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原子力時代の幕開け
1953“原子力を平和利用に” (Atoms for Peace)

国連におけるアイゼンハワー米国
大統領の演説

1954 初の原子力予算2.35億円認められる。
1956 原子力委員会、日本原子力研究所の設立

原子力基本法施行
動力としての利用と放射線の利用

原子力の研究、開発及び利用に関する
長期計画

1957 研究用原子炉１号機（ＪＲＲ-1)初臨界

JRR-1 (日本初の原子炉)

国連におけるアイゼンハワー
大統領の演説

わが国における原子力開発の歴史（１）
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原子力発電

1963年10月26日： 日本原子力研究所において動力試験炉（ＪＰ
ＤＲ）により我が国初の原子力発電に成功（原子力の日）

1966年：日本原子力発電株式会社（原電）において東海１号炉に

よる初の商業発電を達成(黒鉛減速炭酸ガス冷却型（GCR）
電気出力16万6,000kW)

JPDR（日本初の原子力発電） 東海１号炉（初の商用原子力発電）

わが国における原子力開発の歴史（２）



国内のエネルギー資源不足により海外進出に弾みつかず。
・電力需給事情は極めて悪く停電や電休日などが恒常的。
・エネルギー資源であった石炭と大規模水力発電の新増設に必死になって
取り組んでいた。
（この頃中東の石油はまだ世界市場に登場していない。）

→「原子力平和利用→原子力発電」への途が開け、原子力発電への挑戦は、
国としても、また電力会社にとっても喫緊の課題だった。

わが国における原子力開発の歴史（３）

原子力発電待望

電力会社に原子力発電部門設置

・民営の国策会社「日本原子力発電会社」が官民により設立。
国の重要政策である原子力発電を民営の効率経営のもとで行うこの方針
は、原子力開発におけるいわゆる「国策民営」のはじめ。

・民営 9 電力会社による大規模な原子力発電開発へ進展。



わが国における原子力開発の歴史（４）

５つの原子力産業グループの結成
原子力プラントメーカなどの原子力産業も高度かつ広範囲な原子力技術に関
わる技術の総合化と巨額に及ぶ必要資金の調達・結集を目指して
・三菱グループ
・住友グループ
・三井グループ（東芝系）
・東京原子力グループ（日立系）
・第 1 原子力グループ（富士電機系）

を結成。

第１原子力グループの富士電機を主契約者として日本原子 力発電によるコルダーホール
型ガス炉の建設に参画。
軽水炉プラントの建設にあたって、加圧水型炉(PWR)は米国ウエステイ ングハウス社
（WH）と提携した三菱重工業が、また沸騰水型炉（BWR）は同じく米国ジェネラル
エレクトリック社（GE）と提携した東芝と日立製作所が主契約者となっていった。

その他のグループも核燃料やプラント機器製造等に広汎に参画している。



わが国における原子力開発の歴史（５）

原子力発電を支える産業群

燃料メーカー



わが国における原子力開発の歴史（６）

原子力発電所建設の足跡（１）
➢ 原電は、原子力発電所設置の先駆者として、ガス炉である東海発電所に引き続
き、 1970年には福井県敦賀市において日本初の商業用軽水炉、敦賀発電所1号
機（沸騰水型軽水炉（BWR）、電気出力35万7,000kW）の営業運転を開始した。
1978年には日本初の110万kW級原子力発電所として東海第二発電所（沸騰水型
軽水炉（BWR）、電気出力110万kW）を、また1987年には国産改良型PWR（116
万kW)敦賀発電所2号機を建設、鋼板製の格納容器の代わりにプレストレスト
コンクリート製の格納容器（PCCV）を採用した。

➢ 軽水炉原子力発電は、米国での初期軽水炉プラントの経済性などの実績を見て、

電力会社は軽水炉の導入に傾き、関西電力美浜 1 号（PWR、34 万ｋW、1970 

年 11 月運転開始）、東京電力福島第一 1 号(BWR、46 万kw、1971 年3 月運転

開始) が相次いで導入されて原子力発電の本格的な商業利用の時代に入った。

電力会社が高度経済成長期の電力需要急増に対応するには、プラントの単基

発電出力の増大とそのスケールメリットに限界があったガス炉に代えて軽水炉

が選択されたものと言える。



わが国における原子力開発の歴史（７）

原子力発電所建設の足跡（２）
➢ 電力、プラントメーカは、国から予算を得て、あるいは、電力共同

研究により、燃料破損、熱交換器伝熱管の破損、応力腐食割れ等の
諸問題に対処するとともに、プラントの国産化率の向上を図った。

➢ 1970年代の二度の石油危機は、原子力発電が軌道に乗り始め、20基
が稼働もしくは運転開始していたので、乗り越えることができた！

⇒ 原子力時代が幕開

➢ 2010年までに57基が稼働、エネルギーの安定供給に寄与
「次世代の夢」だった原子力発電は電力会社にとって現実的で先進
的な「一つの電源」となった。

➢ 一方、電力価格は総括原価方式の下、電力会社は安定的な運営が

可能であった。
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世界トップレベルの安全性・信頼性：1960年代から常に追及

年

・初期トラブル克服
・国産化

・信頼性・安全性・稼働率の向上
・被曝低減、定期検査短縮

・経済性の向上
・安全性、運転保守性の向上

建設済（含む廃炉）57基
建設中プラント 2基
許認可申請プラント ４基

改良技術（ＡＢＷＲ、
ＡＰＷＲ等）採用改良標準化

ABWR・APWR

✓安全性と経済性の向上を追求した世界最新のBWR
✓1996年以降豊富な運転実績を保有

柏崎・刈羽6.7号

ABWR

✓ｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄによる経済性の向上を図った世界最大級
の軽水炉（1538MW）

✓新技術の採用により安全性、信頼性、運転保守性、
経済性を向上

敦賀３，４号機(計画）

APWR

提供： 電気事業連合会

わが国における原子力開発の歴史（８）
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わが国における原子力の現状（１）

エネルギー基本計画
エネルギー需給に関する基本方針
安定の確保供給
１．新技術の導入、省エネ
２．エネルギー源の多様化（核燃料サイクルを含む原子力、新エネ）
３．資源産出国との関係強化、石油の供給源の多様化
４．石油・LPガスの備蓄水準の確保
５．安全確保を前提に信頼性の高い安定したエネルギー供給

環境への適合
１．省エネによるエネルギー消費量の抑制
２．一体的な解決の要となる原子力発電、核燃料サイクルの着実な推進
３．再生可能エネルギーの開発・利用の推進
４．化石燃料のクリーン化、高効率利用

市場原理の活用
市場原理の活用策の設計：安定供給の確保、環境への適合に配慮

安全の確保、省エネ対策等の需要面の取組推進

資源の備蓄量

ウラン 約2.7年

LNG 約14日

石油 約170日

石炭 約30日



◼ 2030年に向けて～エネルギーミックスの確実な実現
◆ 再エネ：電源構成比率22～24％
◆ 原子力：電源構成比率20～22％
◆ 化石燃料：電源構成比率56％
◆ 省エネ：実質エネルギー効率35％減

わが国における原子力の現状（２）

基本計画の具体的内容

◼ 2050年に向けて～「エネルギー転換」と「脱炭素化」への挑戦➔ 長期戦略に反映
「2050年温室効果ガスを80％削減」に向け、エネルギー転換、脱炭素化に挑戦。

◆ 再エネ：経済的に自立し「脱炭素化」した主力電源化をめざす。
◆ 原子力：実用段階にある「脱炭素化」の選択肢のひとつ。人材・技術・産業基盤の強化に

より、安全性・経済性・機動性にすぐれた原子炉の追求、バックエンド問題の解決に向けた
技術開発を推進。

◆ 化石燃料：エネルギー転換の過渡期において主力エネルギー源として必要。資源外交を強
化。よりクリーンなガス利用にシフトし、非効率な石炭火力発電はフェードアウト

◆ 技術革新：水素、蓄電池等。



わが国における原子力の現状（３）

原子力の位置付けと政策の方向性

１．重要なベースロード電源
安全性の確保が大前提
準国産エネルギー源、 優れた安定供給性、効率性、 運転コスト低廉、

運転時に温室効果ガス排出なし。

２．再稼働
原子力規制委員会が世界で最も厳しい規制基準に適合と認めたもの。
国民の懸念の解消に全力を挙げる。

国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう取り組む。

３．原発依存度は可能な限り低減
省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などによる。
安定供給、コスト低減、温暖化対策、安全確保のために必要な技術・人材の
維持の観点から、確保していく規模を見極める。



わが国における原子力の現状（４）

電源別発電電力量構成比

新
エ
ネ

88.4％ 56％



わが国における原子力の現状（５）

原子力発電所の現状

1基再稼働により、燃料コスト350～630億円／年、CO２排出量260～490万トン／年削減
（100万kWe 稼働率80％、LNGもしくは石炭火力代替）



わが国における原子力の現状（６）

30年ミックスの進捗 ～着実に進展。他方で道半ば（経産省評価）



わが国における原子力の現状（７）

原子力発電20～22％（2030年）は可能か

厳しい状況になっている

・再稼働が新規制基準適合性審査、地元
了解等の長期化、安全対策工事等に
より予定通り進まず。

・４０年運転の延長に電力各社の思惑

（採算性、電力自由化、・・）

・新・増設を国が打ち出さない。地元了解
取り付けの困難。
（計画から運転開始まで最低10年要す）

原子力産業協会の調査結果（254社回答）
達成出来る：10％、 達成出来ない：50％、
分らない：４０％ 出来ない理由：新増設が見えない、
再稼働が遅れている、信頼回復が進まない

30基稼働
（100万kW、80％）



わが国における原子力の現状（８）

2010年作成

原子力発電所の新・増設計画

新・増設の計画を立てた発電所の中、7基は全く進んでいない。（福I-7、8除く）

X

再申請

X



わが国における原子力の現状（９）

日本を含む世界主要原子力プラントメーカの推移
・世界の原子力プラントメーカは、国際的な再編・集約化を通じて寡占化。
・現在では、ロシア、中国企業の台頭が著しく仏、日、米、韓国が押されている。

中国は、外国企業のノウハウを吸収しつつ、中国核工業集団、中国広域核集団
が海外輸出も盛んである。

解消



わが国における原子力の現状（１０）

原子力発電はなぜ必要か（１）

１．わが国は資源小国であり、準国産
エネルギーである原子力は貴重で
ある。
エネルギー自給率は先進国最下位
で8.4％であるが、福島第一発電所
事故前は約20％の自給率であった。 ・
化石燃料は、世界各国から輸入
・国内エネルギー需要の42%は輸入原油
に依存

・世界輸出入総量の20%にあたる187Mt
（世界最多）の石炭を輸入

・世界輸出入総量の12.1%にあたる990億
m３の天然ガスを輸入

主要国のエネルギー自給率（2015年）



わが国における原子力の現状（１１）

原子力発電はなぜ必要か（２）

２．化石燃料の価格上昇、枯渇に備え
るとともに、温暖化対策の観点から
化石燃料の使用量を極力減らす
ために、原子力は必須となる。

資源確認埋蔵量と可採年数

・石油、天然ガスは、約50年で枯渇
する可能性が高く、価格の上昇懸念

・石炭は可採年数が100年以上と見込ま
れているが、途上国の消費が急上昇。

・原子力では、使用済燃料からプルト
ニウムを回収し、高速増殖炉で使用
すれば約3000年は利用可能。



わが国における原子力の現状（１２）

発電電力量に占める原子力、火力、再生可能エネルギーの割合

原子力

火力

再エネ



わが国における原子力の現状（１３）

原子力発電はなぜ必要か（３）

３．再生可能エネルギーのみでは、需要に満足に対応出来ず、温暖化防止
に寄与する安定電源として原子力は必須となる。
・出力変動型再エネを主力電源とするためには、自立電源化のための蓄電池
の価格を現在の1／1000とする必要があり、実現性は非常に不透明。

再エネ主力電源化には蓄電池コスト
の抜本的低減が必要 再エネ化率向上には多大な

国民負担を要する。



わが国における原子力の現状（１４）

原子力発電はなぜ必要か（４）

４．原子力発電は、発電コストがもっとも安価で、温暖化ガスも発電過程
で放出しない。

電源別発電コスト（2014年／2030年モデル）
各種電源別ライフサイクルＣＯ２排出量



原発と夢とお金＝福本容子氏（毎日新聞論説室） 発信箱H23.6.19

日本には原発は54基、今、動いているのは19基だけ。1年後にはゼロになることもあり、って。
国民投票なんかしなくたって脱原発。すごいと言えばすごいけど、それでいいの？

なし崩しの脱原発は文明国らしくない

3.5兆円－ －原発が欠けた分を火力発電で補った場合、追加の燃料費、標準家庭で
年間1万2588円アップ。（燃料費のみでなく火力発電所の新設も必要）
高い？ いまいましい原発事故のことを考えたら安いと言う人もいるだろう。石炭や石油
の値段が上がったり、円安になったりすれば、もっと高くなる。
企業は耐えきれずに外国に出て言っちゃう？ 雇用はどうなる？ 税収は？ 毎年の
予算は？ 10年後の高齢者の生活は？

「非現実的な夢想家」になり原発を排除していこうと呼びかけた村上春樹さん、夢のな
い卑しい現実主義者でごめんなさい。でも効率を「災厄の犬」と片づけるのは簡単だけ
ど、では私たちは支払える範囲を超えて生き続けられますか？

数字の入った真剣な議論をはじめないと。
国民投票で脱原発を決めたイタリア。「エネルギー議論は不在だった」と振り返るモン
ティ博士のインタビューが印象的だった。なし崩しの脱原発は文明国らしくない。



わが国における原子力の現状（１５）

原子力発電所の安全はどのように改善されたか

福島第一原子力発電所事故の教訓



原子力発電所の安全はどのように改善されたか

わが国における原子力の現状（１６）

安全性を高める新規制のポイント

大規模な自然災害への対策
・地震：活断層露頭の上に安全上重要な施設を建てない
・津波：重要な施設は十分高い場所に設置、防潮堤を設置
・火山：想定される火山事象を調査し、必要な対策を施す
・竜巻：竜巻による影響評価を実施し、必要な対策を施す

設計を超える重大事故が起こった場合の対策
・従来の要求に加え、電源車の準備、可搬型ポンプ車の配備（多様性、独立性）
・フィルタ・ベントの設置
・水素濃度を低減する装置の設置
・放射性物質の大気中拡散を押さえるため、可搬型の放水砲の整備
・テロ対策として発電所の設備を遠隔操作できる設備の設置

事故時のCsの放出量が100TBqを超える事故の発生頻度は100万炉年に1回程度

を越えないこと



わが国における原子力の現状（１７）

新規制基準では、｢深層防護｣を基本とし、共通要因による安全機能の喪失
を防止する観点から、自然現象の想定と対策を大幅に引き上げ。 また、
自然現象以外でも、共通要因による安全機能の喪失を引き起こす可能性の
ある事象（火災など）について対策を強化。

新規制基準の基本的な考え方

深層防護の考え方
従来の規制基準と新規制
基準との比較



事故の発生要因

防護レベル 目的
目的達成に
不可欠な手段

関連するプラント
状態

レベル １ 異常運転、故障の防止
余裕のある設計及び
建設・運転における
高い品質保証

通常時運転

レベル ２ 異常運転の制御、故障の検知
制御、制限及び防護系、その
他のサーベランス特性

通常時運転の異常な過渡
変化

レベル ３ 設計基準内への事故の制御
工学的安全設備（非常用炉心
冷却系、格納容器）、事故時
手順

設計基準事故
（単一起因事象）

レベル ４
事故の進展防止、過酷事故の影響緩
和を含む過酷なプラント状態の制御

補完的手段、格納容器の防護
を含めたアクシデントマネジメ
ント

多重故障、
過酷事故
（設計拡張状態）

レベル ５
放射性物質の大規模な放出による
放射線影響の緩和

サイト外の緊急時対応

国際原子力機関の深層防護の防護レベル

プラント
の当初
設計

設計
基準外

緊急時
計画
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①
①

②

②

②②

②

③

③

④

④

⑤

⑥
⑦

福島原子力発電所事故を踏まえ、徹底的な安全強化策がとられた。それらは、

①地震、②津波、③電源確保、④冷却水確保、⑤放射性物質放散量の低減、

⑥竜巻等の自然災害、⑦航空機衝突 等に対する備えである。

福島第一原子力発電所事故後の新たな安全強化対策

わが国における原子力の現状（１８）



わが国における原子力の現状（１８＋）



わが国における原子力の将来（１）

➢ エネルギー選択を行うに当たっての4つの視点
・エネルギー安定供給：資源輸入元の拡大、海外権益の拡大、見通し不確実、

地政学的に不利、エネ源の多様化、自給率の向上

・地球環境の適合： ＣＯ２排出量の削減

・市場原理の活用（経済性）：再エネの低価格化、産業や雇用の空洞化回避

・原子力の安全確保と将来リスクの低減：安全対策の強化、原子力活用の理解

➢ エネルギー構造改革のための3つの視点
・クリーンエネルギーへのシフトと成長の確保： 再生可能エネの活用

・化石燃料依存度削減とクリーン化：熱効率の向上、CCS

・エネルギーシステムの改革： 徹底した省エネルギー社会の実現、市場の垣根

を超えた供給構造改革、多層化・多様化した柔軟なエネルギー需給構造の構築、

地域分散型エネルギーシステム

客観的、総合的、定量的かつ時間軸を踏まえた議論必要



わが国における原子力の将来（２）

➢行政（国）の戦略としてのエネルギー選択
・エネルギー選択の４つの視点
・エネルギー構造改革の３つの視点
・上記に関する技術開発支援（火力発電の高効率化、CCSの実用化、再エネ
の性能向上等）、行政指導、規制緩和等

・少子高齢化・人口減少、IT化→エネルギー需要減少
・エネルギー情勢を巡る状況変化（資源エネルギー庁）

① 原油価格100ドル→50ドル／バレル、再び100ドル／バレル超？
→何が起こるか？

② 再エネの主力電源化→コスト、調整力、ネットワークが課題
③ 自動車産業のＥＶ化競争が激化
④ 原発の再稼働・新増設
⑤ 電力自由化と再エネ拡大による投資環境の変化
⑥ パリ協定を巡る動向、米国の離脱
その他、拡大する世界のエネルギー・電力市場、中国国営企業の台頭、
金融プレーヤの活動、世界全域での地政学上の緊張の高まり



わが国における原子力の将来（３）

➢ 電力会社の戦略としてのエネルギー選択
・国のエネルギー政策（エネルギー基本計画）に如何に整合させるか
・電力自由化に対応しつつ、事業者の利益を如何に確保するか
・化石燃料の戦略的輸入方法（垣根を越えた共同輸入）の構築
・原子力発電所の再稼働、新増設、火力発電所新設計画の構築
・国民及び発電所立地地域の理解が得られるか
・廃棄物処分等の課題は解決可能か
・再生可能エネルギーの自社開発、買取りに如何に対応するか、

分散型電源（再エネ、スマートグリッド）をどこまで進めるか
上記を総合的、定量的に検討し、リスクのない
電源構成、需給調整等を考えるのではないか

発電コスト構成



わが国における原子力の将来（４）

原子力問題に関する総括的解決策を要する項目

・新増設：政府が明確な方針を示す。電力会社が具体化
資金リスクの官民分担、安全性向上、防災対策強化

・放射性廃棄物処分場の確保：国としての姿勢を示し、国会で審議
して国民が納得する処分場を決定（私見）
使用済燃料の中間貯蔵（含サイト内乾式貯蔵）

・核燃料サイクル堅持の再確認：政府、電力会社
高速炉計画、プルトニウム問題

国民、住民の原子力理解の促進が必須：
政府、電力、原子力関係者、教育者等の役割大



わが国における原子力の将来（５）

原子力業界の将来像（個人的な予測）
➢ 政府が明確な方針を示し、国民がエネルギー問題に対する意識を高め、
将来のエネルギー確保、環境問題に危機感を有するようになるケース
・原子力復活／再生
・原発の新増設を軌道に乗せ、原子力業界は再び活気を取り戻す

新増設は、安全性・信頼性・経済性のある100～150万kWe 級軽水炉が主体
原子力プラントの輸出も現実化

・企業も優秀な人材を採用

➢ 政府が明確な方針を示さず、国民が再生可能エネルギーに淡い期待をし
脱原発に進むケース
・原発の寿命期間運転継続、廃止措置が主要事業
・数10年後、再エネのみではままならず、化石燃料の取得も困難になり、国民が
原子力再復活を切望
→ 中国あるいはロシアから原子力発電プラント輸入

原子力業界は、これに対応 → 国産プラント自主開発へ？ 20年要す。



海外の原子力情勢と次世代炉の開発（１）

原子力発電の進展
原子力発電は、1954年にロシアにおいて初めて実施された。その後、
炉型としては、軽水炉（ＢＷＲ，ＰＷＲ）、重水炉、ガス冷却炉、
ナトリウム冷却高速炉等多様な炉型が使われてきたが、高速炉、高温
ガス炉を除いては、軽水炉に集約され大型化と改良がなされた。現在、
用いられているのは、大旨、第二世代炉、第三世代炉で、一部、第三
世代プラスも稼働を始めている。



海外の原子力情勢と次世代炉開発（２）

原子力発電利用の現状と将来
・現在、原子力発電を導入している国は31か国で、運転中のプラントは441基、
総設備容量は4億1000万kWで世界全体の発電電力量の10.1％を担っている。

・また、建設中のプラント数は63基、6700万kW, 計画中は89基、9990万kW
である。 （原子力産業協会調べ）

今後の原子力発電に関する各国の対応
１．基幹電源として計画的に進める

中国、インド、ロシア、フランス、英国、フィンランド、米国＊ 、
旧東欧圏、南米等

＊シェールガスの産出により一部計画の見合わせ

２．原子力発電の新規導入
UAE、サウジアラビア、ヨルダン、トルコ、インドネシア等南アジア、
アフリカ

３．新増設の見合わせ、運転期間の限定
ドイツ、ベルギー、イタリア、スイス、（韓国）



海外の原子力情勢と次世代炉の開発（３）

世界の原子力発電の見通し
ＷＮＡは、2050年までに1000基
の原子力発電所が運転と予想



海外の原子力情勢と次世代炉の開発（４）

各国の原子力発電設備容量と核燃料サイクル政策

現在は、中国
が３位



海外の原子力情勢と次世代炉の開発（５）

基数
(基）

総設備容量
（ＭＷｅ）

運開の見通し

運転中 ４３ ４０，９４０

建設中 １５ １５，０８０ 2020年までに運開

計画中 ４３ ５０，９００ 2018～2028年運開

合計 １０１ １０６，９２０

原子力発電の先頭を走る中国

中国の原子力発電の現状と将来

世界の原子力発電の現状と将来



海外の原子力情勢と次世代炉の開発（６）

次世代炉の開発

次世代炉の開発は、各国／各企業ごとに、小型炉（ＳＭＲ、出力３０万kWe
以下）の開発と関係国／機関による第４世代炉の多国間協力による研究開発
がある。

第４世代炉開発の多国間協力（GIF)
加盟国は、日本、アメリカ、フランス、中国、ロシア、イギリス等１３か
国、欧州原子力共同体で、６炉型について実施している。

GIFの開発目標

GIF:第４世代原子力システムに関する国際フォーラム



海外の原子力情勢と次世代炉の開発（７）

GIFにおける研究開発対象の６炉型



海外の原子力情勢と次世代炉の開発（８）

小型炉（SMR)の研究開発
GIFの６炉型とは別に注目されている。その特徴、狙いは、
・安全性の向上：フルパッシブな革新的な安全設計
・工場で組み上げる生産方式：品質の維持・向上
・電力需要が小さい地域、グリッドの未発達な地域（途上国等）への普及
・熱供給と併用
・燃料取り替え不要、あるいは取替え頻度小、メンテナンス容易
・初期投資が抑えられ、早期の投資回収

世界では、約50のSMR設計概念が様々な段階で開発中であり、SMRへの関心は
高まりつつある。IAEA（国際原子力機関）、OECD/NEA（経済協力開発機構／
原子力機関）では、SMRの開発状況、SMRに特化した許認可プロセス、あるいは
経済性評価等を行なっている。

文献
① Advances in Small Modular Reactor Technology Developments 2016 Edition (IAEA)
② NEA Nuclear Development (2016)  Small Modular Reactors; Nuclear Energy Market Potential 

for Near-term Deployment 



海外の原子力情勢と次世代炉の開発（９）
SMRの世界的な開発状況
各国で関心を寄せるSMRは様々であるが、いずれも安全性を高め、事故時
でも住民の避難不要な原子炉（Evacuation free)が追求されている。その前提
の下に分類すると、
大型炉での実績を踏まえた炉：軽水炉型
熱電併給を目指す炉： 高温ガス炉型
特殊な冷却材を用いる炉： 溶融塩炉型
燃料取り替え不要炉： 独特な型、宇宙用
その他

カナダは、Chalk Riverサイトにおいて2026年までに
商業炉としての成立性を示すために2017年６月に
各国のベンダー等に応募を呼びかけ、カナダでの
開発の可能性を分析した。それに基づき規制機関
であるカナダ原子力安全委員会はサービスとして
原子炉設計の事前審査を行なっている。（右表）



海外の原子力情勢と次世代炉の開発（１０）

SMRの設計例

二流体炉（DFR) 溶融塩炉の改良型

文献：平成29年度原子力の利用状況等に関する調査
（革新炉の研究開発動向等に関する調査）原子力機構



海外の原子力情勢と次世代炉の開発（１１）

わが国のSMR設計例



海外の原子力情勢と次世代炉の開発（１１＋）

経済産業省が新たな小型原発の開発！ 東京新聞 2018年12月1日

経済産業省は、原発を温暖化対策として進めるための国際的な枠組み「クリー
ンエネルギーの未来のための原子力革新（略称NICE Future)に、米国、カナダ
とともに主体的に関わり、参加国を募っている。
このため新たな小型原発の開発を進め、公募した複数の計画の基礎研究を予算
支援し、商用化できそうな計画を絞り込んだ上で、さらに予算投入する段階的
な支援策を考えている。

熱電併給出来る高温ガス炉も有力な候補（検討委員
会）であり、2040年ごろまでに実用化を目指す。 軽水炉型小型炉



海外の原子力情勢と次世代炉の開発（１２）

SMRの課題
SMRの研究開発は数10年来続けられてきた。実用化に至らないのは、
スケールメリットにより大型炉の方が経済性が高い、SMRの優位性は
実証されていない等により、電力会社が採用に踏み切らなかったこと
による。

経済性：安全系の簡素化、運営体制の
合理化、量産効果、投資リス
クの縮小等

許認可：現行の軽水炉規制適用？
従来と異なる設計、Graded
Approach、防災対策の優位性？

製造技術：工場生産型、廃止措置・
バックエンド対策の革新

最初の原子炉が何時実現できるか？

NEAの予測では、2035年時点でHighケースでは、新規に建設される原子炉
の9％、21GWe, Lowケースでは、1GWeにも達しない。

DOEが描く長期の炉型推移の見通し



海外の原子力情勢と次世代炉の開発（１３）

高速炉の開発

高速炉の開発は、ウラン資源が何れは枯渇するかも知れないとの懸念
から1950年代から実施されてきた。しかし、その実用化が当初の期待
通りに進まず、また、ウラン資源も当面は、その需給バランスが崩れ
る心配もないことから牽引してきた米国、ドイツ、英国等が一線から
手を引いた。しかし、ウランの有効利用のために高速炉は必須である。

核燃料サイクル

再処理工場
（青森県六ヶ所村)

ＭＯＸ燃料工場中間貯蔵施設
（青森県むつ市)

ＭＯＸ燃料

原子力発電所
（軽水炉）使

用
済
燃
料

高
速
増
殖
炉
使
用
済
燃
料

原子力発電所
（高速増殖炉）

高速増殖炉用
再処理工場

MOX燃料

ウラン・
プルトニウム

ウラン・
プルトニウム

高速増殖炉用
燃料工場

プルサーマル

高レベル放射性廃棄物

ウラン鉱山 燃料製造工程
（濃縮等）

ウラン燃料
天然ウラン
鉱石

高レベル放射性廃棄物
最終処分施設

軽水炉
サイクル
［現在］

高速増殖炉
サイクル
［将来］（青森県六ケ所村)

＊プルトニウムを軽水炉（熱

中性子炉：サーマル・リア
クター）で利用することを
プルサーマルという。

＊



凍結

海外の原子力情勢と次世代炉の開発（１４）

高速炉開発の現状

高速炉開発のトップグループは、ロシアを先頭にインド、中国であ
り、いずれも2030年頃の商用炉導入を目指している。
フランスも2040年代の実用化を目指していたが、実証炉ASTRID計画
を最近凍結し、計画全体が遅延することは必定となった。
米国およびその他の国はGIFの進捗を見ながら進めていくものと見ら
れる。 海外のナトリウム冷却高速炉（SFR)の開発状況



海外の原子力情勢と次世代炉の開発（１５）

わが国の高速炉開発
わが国の高速炉開発計画は下図のように実験炉、原型炉、実証炉のステップを
踏んで、実用化を目指してきた。もんじゅの廃炉、その後、実証炉計画と位置
付けたASTRID計画の凍結を踏まえ、全面的な見直しが迫られている。

廃止

ASTRID
の凍結

見直しでは、ウラン需給の現状等の政策環境・
社会情勢を勘案すると高速炉の本格的利用が
期待されるタイミングは21世紀後半となる
可能性があり、研究開発方針として
①競争を促し、様々なアイディアを試すステ
ップ（当面5年）

②絞り込み、支援を重点化するステップ
（2024年以降）

③今後の開発課題及び工程について検討するステップ

と3ステップに分け、メーカーには多様な技術開発を推進しつつ炉概念の提案を、
ユーザーである電気事業者には最も望ましい炉概念を選択することを求めている。







わが国における原子力の現状（１８＋）



新規制基準における要求
東電福島事故の反省に基づく対策の方向性



新規制基準における要求
新規制基準における具体例

１．耐震・対津波性能の強化

➢基準地震動策定に関する規定

震源を特定せず策定する地震動

位置や規模などの予測が困難な震源による地震の揺れとして，過去に起きた16
の地震例について，震源近傍での観測記録を収集し，当該サイトでの応答スペク
トルを策定する。



新規制基準における要求

・ 「基準津波」として既往最大を上回るレベルの津波を策定し、防潮堤等の
防護施設等を設置

・ 建屋への浸水を防止（水密化）すること

・ 津波防護施設等は高い耐震性（Sクラス）を備えること

➢ 津波評価と対策

水密扉



新規制基準における要求
２．自然現象に対する考慮
・ 火山・竜巻・森林火災について、想定を大幅に

引き上げた上で防護対策を要求
・ 火山の例では、原子力発電所の半径160km
圏内の火山を調査し、火砕流や火山灰の到達
の可能性、到達した場合の影響を評価し、
予め防護措置を講じる

３．火災に対する考慮
・ 安全機能を有する構築物等のケーブルについて、実証
試験により難燃性が確認されたものを用いる

・ 早期の火災感知のため、異なる種類の火災感知器を
組み合わせて設置し、火災区域
（区画）では、ハロゲン消火設備を使用



新規制基準における要求新規制基準における要求

４．電源の信頼性
・ 外部電源 ２回線 ⇨ 独立２回線
・ 所内交流電源 恒設２台（非常用デイーゼル発電機）

⇨ 恒設１台追加、可搬式（電源車）２台、７日分の燃料備蓄
・ 所内直流電源 恒設１系統（30分）

⇨ 恒設２系統（２４時間）、可搬式１系統（２４時間）

独立２回線
５．冷却設備機能の強化
・ 各種安全機能が喪失した場合においても、冷却機能を維持し

炉心損傷に至らせないこと

各種安全機能喪失：高圧・低圧注水機能喪失、全交流電源喪失

対策例： ① 炉心への注水を可能とする可搬式注水設備（消防車等）の配置
② 電源喪失時には、可搬式電源等によって圧力抑制プールに至る
配管の弁を開放し、原子炉圧力容器を減圧し、可搬式注水設備に
より炉心へ注水する。（BWR)



新規制基準における要求

可搬式及び恒設代替低圧
注水ポンプによる炉心冷却

５．冷却設備の機能強化（つづき）
例：高圧・低圧注水機能喪失

炉心損傷防止対策例
（東北電力HP）



新規制基準における要求
６．格納容器及び原子炉建屋破損防止対策

・ 溶融炉心を冷却する格納容器下部注水設備（ポンプ車、ホース等）を設置
・ 格納容器を破損させないよう内圧、温度を下げ（格納容器スプ
レー）、放射性物質を低減させつつ排気
するフィルタ・ベントの設置（ＢＷＲ）

・ 格納容器内及び原子炉建屋内等の
水素爆発を防止する設備の設置

水素爆発防止対策例格納容器破損防止対策例

原子炉建屋

格納容器

ヨウ素、セシウム
等を1/100から
1/1000に低減

格納容器スプレー

溶融炉心



新規制基準における要求
７．特定安全施設の設置

・ 意図的な航空機衝突などのテロリズムに対し、可搬式設備を中心とした対策
（可搬式設備・接続口の分散配置）及びバックアップとして常設の特定安全施設
の整備
特定安全施設


