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内容 

 
１ はじめに 
  ・自己紹介 
  ・高速増殖炉（FBR）とは 
    
２ 原子力プラントメーカでの40 年 
  ・原子炉の設計 
  ・放射線利用 
  ・復興助勢 
 
３ 原子力発電の課題と展望（私見） 
  ・放射線の健康影響 
  ・原子炉の再稼働 
  ・核燃料サイクル（FBR開発と再処理） 
 
４ まとめ（意見交換） 
   
 
 
 
 
 



１-１ はじめに（自己紹介） 

・１９４５年９月 誕生 栃木県佐野市  
   聖アグネス幼稚園  佐野市立天明小学校 
   佐野市立城東中学／川越市立富士見中学 
   埼玉県立浦和高校 
 
・１９６４年４月 〜 １９７１年３月  母校 
   応用物理学科／原子核工学専攻  
   硬式野球部（東都大学)／東京工業大学管弦楽団 
 
・１９７１年４月 〜 ２０１３年３月  
          三菱原子力工業（現三菱重工業） 
          原子炉設計と関連開発業務に従事 
 
・２０１３年４月 〜  技術士事務所を設立  
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放射線は100年前から始まった訳ではな
い 

÷ 140億年前 宇宙の誕生  ビッグバン 
            星の中の元素合成  超新星爆発     宇宙線による分
子合成 

• 46億年前  太陽の誕生  核融合反応の開始 

           地球の誕生    地熱（崩壊熱）の開始 
• 40億年前  宇宙線の影響がない深海で生命誕生 
• 25億年前  地球磁場により荷電粒子がトラップ           
             生命の活動範囲が浅海に拡大 

• 20億年前   天然原子炉  核分裂連鎖反応の偶発 

• 5億年前   バクテリア光合成により酸素が増え           
             オゾン層形成により生命が陸地に上陸 
 

• 1789年  ウランの発見 

• 1895年  エックス線の発見 

• 1896年  ウランの放射能の発見 

• 1898年  アルファ線、ベータ線の発見 

• 1932年  中性子の発見 

• 1938年  核分裂の発見 

• 1942年  初の人工原子炉  4 
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原子力・放射線に関する出来事（1945年〜） 

• 1945 東京大空襲（10万人）沖縄上陸（20万人）広島・長崎（30万人） 
• 1950～朝鮮戦争（38度線、1949中国共産党政権） 
• 1951 マッカーサー解任（原爆使用を発案/トルーマンと意見合わず） 
• 1952 サンフランシスコ講和条約 
• 1953 国連宣言（12.08 Atoms for Peace /アイゼンハワー） 
• 1954 第五福竜丸被曝（明日への神話） 
• 1955 原子力基本法（平和利用３原則 原子力委員会、原子力安全委員会、炉規法、障防法） 
• 1956 日本原子力研究所設立 
• 1957 JRR1（原子の火；東海村） 
• 1958 東京タワー 
• 1959 伊勢湾台風（5100人）＝＞災害対策基本法 
• 1961 大気圏内核実験 
• 1962  キューバ危機 
• 1964 東京五輪   1969 アポロ11号（月面着陸） 1970 安保 大阪万博（太陽の塔） 
• 1971 福島第一1号炉 運転開始 
• 1974 原子力船むつ放射線漏洩事故 
• 1979 TMI2号（米国）事故 
• 1986 チェルノブイリ4号（旧ソ連）事故 
• 1989 ベルリンの壁崩壊（11.9－＞9.11） 
• 1995 阪神・淡路大震災（6500人） 
• 1995 もんじゅナトリウム漏洩事故 
• 1999 JCO臨界事故（２人）＝＞ 原子力災害対策特別措置法 
• 2001 9.11同時多発テロ 
• 2004 美浜3号２次系配管破損事故（５人） 
• 2007 柏崎刈羽 新潟県中越沖地震被災（15人） 
• 2011 福島第一 東日本大震災被災（２万人） 

 



１−２ 高速増殖炉(FBR)とは 

• FBR: Fast（高速） Breeder（増殖） Reactor（炉） 
        
           ＝  高速炉   ＋   増殖炉 
          Fast Reactor  &  Breeder Reactor 
         
      増殖のスピードが速いという意味ではない 

 
      増殖とは？   
      増殖比＝核分裂物質の （生成量）／（消費量）   
           ＞１．０  
      



使用済み燃料の組成 

               （%）          
 核種  新燃料   使用済 
U-235        4                 1 
U-238       96               94 
Pu               0                 1 
FP               0                 4 

新
燃
料 

使用済燃料 

燃焼度約４万MWd/t 
軽水炉燃料 



出典：評価済核データファイルJENDL-4（日本原子力研究開発機構） 

核反応断面積（σf、σc、σx） 
  

σc/σf＝ ０．３０．１ 
σf     ＝  ６００b>２b 
      低速  高速 
 

fission 

capture 

capture 

中性子利用率＝σf/(σf+σc) 
 
中性子再生率＝νσf/(σf+σc) 
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増殖には高速炉が必要 

出典：A. E. Walter and R. B. Reynolds, FAST BREEDER REACTORS, 1980 

高速炉   
スペクトル 

核分裂スペクトル 

         増殖＝中性子再生率＞２．０ 

       高速炉では〜2.5、軽水炉では〜2.0 

軽水炉   
スペクトル 

（中
性
子
再
生
率
） 

中性子エネルギー 



 高速増殖炉とするために 

               高速増殖炉        軽水炉 

 

炉心エネルギー   高速（0.1MeV）       低速（0.025eV） 

燃料密度       大（高密度MOX)       小（低濃縮ウラン） 

減速           しない         する 

燃料棒配列   稠密（三角格子配列）  最適減速格子配列 

除熱（冷却材）    ナトリウム       水         

冷却材温度      〜500℃       〜300℃ 

圧力           低圧          高圧 

冷却系統       ３次系統      １（２）次系統 

 

    



 もんじゅの概要（冷却系統） 

出典：高速増殖原型炉もんじゅ設計・建設・試運転の軌跡（日本原子力研究開発機構ホームページ） 

 



高レベル廃棄物潜在毒性の経時変化 

出典：JAEA-Data/Code 2010-012使用済核燃料の潜在的放射性毒性評価のための データベース（西原健司） 



２ 原子力プラントメーカでの40年 

• 原子炉の設計 

• 放射線利用 

• 復興助勢 



２−１ 原子炉の設計 

計画（概念検討）〜概念設計〜基本設計 
 
 〜設置許可〜契約〜詳細設計（製作設計） 
 〜工事認可〜建設（製作／施工） 
 〜試験検査〜運転〜保守・補修 
   
 〜 〜〜廃止措置（廃炉）〜〜〜 
 
 

 
 



   燃料棒本数/プルトニウム富化度 
   炉心形状/寸法 /制御棒配置 
   制御棒価値 
   反応度係数（温度、密度） 
   燃焼特性 
   出力分布（冷却材流量配分） 
   最大線出力密度  
    燃料温度 

 
 

   FBR炉心設計の評価項目 
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炉心・遮蔽設計解析の基礎方程式 

 ボルツマンの輸送方程式（定常状態） 

 位相空間セル（空間，エネルギー，方向）における放射
線粒子のバランス 

（漏えい項）＋（媒質との相互作用による損失項） 

 ＝（媒質との相互作用による増加項）＋（線源項）    
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出典：高速増殖原型炉もんじゅ設計・建設・試運転の軌跡（日本原子力研究開発機構ホームページ） 
 

もんじゅ炉心配置図 



海洋地球研究船みらい 
   海洋研究開発機構（JAMSTEC） 
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• 線源生成量評価（冷却材Na放射化、FP、CP、T、C-14） 

• 原子炉内構造物中性子照射量評価 

• 原子炉容器室廻り遮蔽性能 

• ２次系ナトリウム放射化 

• 計装設備（出力計、破損燃料検出）応答評価 

• 各系統設備遮蔽検討 

 

FBR遮蔽設計評価項目 

計算手法開発  １次元=>２次元=>３次元 
精度評価     ベンチマーク実験、模擬実験解析 
V＆V（Verification and Validation） 
                    検証と妥当性確認 
 



２−２ 放射線利用 

• TMI、チェルノブイリの影響による停滞 
 
• 放射線利用（中性子が未開拓分野）に着目 

 
    中性子利用による機能向上 
     （ラジオグラフィー、資源探査、爆発物検知） 
 
    中性子による治療 
 
    超長半減期核種の消滅処理（オメガ計画） 
                 



加速器BNCT施設概念図 
Boron Neutron Capture Therapy （ホウ素中性子捕捉療法） 

出典：http://www.shi.co.jp/info/2012/6kgpsq0000001f10.html 
http://www.pasj.jp/cgi-bin/meetings/pasj10/pdf_get.cgi?MOOS%2FMOOS16%2FMOOS16.pdf 

原子炉BNCT（JRR-4） 

南東北福島病院 

いばらき中性子医療研究センター 

http://www.shi.co.jp/info/2012/6kgpsq0000001f10.html
http://www.shi.co.jp/info/2012/6kgpsq0000001f10.html
http://www.shi.co.jp/info/2012/6kgpsq0000001f10.html


加速器駆動核変換システム（ADS） 
Accelerator Driven System 

出典：原子力委員会長期計画策定会議第３分科会（第３回）資料第３−２号（１９９９年 



J-PARC Japan Proton Accelerator Research Complex  
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         出典 JAEA/KEK J-PARCセンター 

茨城県東海村 大強度陽子加速器施設 50GeV陽子加速器 



２−３ 事故・震災関連 

＜事故・震災前＞ 

• オフサイトセンター防災訓練助勢 

 

＜事故・震災後＞ 

• 避難区域住民の一時帰宅助勢 

• 環境省除染情報プラザの活動 

• 小学校出前授業（放射線教育） 

• 社会人向原子力・放射能関連講座講演 



福島県内空間線量率測定 

2011.9.09〜9.10 
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薬師岳 標高１３５０m 0.24μSv/h            (2011/9/9 12:30) 



飯舘村〜南相馬〜福島市 

           2011.9.10  （μSv/h）       

26 
飯館村役場（3.0）、長泥地区（13.4）、南相馬市小島田（0.46），板倉神社（1.7） 



空間線量率（羽田->高知） 
2013.7.22 8:30 ANA561 

27 
離陸からの時間（分） 

(μSv/h) 



３ 原子力発電の課題と展望（私
見） 

 
         ・放射線の健康影響 
    ・原子炉の再稼働 
     ・核燃料サイクル 
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３-０ 東京電力福島第一 
原子力発電所の事故について 



30 

原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書 

首相官邸HP（http://www.kantei.go.jp/jp/topics/2011/iaea_houkokusho.html） 

 

福島第一１号炉 冷却系統構成 

http://www.kantei.go.jp/jp/topics/2011/iaea_houkokusho.html


 核分裂生成物崩壊熱の経時変化（U-235） 

原子炉停止後の時間（s） 

１号炉（数j間後） 

２．３号炉（１〜３日後） 

現時点 



     BWR MARK-I型 格納容器形状 

圧力容器 

炉心 

格納容器D/W 
格納容器S/C 

原子炉建屋５階 
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炉心燃料が露出すると何が起こる 

燃料が 
900℃～1300℃ 
に上昇 

燃料が 
2800℃ 
に上昇 

原子炉圧力容器 
温度が上昇 

・燃料が露出 ・燃料被覆管(Zr) 
と水蒸気が反応 
（Zr+2H2O→ZrO2+2H2) 
・水素発生 
・揮発性FPが放出 

・燃料（二酸化ウラン） 
が溶融 
・原子炉底部に落下 
・FPが放出 
 （メルトダウン） 

・原子炉容器の底部 
が融けて、穴が開く 
・溶融した燃料が 
格納容器に落下 
 （メルトスルー） 

 



東京電力福島第一原子力発電所事故直後の状況 
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Cs-137濃度の分布 （6/6～7/8採取土壌） 

   第35回原子力委員会資料第2-3号（平成23年8月30日） 
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空間線量率と土壌汚染の関係 

300kBq/m2     1μSv/h 

（5000Bq/kg）  （5mSv/年) 

 

 

 

文部科学省 8月30日   文部科学省による放射線量等分布マップ より 



37 汚染状況重点調査地域（8県104市町村）と除染特別地域（11市町村） 



避難指示区域の見直し 

避難指示区域の見直しの経緯と現状について 
www.kantei.go.jp/jp/singi/genshiryoku/dai29/siryou1_1.pdf 

 



39 東京電力（株）HP（http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/index-j.html）「事故の収束に向けた道筋」より 

   循環注水冷却のイメージ 

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/index-j.html
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/index-j.html
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/index-j.html
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/index-j.html
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/index-j.html


３−１ 放射線の健康影響 
（低線量被ばくへの懸念） 
・どんな少量でも余分な被ばくは嫌だ 
・孫、子の被ばくが心配である 
 
（国際放射線防護委員会の見解） 
・瞬時に高線量被ばく（100mSv超）した場合には、がん死亡リスクは被ばく線 
 量に比例して増加する。 
・一方、年間100mSv未満の被ばくによる健康影響の有無は科学的に未解明 
 であるが、低線量被ばくの場合でも、がん死亡リスクは被ばく線量に比例す 
 ると仮定して、放射線防護を考えることを推奨している 
 
（私見） 
・避難の判断は空間線量率を基に決めるのは適切でない。個人被ばく量が 
 20mSvを超えなければ避難は強制すべきではない。 
・避難に伴うリスクが、被ばくによるリスクを上回るようであれば避難を強制す 
 べきではない。避難すべきか否かは当事者の判断に委ねるべきである。 
 



放射線防護の考え方（ICRP） 



３−２ 原子炉の再稼働 

（こんな危ないもの動かして良いのか） 
・想定外の事態は必ず起こる。 
・どんなに安全対策を強化しても事故の発生は食い止められない。 
 一旦事故を起こすと壊滅的な被害が発生する。 
 
（私見） 
・過酷事故は無視できる程の頻度でしか発生しないと信じ込んでいた 
 ことが、今回の事故を防ぎ得なかった一因であると反省している。 
・技術に失敗はつきもの。また、絶対安全はありえない。原子炉を動 
 かす限り、某かのリスクは覚悟する必要がある。 
・原子炉を動かさないことにもリスクを伴うので、再稼働の是非は、両 
 者のリスクを冷静に比較して判断する必要がある。 
・事故の発生を防ぐ対策をとり続けてゆくことと同時に、常に事故は 
 発生しうるものとして備えを怠らない必要がある。 



深層防護（Defence in Depth）の徹底 

原子力安全の３原則 
 
   止める 
   冷やす 
   閉じ込める 
 
      （＝放射線防護） 
 
 

 放射線防護の３原則 
   
  減らす 
  遮る 
  離れる 



３−３ 核燃料サイクル 
（核燃料サイクルは破綻しているのではないか） 

 ・高速増殖炉（もんじゅ）は未完技術 

 ・再処理は技術的にも経済的も破綻 

 ・行き場のない廃棄物（トイレなきマンション） 

 

（私見） 

・BN-350（原型炉）は既に30年の運転を経験しており、技術的に実証済みである。   

 「もんじゅ」のナトリウム漏洩、炉内中継装置事故は開発に伴って発生するもので技術 

   的に克服可能である。 

・再処理は英、仏では既に完成した技術である。六ヶ所では、数々の問題があったが、そ 

 ろそろ終息に向かってきている。経済的には、発電コストの多少の増加はあっても、破 

 綻を来すほどのものではない。 

・高レベル廃棄物（HLW）の地層処分については処分場所の見通しが立っていないのは 

  事実である。しかしながら、代替発電方式も同様に廃棄物処理処分の課題をかかえて 

   いる。幸いなことに、HLWの発生総量は少量であり、最終処分方法の決定には時間的 

   余裕がある。発生量の削減と適切は処理処分方法を検討して決定することができる。 



旧ソ連の高速炉の運転実績 

http://www.eurosafe-forum.org/files/poster_3_international_assistance_for_decommissioning_of_fast_breeder.pdf 



高速増殖炉開発の現状 

出典：高速炉サイクル技術開発の意義 H23.11.30新大綱策定会議資料第２−４号 
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４．まとめ 
・被曝ゼロを求めて避難生活を続けることのリスクと、年
間20mSv程度の被曝を許容することのリスクを冷静に
考えることが必要である。 

・福島事故を繰り返してはならない。再稼働は現場の運
転員が少なくとも同様の災害は防げることを確信する
ことである。 

・核燃料サイクル確立に向けた開発の持続が望ましい。 
 現行の核燃料サイクルプションが、代替エネルギー政
策と比べて、経済性、安全性、環境負荷低減の面で劣
る要素は 

ない。子孫には原子力利用を選択肢として残すべきであ
る。 



48 

 

 

ご静聴ありがとうございました 

データの主な出典 

 政府関係資料 経産省、文科省の原子力・放射線関係広報資料 
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