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力発電を安定して持続させるため
には︑準国産資源であるＰｕを利
用することでウラン資源に過度に
頼らない核燃料サイクルを国産技
術で確立することも必要である︒
環境負荷を抑えるためには︑放
射性廃棄物の量︵環境負荷への影
響度を指標とした量︶を低減する
ことと︑管理︑閉じ込め︑ないし
は固定化することである︒使用済
み燃料発生量の削減も貯蔵負荷を
下げるという面で重要といえる︒
これには燃料の高燃焼度化を図る
ことが有効である︒
放射性廃棄物の環境負荷影響度
の高いものに︑核分裂に伴って発
生し︑長期間発熱するマイナーア
クチニド︵ＭＡ︶元素群︵Ｎｐ︑
Ａｍ︑Ｃｍなど︶がある︒再処理
により発生する高レベル廃棄物の
処分場面積は使用済み燃料を直接

格化して核エネルギーが世界的に

るプルトニウム︵Ｐｕ︶利用が本

ている︒また︑ＦＢＲサイクルよ

して事業者も運用の高度化を図っ

規制体系を見直すとともに︑並行

うした進展に伴い︑規制側は安全

を管理するひとつの具体的な方向

これはリスクを指標として安全性

さくする努力が求められているが︑

実行可能な限り合理的にこれを小

る﹁残余のリスク﹂として評価し︑

ＰＳＡ︵確率論的安全評価︶によ

設計︑能動的系統と受動的システ

コアコンセプトにおいても︑免震

の開発として設定している６つの

軽水炉﹂プロジェクトで要素技術

在進められている﹁日本型次世代

安全システムを採用している︒現

循環や重力を駆動源とする受動的

安全審査

︵ ︶科学的合理性に基づく設計と

件を表︲１にまとめる︒

る上で原子力技術に求められる要

した安全確保方策を構築すること

安全目標︵リスク目標︶を指標と

が求められる︒そして︑定量的な

かさをより精度よく把握する努力

継続的に評価体系が内包する不確

着しているものと考えられるが︑

現在の活動の延長として十分に定

た指標の下︑リスク情報の活用は
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国際標準化された指針類による安全審査の

① 基づく設計と

表-1 将来技術に求められる要件
（番号は以下の節に対応）
容
内
要件項目

第8回「低炭素社会を持続させる原子力発電」

震設計による設計の標準化 ︱︱など

機器を排除した信頼性の確保︑③免

デントの回避︑②原子炉内から動的
合いと︑それに関する知見の度合い

の安全評価にかかわる現象の影響度

ＳのＰＩＲＴでは代表的な過渡事象
ている︒今後 年間の技術革新を

では機構論的な解明は困難とされ

とされているが︑現状の計測技術
てきた最適評価コードやＰＳＡにお

ステムを対象として開発が進められ

今後の別の課題として︑能動的シ

にもかかわらず知見が少ない現象ほ

を同定した︒安全性への影響が高い
な計算機技術の進展によるシミュ

が開発されるか︑または︑飛躍的

見通したとき︑革新的な計測技術
に︑その性能は温度や圧力と言った

で定量化することが挙げられる︒特

ける作動信頼性を︑受動的システム

を設定した︒ 年 月より︑東芝を
代表者として４Ｓの米国ＮＲＣ
ど︑研究開発の優先順位が高くなる︒

であろう︒また︑こうした課題解決

環境に依存することから︑時間依存

循環除熱にかかわる現象がピックア
かと予想する︒楽観的に過ぎるか
は︑透明性の高い技術評価とそれに

性を持たせた評価手法の開発も必要

ップされ︑この分野の研究開発が重
もしれないが︑現状の研究開発を
基づき策定された研究開発戦略に従

レーション解析を通して︑不確か

︶を行ってい
Application Review
る︒審査の公聴会において︑４Ｓの
要であることを︑その結論に至るＰ
積み上げ長期的に取り組むことで

さの極小化が図られるのではない

設計思想は先に示したＮＲＣの要求
ＩＲＴのプロセスを含めて事前審査
い進めることは言を俟たない︒

４ＳのＰＩＲＴでは︑安全系の自然
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ことを目的としている︒

金属燃料炉心で効率良く燃焼する

である︒軽水炉で生成するＭＡを

見据えた高増殖性能など︑国々の

は将来のエネルギー需要の増大を

核廃棄物の低減︑インドや中国で

再処理している︒ＥＵや韓国では

めのハードルは高い︒

らなる長期的な目標を達成するた

成功裏に進んでいるとしても︑さ

実現のための先行的な研究開発が
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構︵ＪＡＥＡ︶やＩＴＵなどの国
地震動の影響が施設に及ぶこと
が発生すること︑大量の放射性

により︑施設に重大な損傷事象

今後︑原子力を取り巻く社会環
物質が放散する事象が発生する

めに︑われわれ原子力技術者には

境に多少の変動があろうとも︑そ
こと︑あるいはその結果として

無限の努力が求められる︒

れらに柔軟に対応し得る硬直化し
周辺公衆に対して放射線被曝に

国とインドでは︑米国や日本に続

ない機動的な開発計画の下︑ブレ
よる災害を及ぼすことのリスク

いて︑工学規模ホット試験に向け

ることなく研究〜開発〜実証〜実
を意味する︒

内外の研究機関︑大学︑メーカー

研究開発に長い時間を要する原
用のサイクルを推進し︑研究開発

などと共同で︑数キログラムのウ

子力発電が低炭素社会を持続的に
の果実を社会に広めていかなけれ

低炭素社会の 持 続的
発 展に 向けて

支えていくためには︑地道な研究
ばならないことを肝に銘じ︑日々

策については︑簡単ではあるが第
炉施設に関する耐震設計審査指針

原子力安全委員会 発電用原子

られる実用システム概念︒

として実現性が最も高いと考え

︵注３︶現在の知見で実用施設

圧水型原子炉の名称︒

エレクトリック社が設計する加

︵注２︶ウェスティングハウス・

開発を継続し︑その知見を随時実
という︑息の長い取り組みが必要
である︒
冒頭に述べた 年の原子力利用
の姿を実現することは容易ではな

５回で述べたことから︑今回はあ
︵2006年 月︶

い︒その実現のための課題と解決
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