーボーグ

超ウラン元素発見

1921 F. ソディ

核化学研究

1943 G.D.ヘヴェシー

トレーサー利用

1960 W. リピー

C14による年代測定

1962 J. ワトソン、
F. クリック
M.ウイルキンス 生体分子構造解析

1919 J. シュタルク

シュタルク効果発見

1917 C. バークラ

元素の特性X線の発見

1924 K. ジーグバーン

X線分光学の発見

1961 R. メスバウアー

メスバウアー効果の発見

1946 H.マラー

X線起因突然変異発見

1977 R. ヤロー

ペプチドホルモンの
放射免疫測定

1982 A.グルーグ
1985 H.ハウプトマン

J. カール
1988 J.ダイゼンホーファー

R．フーバー,H．ミュヘル
2009 V.ラマクリシュナン

T. スタイツ、A. ヨナス
核酸、蛋白質構造解析 構造直接決定法 光合成中心３次元構造決定 リボゾーム構造・機能研究

1964 D. ホジキン

核酸分子構造、情報伝達

1972 
G.エデルマン
R. ポーター

抗体化学構造解析

1979 G.ハウンズフィール
ド

A. コーマックCT法

1951 J. コッククロフト
E. ウォルトン

原子核変換発見

1959 E.セグレ
O. チェンバレン
反陽子発見サイクロトロン発明と新RI発見

1939  E.ローレンス

素
粒
子
研
究

理論と実験
の融和

加速器と高
度測定技術
利用

放射線の発見
微視構造解析
医学応用

物理学賞 化学賞 生理学医学賞

1905 P. レーナルト

陰極線の研究

粒子加速器
と測定技術
の開発

原子核研究

1906 J. トムソン

1927 A. コンプトン

1927  C. ウィルソン

霧箱考案

1936V.  ヘス

宇宙線の発見

1943 O. シュテルン

分子線、陽子磁気
モーメント

1944 I.  ラービ

原子核磁気の
共鳴測定法

1960 D. グレーザー

泡箱発明

1995 M. パール

タウ粒子発見

2002 R. ジャコーニ

宇宙X線源発見

川合作

2015 T.リンドハール
P．モドリッチ、A.サンニャール

DNA修復機構の研究

1950  C. パウエル

パイ中間子発見

1949
湯川秀樹
中間子理論

118年間に放射線が係わったノーベル賞研究は63件 →正に２年に１度の受賞

1958 P. チェレンコフ
I. フランク、I. タム
チェレンコフ効果発見

1948 P. ブラケット

改良霧箱：電子対創成
宇宙線、原子核研究
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放射線断と
がん治療

霧箱：３
つ受賞

被ばく影響



実用化技術の例

診断とガン治療
高品質半導体製造
超高集積回路
耐熱電線製造
自動車のタイヤ
難燃フォーム
アートタイル・塗装
医療用具滅菌
食品照射
みかんミバエ不妊化
薔薇、菊、桜の改良

黒真珠・黒水晶製造

排煙浄化処理

非破壊検査（溶接、
橋梁・道路劣化診断)
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基礎研究 国内の放射線市
場は、４兆円規模

放射線は、物理・化学・医学・農学等の先端的プローブである。



東京電力福島第一原発事故事故の影響
• 炉心溶融と水素爆発で原発4基損壊

• 環境汚染→大混乱→放射線に対する不安→ 1mSv/年への拘り

• 食品汚染 → 早急な出荷制限 →食品の暫定基準500Bq/kg 

→ 100Bq/kg の厳しい新基準→風評被害
• 住民避難 避難指示 (原則 >20mSv/年の地域）
原発から20km以内と計画的避難区域
福島県の避難者： 最大16万4千人

→ コミュニティ破壊、家族の分断

• 避難に伴う産業破壊、林野等生態系
の2次的破壊

• 放射線を避けることで起きた問題
避難時病人の死亡、発育不全
避難生活でのストレスで病気

復興予算、除染、放射線広報

放射線量率分布
(2011年9月18日）

海洋汚染
Cs, Sr, Y, 

…

大気汚染→土壌汚染
I-131, 132 (短寿命）
Cs-134, 137
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c

c

c

平常時の一般人の被ばく限度



0.30
0.980.480.33

日本での自然放射線による被ばくは、１年間で 2.1 ミリシーベルトになります。
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結構ある身の回りの放射性物質

私たちの周りにはつねに放射線があります。雨が降ったら私たちの周りの放
射線量は高くなります。これは空気中にチリ状になって浮かんでいるラドン
222という放射性物質が雨にくっついて地上に落ちて来るからです。他にもい
ろいろな放射線源があるので、日本国内の空間放射線量 = 外部被ばく量は、

下図に示すように年間１ミリシーベルトになります。（原子力情報室資料から）

放射線は、福島が初めてでない。病院だけでもない。

こうした自然放射線やストレスによるDNA損傷に対して獲得した
生来の修復機能や免疫で我々は、守られています。



イメージングプレートによる自然放射能分布の測定例

豚肉（肉の部分にカリウムが多く含まれている。
青い部分は脂身）

バナナ（縦断面）

バナナ（横断面）

しょうが

サングラス（普通のガラス）

弱い眼鏡（カリの少ないガラス）

強度の強い眼鏡（カリガラス）

イメージングプレート（写真のフィルム）

食品やカリガラスに含まれるK-40
からの放射線に感光したもの。

成人男子は、K-40だ
けで4000Bq、その他

の放射性同位元素を
含めて7000Bq持って
います。



各国平均の自然放射線による年間被ばく量

国連科学委員会 UNSCEAR 2000レポートデータに基づく評価

mSv/y

世界平均公表値
日本平均公表値

M.Kawai , E.Konno & M.Shimo 

2.42

2.09

日
本

北欧 世
界
平
均

川合、下：平成26年日本原子力学会秋の大会P18

フィンランド、スウェーデンやハンガリー等の北欧・東欧諸国の自然放
射線被ばくは高い （2.5 - 4.5 mSv/年) 10

東欧



世界一厳しい日本の食品の基準へ

飲料水 ２００
Bq/kg牛乳・乳製品

野菜類

５００
Bq/kg

穀類

肉・卵・魚・
その他

飲料水 １０
Bq/kg

牛乳・乳児
用食品

５０
Bq/kg

一般食品 １００
Bq/kg

暫定基準値 5mSv/年 新基準値 1mSv/年
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コーデックス委員会が推奨する1 mSv/年を満たす国際基準：
汚染率10%の仮定で 1,000Bq/kg

11/28
厚労相諮問

食品安全委員会

厳しい数値にするために国内食品の汚染率を 50% と仮定
輸入食品が50%を越えているので、国産の食品は全て汚染を意味する

反響：国内 さらに厳しい値を求める声、福島産食品への風評
海外 日本の多くの食品が汚染されていると誤解し、

輸入規制、検査証明や産地証明等義務化



福島県の食品の安全性確保の努力

市場に出ている福島産の食品は、検査により十分安全であることが確認されている。

*体内Cs 300Bq →0.01 mSv/年

陰膳検査

除染と土壌改良
農産物の汚染は下がっ
た

食品検査(JA等）

市場の食品は、殆ど
検出限界以下。
米、柿全袋検査

体内CsのWBC検
査

現在、殆どの人が検
出限界の300 Bq*未

満。検出される人は、
猪や野生のキノコ等を
摂取する特殊例

家庭の3度の食事
の陰膳検査

放射性セシウムは
検出限界以下か、カリ
ウム40に比べてごく
僅か

一般食品の基準：
100 Bq/kg以下

必須ミネラルのカリウムには、K-40

が1万分の１含まれています。バナ
ナや肉類では約100 Bq/kgあります

体内K-40 →約0.2 mSv/年（日本）

12
世界に誤解を招いている今の食品の基準を国際規格に戻すべし



まとめ
⚫ 放射線は制御でき、基礎科学研究から産業に広く利用。

• 放射線の産業利用の市場規模は、原子力エネルギー外でも４兆円を越える。

⚫ 放射線を正しく理解することが大切、こどもだけでなく大人も学ぶこと。

考える基準は、自然放射線のレベル（数ミリシーベルト/年）。その一桁上でも

余裕がある。宇宙船では、１日で１ミリシーベルト浴びる。

• 発ガンは、年取ったことで生来持つ免疫力などの機能の衰えによる。

⚫ 福島は除染、自然減衰、雨水効果により環境回復し、殆どは1mSv/年の長期

目標を達成でき、2017年3月までに避難指示を解除。

• 避難指示解除した区域で線量の高い所でも、住環境は2 mSv/年以下。これに

自然放射線を加えても、放射線被ばく量は北欧や東欧と同程度。

⚫ 基準は厳しければ良いというものでない。厳し過ぎる基準は、弊害でもある。

1mSv/ 年に拘った除染費用は、１兆円を越した。(5mSv/年で十分だった。）

国内食品全てが汚染を仮定した食品の基準は、福島産の食品や観光への

風評被害と海外における輸入規制を招いた。新基準は、国際基準に戻すべし。
13



ご清聴ありがとうございました。

14
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除染の基準

平成27年6月第１５回環境回復検討会資料５より

当初、空間線量率で0.00１mSv/時間以上を対象（5mSv/年に相当）

2011年10月佐藤知事・細野大臣会談で1mSv/年まで補助約束

上限は、50mSv/年以下 (50 mSv/年以上は帰還困難区域で後回し）

結果として除染対象域拡大し、予算が肥大化

2012年6月28日現在 2014年11月7日現在

色付き：1mSv/年以上

緑以上：5mSv/年以上



福島を巡る放射線の上限基準

• 1 mSv/年 放射線防護目的の基準で一般人の被ばく限度

除染における追加体外被ばくの長期目標値

食品による追加体内被ばくの目標値

• X mSv/年 避難指示解除の目安線量値 (実態 X = 2-5で解除）

• 20 mSv/年 避難指示の基準値

職業人の被ばく限度（５年間平均）

• 100 mSv/年 これ以下を低線量被ばくと称する

• 0.23μSv/時間 追加体外被ばく１mSv/年を与えるとされる空間

線量率 （個人線量計によれば、2-6倍が相当）

• 100 Bq/kg 日本の汚染食品に対する基準（一般食品）

• 600 Bq/kg EUのチェルノブイリ由来汚染食品に対する輸入基準

• 1000 Bq/kg コーデックス委員会での汚染食品に対する基準

16



SNWと学生とのグループ対話

Ｇｒ．２ 放射線の利用と管理

平成３０年１０月２６日

福井工業大学 福井キャンパス

ＳＮＷ 寺澤倫孝

兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 名誉教授

terasawa@lasti.u-hyogo.ac.jp



放射線とは

• ●放射線には、α線、β線，γ線（Ｘ線）、中性子線などがあり、
• •それらは量子論的な粒子あるいは波動であり、目にも耳にも感じない。五感に感じない、
• •それぞれ特定のエネルギーを持っていて物質中の原子核、原子、分子と相互作用をし、減衰しながら

物質を透過したり、あるいは初期のエネルギーを損失し、最後には物質中に停止する。

• • ●放射線の性質
• • 物の中を通過する（透過性）
• • 原子から電子を弾き飛ばす（電離作用）
• • フィルムを感光させる（写真作用）
• • 蛍光板を光らせる(蛍光作用）

• ● 放射線は通例放射性物質（核種）から放出され、
• •それぞれ固有のエネルギーと半減期（T1/2）を持ち強度は時間とともに指数関数的に減少する。それら

の特徴を生かしてきわめて多様な利活用が展開されている。

• ●自然界には地中の岩石、土壌などからの放射線のほかに、太陽及びその他の天体からの宇宙線、ま
たかつて行われた大気中の核爆発実験によって生じた放射線も存在している。自然の環境で受ける放
射線量は１人あたり年間2.1 mSv（日本平均）であるが、世界ではインド/ケララ、ブラジル/ガラパリ、イラ
ン/ラムサールなど日本の数十倍高い線量の場所もある。

• ●放射線に関係する単位にはベクレル（Bq）とシーベルト（Sv）がある。
• • Ｂｑ は放射線を「出す」放射能の単位
• • Ｓｖ は人体が「受け取る」影響の単位
• です。
• 放射線が物や人に当たった時に、どれくらのエネルギーを与えたのかを表す単位として、 Gy (グレイ）が

使われます。

• ・
• 。



放射線の種類と透過力



/













• 原爆被爆者が被ばくした線量（0 ～2 Gy）と全固形がんの発生リスクの関係を示した

データ。 原爆被爆者の寿命調査の結果と、被爆時状況から推測された被ばく線量
をもとに 1054,427 人について解析した結果である。

• この図は、 30 歳のときに被爆した被爆者が、70 歳になったときの過剰相対リスクを

示している。また、男女両方のデータを用い、性別による影響を平均化して表してい
る。なお、脳腫瘍および神経腫瘍に関しては良性のものも含まれている。また、造血
細胞に関する悪性腫（白血球やリンパ腫、骨髄腫など）は除かれている。



放射線の生体への影響

ＬＮＴ仮説（マラー）とメガマウス実験（ラッセル）



放射線の生体への影響は低線量率では飽和する
ＷＡＭ モデル （もぐらたたき）

• ＷＷＡＷＡＭ モデル



放射線（量子ビーム）は物理、化学、生物の基礎研究だけでなく、産
業、農業、医療、先端科学研究など幅広く応用されている



Ｇｒ．４ 核原子燃料サイクルの必要性と安全性

対話イン福井工大2018   （平成30年10月26日）

松永健一 技術士（機械，原子力・放射線，総合技術監理）

１．エネルギーの歴史（論点整理）

２．2100年代へ残すべきエネルギー技術（産業）
(1) 化石燃料枯渇後の電源要件
(2) 再エネ電源大量導入時代の課題
(3) 海外のエネルギー戦略

３．核燃料サイクルの必要性
(1) 核燃料サイクルと高速増殖炉の仕組み
(2) 軽水炉と高速増殖炉の違い

４．核燃料サイクルの安全性
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考えてみよう エネルギーの歴史と将来へ残すべき技術

１．エネルギーの歴史を見てみよう（論点整理）
(1) 化石燃料を枯渇させた世代が将来技術を残さないのは無責任ではないか。
(2) エネルギーの歴史（過去）から何を学ぶか，学んだのか。

①エネルギー密度，②文明滅亡・幸せ，③人口・産業，②森林保護，との関係

２．2100年代のエネルギー（電源）を予測してみよう。残すべき技術（産業）は何か。
(1) 化石燃料枯渇後の電源要件：
①資源量，②生活・産業の維持，③環境保全，④安定供給，⑤安全

(2) 再エネ（変動）電源大量導入時代の課題：
①電源出力変動／電力系統，②蓄電／蓄エネ（水素，圧空），③エネルギー変換

(3) 海外の戦略（中国，インド，露，仏） ：日本が最先端と誤解していないか。

３．核燃料サイクルの必要性を考えてみよう
(1) 化石燃料はいつ枯渇するのか。その時，どんなエネルギー源が使えるか。
(2) ウラン資源を軽水炉で枯渇させて良いのか。
(3) 軽水炉と高速増殖炉は何が違うのか（仕組み，燃料，安全性，廃棄物対策など）。

４．核燃料サイクルの安全性を考えてみよう 【当日】
(1) 長寿命（資源生成）技術は安全性が高いと言えるか。
(2) 開発済み／開発中の技術は将来世代に有益か

（核融合，トリウム炉，負荷追従小型炉，水素製造高温ガス炉，Ｐｕ加工など）。
(3) 超長半減期の放射性廃棄物は短半減期化しておくべきか。

★



出典：原子力・エネルギ図面集2018

エネルギーと文明 エネルギーの高密度化が人口増をもたらした

薪炭/水車/風車/馬力は再エネ 薪炭は森林乱伐の源で、乱伐を石炭が救った
エネルギーの歴史は低密度から高密度へ 高密度化が人口増の源

32
石炭の利用がなければ「禿山」だった 化石燃料が無ければ「人口増」はなかった

エネルギーの歴史を俯瞰する（総括）



石炭（薪炭より高密度）が森林破壊を救った（日本）

出典：エネルギー環境歴，田中紀夫／木材・石炭・シェールガス，石井彰

火／薪炭（※） 奈良時代：大仏づくり→ 森林枯渇→ 遷都
江戸時代：幕末の里山は壊滅状態 国土の1/4が荒地 浮世絵の禿山

江戸時代より現代日本の方が森林が多い？
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森林面積
1891（明治24）年 1700万ha
現在 2500万ha

★

エネルギーが変遷した意味を考
えてみよう ☞将来の選択



２１００年代の世界予測 エネルギー消費量

出典：Paul Chefurka “World Energy to 2050”／小美野晃HP

人口増加は化石燃料に依存した一過性のもの

2030年代は化石燃料の貢献が残り、真の問題
が顕在化していない

世界人口とエネルギー消費量の関係

一人あたりエネルギー消費量（世界平均）は
2020年をピークに年平均１％で下降

2009年 1.8  toe/人・年 toe：石油換算トン
2050年 0.9 toe/人・年

世界の一人あたりエネルギー消費量の実績と予測

石油51年，天然ガス53年，石炭 153年，
ウラン102年（軽水炉），数千年（FBR）

化石燃料 2050年全体の61％→ 2110年 0％
世界人口 2050年以降横ばい（仮定）

2100年 約0.35  toe/人・年 （0.9×0.39）
※2009年 インド（0.6  toe/人・年）の6割

↑今日の繁栄は化石燃料によってもたらされた証拠
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人間の幸せとは 2100年世界ＧＤＰ予想
出典：原子力・エネルギー図面集

人の経済的豊かさ（縦軸）は横軸に比例
2011年 1.9 toe/人・年（世界平均）
日本3.6／米国7.0／韓国5.2／独3.8／中国2.0★ 2100年世界平均

一人当たりのＧＤＰと一次エネルギー消費量

エネルギーの重要性

人間の幸せとは様々だが、一人当たりのGDPとすれば・・・化石燃料が枯渇する時代の国民の生活は 35



地下資源の枯渇 資源量がＧＤＰと相関

レアアース生産量の推移

出典：ベースメタル枯渇、西山

資源は枯渇しないか？ 資源はナショナリズム 中国はいかにして独占となったか

可採年数（亜鉛）

主要金属消費量とエネルギー消費量、ＧＤＰの成長 （日本、1983年＝1）

ＧＤＰ

エネルギー

エネルギー／金属消費量がＧＤＰと相関
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２１００年代の世界予測 成長の限界

ローマクラブ成長の限界 40年後の検証

約30年間（1970～2000年）の実績はほぼ「成長の限界」の予測どおり

37



発電に伴うＣＯ2発生量の推移

38出典：原子力・エネルギー図面集2018

👤原発の導入により、発電時に発生するCO₂の割合は減少してきている。しかし、東日本大震
災に伴う原発の長期停止により、火力発電量が増加し、2016年度の使用端CO₂排出原単位
（クレジット反映後）は、0.516kg-CO₂/kWh。



39出典：原子力・エネルギー図面集

👤エネルギー資源を輸入に頼る日本では，特定のエネルギー源に依存
せず，各電源の特徴を生かしたバランスが重要。



太陽光発電大量導入時代の電源の組合せ

火力発電

太陽光発電
（全日」快晴のケース）

原子力発電

👤太陽光発電の急な出力変動を補う新たな火力や蓄電設備が必要

太陽光発電がない時代の電源構成に大量導入時代の太陽光を追記した

40



41
出典：日経エネルギーNext2015.1，2015.8，2015.9

太陽光発電導入量と太陽光を除く発電負荷

ダックカーブ

👤太陽光発電の急な出力変動は，電気需要の少ない時期の日の出と日没前後
の対応が難しい。（例．北海道ブラックアウト）



火力・水力発電が太陽光発電の出力変動に対応

42出典：かんでんエル・メッセージ2017

👤電力の供給量は需要に合わせないと，周波数や電圧が変動し，送配電が停止
する恐れがある。（例．北海道ブラックアウト）



出典：送配電事業者が需給バランス調整・周波数維持において期待すること，東電（2016）
43

電源系統の技術課題
★
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再生可能エネルギー導入拡大の電源系統への影響

出典：太陽光・風力発電の大量導入が電力系統に及ぼす課題と対策，電力土木講習会（2015）

★



再生可能エネルギー導入拡大の電源系統への影響

45
出典：太陽光・風力発電の大量導入が電力系統に及ぼす課題と対策，電力土木講習会（2015）

★



再生可能エネルギー導入拡大に伴う技術課題

46
出典：再生可能エネルギー導入拡大に伴う技術的課題と対応策について，電事連（2014）

★



中国の原子力発電所建設が急ピッチ

👤中国の商業用原子力発電設備は３９基。３，７８０万ｋＷに到達しており，基数では日本と並び
世界第３位。年内にも基数・容量ともに日本の開発規模を追い抜く見通し（原産新聞７月７日）

出典：原産新聞 47

世界初、三門１号機が営業運転
（９月２１日）

世界で２基目、海陽１号機が営業運転
（１０月２４日）

中国で建設された４基のＡＰ１０００がすべて完成（2018年）

米国初のＡＰ１０００建設計画，予算の増加で頓挫の危機に（原産新聞９月２６日）

最新鋭の第３世代炉である仏フラマトム社製・欧州加圧水型炉（ＥＰＲ）と米ＷＨ社製・ＡＰ１
０００の初号機が，６月末に中国で初送電（原産新聞９月２６日）

中国、福建省・霞浦で６０万ｋＷの高速実証炉を本格着工（原産新聞１月９日）

商業用再処理工場計画の年内開始に向けニュー・アレバ社と覚書（原産新聞１月９日）

★



ロシアの高速炉発電所建設

出典：原産新聞 48

現在運転中のベロヤルスク４号機
（ＢＮ－８００）

今年８月３日に計画中のナトリウム冷
却高速炉ＢＮ－１２００（１２０万ｋＷ）の
建設工程を明らかにした。

👤ロシアは、原子力開発当初から、エネルギー問題解決の鍵として、核燃料サイクルの完結と
高速炉の開発を積極的に進めている（表参照）。 出典：原産新聞 48

★



49出典：原子力・エネルギー図面集2018

原子燃料サイクル（FBRを含む）

👤使用済み燃料の中には，燃え残りのＵや新たに生まれたＰｕがあり，これらを回収して
再び燃料として使う。軽水炉ではＵ235だけでなく，高速中性子によりＵ238も核分裂し，
中性子を吸収して核分裂するＰｕ239が生成。出力の30～40%はＰｕの核分裂。

★



50出典：原子力・エネルギー図面集2018

高速増殖炉（ＦＢＲ）の仕組み

👤Ｐｕを直接燃料に使用できる。冷却材はＮａを使用し，原子炉内の熱をＮａを通じて水に
伝え蒸気を発生。軽水炉との違いは，核分裂に寄与する中性子（高速，熱），燃料（ＭＯＸ，
Ｕ），冷却材（Ｎａ，水），発電効率（34.5%，39%）及び転換比。

★



51出典：原子力・エネルギー図面集2018

混合酸化物（ＭＯＸ）燃料

👤ＵとＰｕを酸化物（粉末）を混合してつくったＭＯＸ燃料は，軽水炉のプルサーマル計画や
高速増殖炉等の燃料に利用。ＰｕはＵに比べ中性子を吸収し易いので，制御棒の効き
を低下し，燃料出力を上昇させる。炉内配置の工夫等で，炉心の１／３までＵ燃料並み。
Ｐｕは生もの（同位体比が変化し易い）。対してＵ燃料は原始放射性物質で長半減期。

★



52出典：原子力・エネルギー図面集2018

ウランの核分裂とプルトニウムの生成・核分裂

👤Ｕ238の存在比は99.3％で，核反応断面積✕存在比ぐらいの物質量生成の効果
がある。



出典：原子力・エネルギー図面集 53

★

👤 Ｔｈ，Ｕ，Ｋは原始放射性物質。半減期 Ｐｕ238：87.7年，Ｐｕ240：6563年，Ｐｕ241：14.35年，
Ｕ235：7.04億年



資源量からみた高速増殖炉の必要性

高速炉

軽水炉

高速炉の方が中性子を
有効利用

Ｕ－238 （天然存在比 99.7％）
が核分裂

断面積

軽水炉高速炉

中性子利用効率が向上

資源量が大幅増

54

安全性を長期間維持

経済性が高い（長期使用）



今後の原子力 福島第一事故前の計画

既存軽水炉⇒新設軽水炉 ⇒ 高速炉（FBR）⇒核融合
再処理⇒分離技術①⇒ レアメタル回収 FBR  ⇒核変換②

①②⇒廃棄物短半減期化 Pu燃料はAmに変化（生もの）

核融合実験炉 ＩＴＥＲ 2030年目標 水素製造：高温ガス炉

ＩＴＥＲ（核融合実験炉）

高速炉実用

核融合炉実用

55

★



放射性廃棄物の短半減期化
分離・核変換技術 → 高レベル廃棄物の短半減期
分離 → 高レベル廃棄物からレアメタル等を回収

分離・核変換利用 通常の廃棄物処分

出典：原子力・エネルギー図面集2012

出典：核燃料サイクル，藤家，石井
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★



57出典：原子力・エネルギー図面集

👤将来期待できる大規模なエネルギー源として核融合がある。これは，ウランなどの質量数
の大きな物質の核分裂と異なり，トリチウムやヘリウム等の質量数が小さい物質の原子核
を融合させ，その際に生じるエネルギーを利用するものである。

核融合と核分裂



宇宙のエネルギー 水素からの物質生成

出典：原子力, 藤家洋一，2005

鉄

元素の中で核子の結合エネルギーが最も大きく安定している鉄が作られるとエネルギー生成の
プロセスは止まってしまう
鉄よりも重い元素は普通にはできず，吸熱反応が起こる大きなエネルギー（超新星爆発）が必要

核融合反応

超新星爆発による吸熱反応

超新星爆発エネルギーで中性子
吸収・過剰
⇒β崩壊（電子放出）
⇒中性子が陽子へ変わる
（原子番号が一つ増）

超新星爆発という莫大なエネル
ギーを「質量」という形で貯蔵
⇒「核分裂」はそれを解放するもの

U-235

核子エネルギーと物質生成 58

イメージ図

太陽光発電の大量導入時代に必要な蓄エネ手段の一つが「水素」

核分裂反応



太陽系にある物質 水素とヘリウムが主成分

出典：ベースメタル枯渇、西山

水素から出発 核融合で鉄まで生成
超新星爆発のエネルギーで鉄よりも重い元素が生成

太陽系は超新星爆発で生成した宇宙塵を集めて誕生

質量比 水素／ヘリウム／その他（※） 約71／27／2％
（※）Li～U    約1.9±8.5 ％

太陽系の原子存在比

← 質量の98％

原子番号30番以下 概ね原子番号の増加に伴い指数関数的に減少

原子番号の偶数元素 一般に前後の奇数元素より多量
（原子核の安定性による）

原子番号3～5番は著しく少ない

核融合で生成→

→
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★



ご清聴ありがとうございました

60

対話イン福井工大2018   （平成30年10月26日）

核燃料サイクルの必要性と安全性

松永健一 技術士（機械，原子力・放射線，総合技術監理）



Ｈ３０．１０．２６ 対話イン福井工業大学 （第５班）

Ｇｒ．５ 原子力発電所の運転と管理

梶 村 順 二
西日本技術開発株式会社

元九州電力株式会社
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〇設計建設段階の安全規制
・原子炉設置許可申請（原子炉の基本設計）原子力規制委員会に提出・審査

・工事計画認可申請（原子力発電所の設計の詳細）を原子力規制委員会に提出し、認可後工事開
始
・原子力規制委員会は工事の工程ごとの使用前検査や燃料体の検査を実施

〇運転段階の安全規制
・原子力発電所の運転前に原子力規制委員会から「保安規定」の認可が必要
・運転開始後は発電所を止め定期検査実施。重要なものについては原子力規制委員会により実施
・また、原子力規制委員会は、原子力発電所内の巡視点検や事業者とのヒヤリング等の実施
・保安規定の遵守確認のため年４回の「保安検査」を実施

〇廃止措置段階の安全規制
・廃止措置に関する計画を申請し、原子力規制委員会の認可が必要

〇輸送に関する安全規制

原子力施設等の安全規制
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加圧水型原子力発電所の系統図加圧水型原子力発電所（ＰＷＲ）の系統図
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１次冷却材系統漏洩検査
１次冷却材系統設備の点検終了後
に、所定の圧力において、各部か
らの漏洩がないことを確認します。

総合負荷性能検査

各設備の点検・試験完了後に原子炉出
力100％で発電所の運転を行い、各設備
の運転状態や各種計器指示値が正常で
あることを確認することによって、発
電所が安定して連続運転できることを
確認します。

定期検査工程例（例）
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原子力発電所の運転の際に実施すべき事項や、従業員の保安教育の実施方針などの保安の
ために必要な基本的な事項が記載され、電気事業者はこれを遵守しなければならない。

〇目的は原子炉等による災害の防止

〇社長は安全を図るための方針を組織全体に示す（原子力安全を最優先）

〇関係法令及び保安規定の遵守（コンプライアンス活動を含む）

〇安全文化の醸成に関する活動

〇品質マネジメントシステムを取り込んだ継続的な改善（2003年～）

〇原子炉施設の定期的な評価（10年を超えない期間）

第１章：総則 第２章：品質保証 第３章：保安管理体制及び評価 第４章：運転管理

第５章：燃料管理 第６章：放射性廃棄物管理 第７章：放射線管理 第８章：保守管理

第９章：非常時の措置 第10章：保安教育 第11章：記録及び報告

原子炉施設保安規定

目次の構成
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原子力発電所組織図(例)

　

発電所長

<主任技術者>
・原子炉主任技術者
・ボイラー・タービン
　主任技術者
・電気主任技術者
・放射線取扱主任者

・原子力発電所品質保証委員会

・原子力発電所安全運営委員会

立地、総務、経理、資材、人事労務等

環境、広報・地域社会に関する事項

保安活動、品質保証活動の統括・管理に関する事項

放射線管理、放射性廃棄物管理、化学管理に関する事項

原子力発電設備の運転、保守に関する事項

土木・建築設備の改良、保修に関する事項

教育・訓練の計画、実施　保安教育の総括に関する事項

原子力発電設備の改良、保修、放射性廃棄物処理、
原子燃料取替えに関する事項

発電所に関する技術全般の計画、管理、原子燃料管理、
炉心管理に関する事項

安全品質保証統括室長

総務課長

環境広報担当課長

保修課長

次長

土木建築課長

原子力訓練センター所長

次長

次長

技術課長

安全管理課長

発電課長
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〇運転員の構成・・当直６班（４班が３交替＋管理班＋教育班）＋業務班（庶務）

〇当直員の構成・・課長、副長、主任、ｵﾍﾟﾚｰﾀ（R,TE各２名）、ﾊﾟﾄﾛｰﾗ５名（計12名）

〇通則・・原子炉の運転期間（13か月）、運転員等の確保、巡視点検、引継、運転管理

に関する社内基準の作成、原子炉起動前の確認事項、資機材等の整備、

体制整備（火災発生時、自然災害発生時、重大事故発生時、大規模災害時等）

〇運転上の留意事項（水質管理、原子炉冷却圧力バウンダリ隔離弁管理）

〇運転上の制限（原子炉の運転モードにより要求される事項と措置）

〇異常時の措置（機器動作確認、原因除去、拡大防止等）

〇新燃料の運搬・貯蔵

〇燃料の検査、燃料の取替等

〇使用済燃料の貯蔵・貯蔵

燃料管理

運転管理

中央制御室
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気体廃棄物くぇ

液体廃棄物ぇ

固体廃棄物

放射性廃棄物管理
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〇区域管理（管理区域の設定・解除、管理区域内における区域区分、管理区域への出入管理など）
〇被ばく管理（線量の評価、床・壁等の除染）
〇外部放射線に係る線量等量率等の測定
〇物品移動の管理（管理区域外等への搬出及び運搬、発電所外への運搬）
〇請負会社の放射線防護

〇保守管理計画（保全計画策定・実施、点検補修等の結果の確認・評価、保全の有効性評価等）
〇原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長期保守管理方針
〇溶接事業者検査の実施
〇定期事業者検査の実施

保守管理

放射線管理

環境試料の採取

放射線管理区域への出入管理
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〇所員への保安教育
〇請負会社従業員への保安教育

インストラクター室 シュミュレータ
室

訓練センターにおける保修訓練の様子

訓練センターにおける運転訓練の様子保安教育
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原子炉容器の上部蓋を開け、燃料取出し後、内部等の目視や水中テレビカメラ
を用いて検査を行い、異常がないことを確認します。

原子炉容器
上部ふた取り外し作業

原子炉容器の開放検査
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原子炉容器から取り出された燃料は燃料取扱建屋
に移送され、水中テレビカメラなどを用いて外観
検査や寸法検査などを行い、異常がないことを確
認します。

モニターによる
燃料の検査

燃料取替

燃料検査
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蒸気発生器伝熱管は、検査用ロボットにより、伝熱管内部に電流を流し、異常がない
かを確認します。

蒸気発生器ＥＣＴロボッ
ト

蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査（ＥＣＴ）
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タービンを分解し、各部について詳細な点検を行い、異常がないかを確認します。

タービンの開放点検

タービン開放点検・検査
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弁及びポンプ等を分解し、各部について詳細な点検を行い、異常がないかを確認します。

弁分解点
検

循環水ポンプ点検

弁・ポンプ等点検
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