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日 時：2017 年 2 月 22 日（水）13：30～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【開催趣旨】 
  2011 年の福島第一原発事故により、一時停滞していた中国の原子力開発は緊急時対策の強化を図った上

で再スタートし、現在は第 13 次 5 ヶ年計画のもと、30 基が稼働、24 基が建設中で、計画中の原発は 275 基

に上るなど、原子力大国への道を歩み始めています。 

 一方、中国は原発輸出を国家戦略に据え、独自技術による第三世代原子炉「華龍 1 号」を、途上国だけで

なく、イギリスなどへの売り込みに乗り出しています。 

 また米国「テラパワー」の「進行波炉」、カナダの「先進燃料 CANDU 炉」、それに「超臨界圧軽水炉」な

ど、次世代に向けた新型炉の開発に乗り出しているほか、核燃料サイクルでも世界をリードする研究・開発

を行っています。 

 本シンポジウムでは、中国の原子力開発、とくに炉型戦略を中心に、発電から核燃料サイクルまでの現状

を俯瞰するとともに、中国の課題、日本のポジションなどについて、専門家による討議を行います。 

 

 

【プログラム】 

（１） 開会挨拶  沖村憲樹 科学技術振興機構（JST）特別顧問 
（２） 基調講演 

① 孫 俊 清華大学原子力・新エネルギー技術研究院 副研究員／「中国原子力開発の現状と展望」 

② 劉学剛 清華大学原子力・新エネルギー技術研究院 副室主任／ 「中国核燃料リサイクルの現状と

発展」 

（３）パネルディスカッション「一帯一路構想とアジアの国際秩序」 
モデレータ： 窪田秀雄 テピア総合研究所 主席研究員 

パネリスト： 永崎隆雄 日本科学技術交流協会常務理事・事務局長／千代田テクノル社アドバイザー 
渡辺 搖 一般社団法人海外電力調査会 特別研究員 
孫 俊氏 
劉学剛氏 
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【開会挨拶】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 ただいまより国立研究開発法人科学技術振興機構中国

総合研究交流センターの 2016 年度シンポジウムを開催す

る。 

今日のテーマは「中国原子力開発の現状と動向」である。

中国では既に 35 基の原発が稼働していて、24 基が建設中

だ。大小含めて 250 基くらいの原発を形成する計画が立て

られており、2030 年あたりには米国に次いで世界第 2 位

の原発大国になるのではないかと考えられている。 

今日はこのシンポジウムのために、中国から専門家をお

招きした。中国の原子力開発の動向についてご講演いただ

くとともに、その後のパネルディスカッションで中国の原

子力開発をウォッチしている日本の研究者の皆さんとと

もに議論していただく。 

 はじめに主催者を代表して、科学技術振興機構特別顧問

の沖村よりご挨拶申し上げる。 

 

（JST 沖村特別顧問） 

 

 はじめに、はるばる北京から来てくださった清華大学の

孫先生、劉先生、それからパネルディスカッションに参加

いただく先生方に、心から御礼を申し上げたい。 

中国総合研究交流センターは、中国との交流にたいへん

熱心な有馬朗人元東大総長をセンター長にお迎えして、11

年前に設立した。中国との交流を進めるため、いろいろな

活動を行っている。この研究会はほぼ毎月開いているが、

特に重要なテーマを年に１回、シンポジウムという形で開

催している。今年度は原子力となった。 

さて、中国総合研究交流センターではいろいろな活動を

しているので少し紹介したい。まず、今年で 11 回目を迎

える「日中大学フェア＆フォーラム」というイベントがあ

る。今年は上海で開催する。大学関係者の皆様には是非参

加いただきたい。もう一つは、今年で 3年目を迎える「さ

くらサイエンスプラン」だ。アジア 35 か国から青少年を

日本に迎える事業で、この 3 年間で 12,600 人、中国から

は 4,600 人をお迎えした。おかげさまで順調に拡大してい

る。ご協力いただいている皆さまに心から感謝を申し上げ

たい。 

 

 今日は 15 分程時間があるので、日頃申し上げているこ

とをお話したい。私は数年前から中国の科学技術は日本を

抜いているという意見を持っている。その理由について少

し絞ってお話する。 

理由の第一は大学にある。中国の大学は凄い勢いで増え

続け、しかもグローバル化を進めている。その数は、2016

年に 2,879 校。日本は 780 校なので大した差があるとは言

えないが、一つの大学の規模が極めて大きく、内容が充実

している。その結果、2000 年には 340 万人だった学生数

が、現在は 2,625 万人と日本の 10 倍にも増えている。大

学院生は2004年の30万人から現在は191万人にものぼる。

日本の 8 倍の規模だ。中国科学技術部では、2020 年の大

学進学率 43％を目標にしている。2015 年に既に 40％を達

成しているので、スケジュールを上回るスピードで大学と

大学生が増え続けている。ちなみに日本の進学率は 50％

だ。このままいくと、今後、中国の大学と大学院生はます

ます多くなり、世界中に中国の優秀な学生が進出していく

と思う。 

 

 中国政府は大学政策を極めて重要視しており、今現在、

日本の 3倍の投資を大学にしている。選択と集中、グロー

バル化というのが大きな特色だ。選択と集中という面で言

うと、中国には「２１１工程」という、2,800 の大学を 112

に絞るプログラムがある。「９８５工程」では、それをさ

らに 39 に絞り込んでいる。ハーバードやオックスフォー

ド、東大といった世界一流大学なみの大学を 39 校作ろう

という計画だ。ここに集中投資をして、いろいろな便宜を

図っている。その結果、中国の大学は極めて先端的な研究

開発型の大学に変貌しつつある。 

 2015年には中国から52万人の留学生が海外へ出ている

が、40 万人が中国に戻ってきている。先ほどの 112 大学

の学長の 68%が留学経験者で、対して日本は 22%。中国の

グローバル化は進んでおり、欧米の一流大学と 42 の共同

大学、共同大学院というものをつくり、さらに 600 の国際

共同プログラムを欧米の大学とシェアしている。日本の大

学とは異質な、非常にグローバルで優秀な大学群が中国に

はあり、出来上がっているということを認識いただきたい。 

 もう一つ、中国の大学では産学連携に非常に力を入れて

いることが特徴的だ。現在、94 の大学がサイエンスパー

クを持っていて、売り上げは 8,894 億円にもなる。また、

校弁企業という子会社も有り、その一番大きな例が北京大

学の「方正」だ。年間売上げは 2.3 兆円にもなる。今日は

清華大学からお二人の先生がいらしているが、清華大学に

も数千億円の売上げ規模の校弁企業がいくつかある。中国

全体では 552 の大学が 5,279 の校弁企業を有しており、大

学が中心となってイノベーションを牽引している。その結

果、「TIMES」の大学ランキングのトップ 200、かつて 2004

年は中国が 4校、日本が 11 校入っていたが、2015 年はそ

れが逆転し、中国は 12 校、日本は 8 校となっている。こ

の勢いは今後も続くと思う。 

 

 もう一点、中国が日本を抜いているという理由は、中国

は現在、極めて高い科学技術水準を持っているからだ。ま
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ず、研究開発費は 4年で倍増というスピードで増加してい

る。研究開発人材数は 3 年前から世界第一位。日本の 2

倍だ。研究開発費用も米国に次ぐ世界第 2位になっていて、

その結果、研究成果である科学技術論文の発表数を見ると、

中国は日本を抜いて米国に次ぐ世界第 2 位となっている。

日本の 2.4 倍だ。論文の質を示す被引用トップ 10 の論文

数も世界第 2位で日本の 3倍と、これも急増している。工

業分野の論文数は世界第 1 位だ。トップ 10 にはいろいろ

な分野が含まれるが、その分野を見ると、2014 年は米国

があらゆる分野で 1 位だったが、2014 年には中国が 2 つ

の分野で 1 位、2015 年には 5 つの分野で 1 位になってい

る。中国の投入した資源から考えると、この数は今後ます

ます増えていくと思う。 

かつて日本は国際共著論文においてもアジアで断トツ

の第 1位だったが、今や中国が国際共著の相手になってい

る。中国人研究者の方が欧米の研究者からみた優秀な研究

者だということだ。基礎研究の面でも急速に伸びていると

言えるだろう。 

 

国の総合的な科学技術力を示すコンセプトとして、よく

「ビッグサイエンス」という言い方がされる。宇宙や海洋、

原子力という分野だ。今日は原子力についてたっぷりお聞

きいただけると思うが、私はこの分野も中国が日本を追い

抜いていると思う。宇宙や海洋開発もベースに並びつつあ

り、日本は追い抜かれている。スパコンについても、理研

の「京」が一時、トップになったことがあったが、6年前

からずっと中国のコンピューターが世界トップにある。昨

年は「神威・太湖之光」という、半導体チップが全部国産

のスパコンが 1位になった。設置台数でも、昨年、中国が

167 台と、米国を抜いて初めて 1位になった。日本の 3倍

の数だ。中国全体を総じて、科学技術力が上がっていると

いう証拠になるのではないかと思う。 

 

中国は「世界の工場」と言われている。あらゆる一般的

な工業製品の 大輸出国であり生産国である。OECD にハ

イテク製品というコンセプトがあり、これもかつて日本が

１位だったが、今や中国が断トツ 1位でハイテク製品の輸

出国になっている。これは中国政府がイノベーションの進

展、ハイテク化に非常に熱心で、中国政府がその政策を取

っているからだ。中国科学技術部は主要な分野に重点実験

室という制度を設けたり、ハイテク分野の技術の向上に努

めたりしているが、加えて、サイエンスパークやハイテク

パークという政策を取っている。中国科学技術部にはタイ

マツセンターという特別な組織があり、このサイエンスパ

ークに入ると、税法上の特典とか知財の面とか、いろいろ

な面で優遇が受けられ、製品販売でも便宜を受けることが

できる。ちなみに、科学技術部タイマツセンター傘下のハ

イテクパークには 10 種類ある。 

全国には 834 のハイテクパークがある。北京の中関村の

ハイテクパークが一番有名だ。国家ハイテクパークの他に、

各地方の省のハイテクパークがあり、それらを足すと

2,000 以上になると言われている。その成果がハイテク製

品の輸出の増加だろう。中国のイノベーションは着々と進

んでいると見た方がいい。 

 

 鄧小平が 1978 年に改革開放政策を取り、今までの政策

を一挙に転換してからまだ 40 年も経っていない。これほ

ど急速に進歩してきたのは何故なのだろうか。ここからは

個人的な意見が多分に入る。 

中国科学院は 1949 年、毛沢東が共産党政権を樹立した

その年に設立された。同時に、中国の科学技術行政はいろ

いろな組織をつくっている。中国は清の時代から長きにわ

たり、軍事技術力や科学技術力で欧米に負け続け、これを

回復するには科学技術政策しかないという強い信念があ

ったのではないだろうか。だからこそ中国は、科学技術政

策の振興を 重要政策に位置づけているのではないかと

思う。中国の五ヵ年計画の重要な一部には科学技術五ヵ年

計画がある。それは今年で第 13 次を迎える。中国は建国

当初から科学技術政策を国の 重要政策として位置付け、

その結果、中国の政府には膨大な科学技術組織ができた。

日本の内閣にあたる国務院には科学技術のセクションが

あり、強力な調整力と実行力を持っている。日本の内閣と

は随分と異なる。 

 

日本の行政組織と異なるところをいくつか紹介したい。

一つは科学技術部の存在だ。科学技術省という役所がきち

んとあり、各省と横断的に計画を取りまとめ、イノベーシ

ョンを遂行し、国際交流を実施している。予算は約 1兆円、

職員は 5,300 人。科学技術振興において非常に要となる役

所だ。 

もう一つに有名な中国科学院がある。トップは大臣レベ

ルで、単純な研究機関ではない。総人員は全体で 12 万人、

予算は 1 兆円、大学を 2 つ、会社を 21 持っている。全国

に置かれ、中国の企業や地方自治体は、科学技術の振興を

するときはここに相談してから行う。科学技術人材の供出

元にもなっている。ドイツのマックスプランクや日本の理

研とは桁違いの大きさを持つ素晴らしい研究組織であり

行政組織だ。科学技術の分野における中国の宝物だと個人

的に思っている。 

中国科学技術協会という民間組織もある。会員は 1,000

万人いて、中国の研究者は全員がここに所属している。学

界の振興や青少年への普及、科学技術館の振興などをやっ

ている。日本には無い組織だ。 

もう一つ日本と違うのは、地方政府が科学技術に非常に

熱心だということだ。どの省にも科学技術庁があり、長官

がいて、科学技術協会があり、研究所があり、まるで一つ

の国家のように科学技術分野をしっかりやっている。日本

の県でそういう体制を取っているところはどこにもない。

しかし、中国は中央政府も地方政府も一帯になって科学技

術をやっている。中央から隅々まで科学技術をやっている

という印象だ。 

 



2016 年度 CRCC シンポジウム「中国原子力開発の現状と動向」詳報 ＜2017．2＞ 

 

4 

も重要なのは財政配分だ。先ほど、中国にとって科学

技術は 重点政策だと言ったが、科学技術振興への不退転

な決意を示しているかの如く、科学技術振興法という法律

があり、その法律の中に、“国が科学技術の経費に投入す

る財政資金の増加額は国家財政の経常収入における増加

額を超えるものとする”という規定がある。つまり、収入

より常に科学技術予算を増やさないといけないという規

定だ。結果、2014 年には 84 兆円の科学技術教育投資をし

ている。これは中国の国家財政の比率の 18％を占める。

ちなみに日本は 5.4 兆円で 5.7％だ。比率においては約 3

倍違うが、GDP は中国の方が上で国家財政規模が大きい。

中国の財政の伸びを示す GDP はどうなっているかという

と、欧米と日本の主要なシンクタンクは、2050 年には中

国が世界一になると言っている。財政配分に対する努力、

配分の姿勢を考えると、2050 年には想像もできないよう

な差が開いてくるのではないだろうか。日本政府は、教育

と科学技術に対する財政支出の態度を根本的に改めない

限り、ますます中国に引き離され、遥かに置いておかれ、

とても追いつくことができない弱小国になってしまうの

ではないか。こういう努力こそ日本政府にしてもらいたい。 

その一方で、日本はどんどん進んでいく中国ともっと緊

密に交流する必要があると思う。それが、JST が中国総合

研究交流センターをつくり、「日中大学フェア＆フォーラ

ム」をやり、「さくらサイエンスプラン」で中国の人達と

交流するという理由だ。引き続き我々の活動にご協力をお

願いしたい。ご清聴に感謝する。 

 
（JST 倉澤上席フェロー） 

ありがとうございました。 

それでは早速、基調講演に入る。はじめに清華大学原子

力・新エネルギー技術研究院の副研究員である孫 俊先生

に、「中国原子力開発の現状と展望」と題してご講演いた

だく。 

 

【講演録：基調講演】 

 

① 「中国原子力開発の現状と展望」  

孫 俊（Sun Jun） 
清華大学原子力・新エネルギ

ー技術研究院- 副研究員博士、

副教授、博士課程指導教官  
第4世代原子力システムに関

する国際フォーラム(GIF) - 
教育育成特別プロジェクト

タスクフォース中国代表 
［略歴］ 
2000.9-2004.7：清華大学機 
械工学専攻、学士、熱エネル 

ギー・電力工学 2004.8-2009.7：清華大学航天航空学院、

博士、電力工学・熱物理工学  
2009.8-2013.11：清華大学原子力・新エネルギー技術研究

院、アシスタントフェロー  
2013.12-2016.6：同副研究員 2016.7-現在：同副教授 
［研究対象］ 
原子炉熱水力学、原子力シミュレータ、ナノ・マイクロ流

動と伝熱、分子シミュレーション等 
［主要職務］ 
超高温ガス炉関連の設計、研究、教育育成、国際普及等 

------------------------------------------------ 

 

 皆様、こんにちは。このシンポジウムで基調講演させて

いただくことをとても嬉しく思う。昨年は JST が 20 周年

を迎えたということで、祝福の意を述べたい。 

先ほど、沖村特別顧問から中国の科学技術について多く

のデータを紹介してもらい、高い評価をいただいた。まだ

私にも分からないことは多いが、中国と日本の現在の違い

や差の原因は、中国が未だ発展途上国であることが大きな

要因だと思う。発展の速度も日本とは違うと思う。 

私のいる研究院は清華大学に属していて、新エネルギー

に関する科学研究や原子力などについて取り組んでいる。

今日は主に 3つの時間軸に分けて、中国の原子力開発の現

状と展望について紹介させていただく。はじめに中国の原

子力の発展について振り返り、政策や方針の変化について

も触れたい。続いて発展の現状と発電所の数、建設中の数

といった具体的なところ。そして 後に、第 13 次五ヵ年

計画および長期的な展望について述べたいと思う。 

 

早速、歴史的なところからお話しよう。中国では 1950

年代から核技術に関する研究を進め、1980 年代に原子力

発電開発をスタートした。清華大学原子力・新エネルギー

技術研究院は 1958 年に設立されているが、その時から原

子炉の設計、再処理の技術についても開発を進めてきた。

実験炉を作り、実験を重ね、技術的な人材を養成してきた。 

1980 年代に入り、原子力発電の基本的な政策が定めら

れた。まずは PWR（加圧水型原子炉）を重点的に発展させ

るとともに、中外協力で進めるという方針が定められた。

海外から先進的な技術を導入し、徐々に自分達で設計、そ

して設備の国産化を進めていくというものだ。この政策の

もと、中国は、原子力発電所を独自に設計し、秦山で 1991

年、初の原子力発電所が送電を開始した。また、フランス

から大型の PWR（M310）を導入し、運用を開始した。それ

から 20 年以上経ち、運転データが蓄積されている。世界

的にも比較的高いランキングにあり、レベル 2以上の事故

は発生していない。 

1990 年代に入り、中国の原子力発展の方針は、適度に

発展させていくことが堅持された。カナダと協力し、CANDU

炉（重水炉）を導入した。これは秦山Ⅲ期にあたる。ロシ

アからはロシア型加圧水型炉を田湾に導入した。そしてフ

ランスの PWR を嶺澳原子力発電所に導入した。これらはそ

の写真だ。一定の建設規模が維持されている。 

2000 年に入ってから、政策が原子力発電の適度な発展

から積極的な建設推進へと変わり、「自主化」ということ
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が非常に高い位置に置かれた。2003 年に国務院は原子力

発電自主化活動指導者チームを立ち上げ、設計、製造、建

設、運営の自主化を進めた。同年、先進技術を次第に国内

に導入していくという路線が定められ、2005～2006 年頃、

米国の AP1000 を技術導入し、さらにイノベーションする

ということが進められた。中国独自のものについても研究

開発が進められ、2007 年には原子力発電中長期発展計画

が制定された。国は、大型の PWR の研究開発とそのプロジ

ェクトを重要なプロジェクトとして定め、資金面のバック

アップを決定し、その案件を 2007 年に国務院が確定した。

この計画は 2020 年まで続く原子力発電の中長期発展計画

となる。2000 年初頭から 2020 年に至るまでの様々なステ

ップや規模がこの計画の中に盛り込まれている。 

 

2011 年 3 月、非常に深刻な事故が福島で発生した。中

国政府はこの事故を重視し、事故発生後、直ちに、建設中

ならびに審査中のものを差し止め、運転中の原子力発電所

に大規模な検査（ストレステスト）を実施した。検査の結

果、中国の原子力技術は安全要件を満たしていると結論し、

中国において福島のような事故が起きる可能性は極めて

低いという見解に至った。さらに、安全性のための要件が

高められることとなり、安全かつ高効率な原子力発電開発

を進めるということで、具体的な数字やステップ、発展の

速度についても再び見直されることになった。この大規模

検査は 1年半かけて行われた。検査終了後、建設中、ある

いは審査待ちのものについてはスケジュール通りに進め

られることになり、また、HTGR（高温ガス炉）についても、

2012 年に許可を得て着工した。これは福島事故以来の着

工としては初めてのものだ。 

 

中国の原子力発展計画に関し、中長期の発展計画がその

方向を示している。3 つの点が計画に盛り込まれていて、

まず、通常的な建設を安定させ、適時回復していかなけれ

ばならないということ、つまりは建設のテンポを合理的に

把握し、秩序立てて進めていくということだ。第 13 次五

ヵ年計画では毎年 6～8 基のユニットを建設していくこと

になっている。 

2 点目は科学的な布陣だ。第 12 次五ヵ年計画の間、2015

年までは、沿海地区においてのみ、十分に検証された少数

の原子力発電プロジェクトを進めるということだった。第

13 次五ヵ年計画においては内陸部での建設について引き

続き検証を行うと述べられるに留まり、内陸の着工につい

て明確に定められてはいない。 

3 点目は、 高の安全要件の下、新たな原子力発電プロ

ジェクトを進めていくということである。セーフティファ

ーストの方針だ。世界で 高の安全基準は、例えば第 3

世代の要件で言うと、炉心損傷の確率を 10 万分の 1 にし

なければならない。また、大規模な放射性物質の放出につ

いては 100 万分の 1以下でなければならない。この厳しい

要件は、建設中ならびに計画中の原子力発電所においても

求められる安全要件となる。以上、中国の 20 年余りの原

子力発電の歴史について簡単に振り返った。 

 

次に、現在の発展状況を紹介する。このグラフは中国核

能行業協会の統計だ。運転中のものが 35 基、発電容量と

しては全国の 2%を占めている。建設中のものは 21 基で規

模は世界一だ。2016 年の発電量累計で見ると、全国の発

電量の 3.5％を占めている。 

 

これは中国の原子力発電所の分布図だ。陽江 4号機は 1

月に稼働し始めた。商業運転しているものと建設中のもの

は殆どが沿岸地域にある。一番北は紅沿河だ。南のものも

沿岸にある。皆さんが注目する山東省の海陽と浙江省の三

門には AP1000 のユニットが置かれ、別のところでは新た

なタイプのユニットが置かれるということで注目を集め

ている。後は防城港（３・４号機）と福清（５・６号機）

だ。中国が独自開発した「華龍 1号」が採用される。 

 

先ほど福島の事故に言及したが、内陸のプロジェクトに

ついては現在、審査を停止し、論証などが行われている。

も早く確定したプロジェクトは 3つある。湖北省の咸寧、

江西省の彭澤、湖南省の桃花江だ。これは AP1000 を使う

ユニットで、立地点を長期的に保持するとともに論証を行

う段階にある。その他のサイトは第 13 次五ヵ年計画期間

中に建設される可能性が高い。例えば徐大堡、石島湾だ。

年内に着工するところもあるだろう。これら沿海部のサイ

トでは、調査・保持の取り組みも強化している。福建省で

は高速炉の実証プロジェクトが計画されている。 

 

中国の原子力の発展は、先進国のものを取り入れてから

リイノベーションするという方法が取られている。先ずは

先進国の設計、建設、運転技術を吸収し、それから多くの

炉型を建設する。このやり方で 30 万キロワットから 100

万キロワット、そして CAP1400 という大出力のものまで発

展している。中国は独自に設計、建造、運転する能力を備

えるに至り、レベル的にも世界をリードするところまでき

た。安全面においても制御可能な質を確保している。 

 

 AP1000 のユニットは、まず浙江省の三門と山東省の海

陽で採用される。浙江省三門の 1 基目は 2009 年 4 月に着

工し、昨年（2016 年）6月にコールドテストを終え、ホッ

トテストは昨年末から今年（2017 年）初めにかけて行わ

れた。2017 年の上半期には系統連系して発電できるので
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はないかと見られている。2号機はメインポンプの据え付

けが終わった。山東省の海陽は、三門と同じようなステッ

プで進んでいて、2017 年の年末には系統連系し、発電す

ることができるのではないかと思われる。 

 

 皆さんが注目する中国が自主開発した原子炉、「華龍 1

号」は、既に 2つのサイトで建設中だ。一つは福建省の福

清 5号機と 6号機で、5号機は「華龍１号」の初号機とし

て順調に建設が進んでいる。今年 1 月、約 62 カ月の建設

期間をかけて原子炉建屋が完成した。6 号機も 2015 年 12

月に着工している。これまで蓄積した経験から、設計、建

設、設備の製造などの過程はスムーズに行った。右の写真

は防城港の 3号機と 4号機だ。既に着工している。こうい

った技術や経験を長年蓄積してきたのでレベルアップを

図ることができた。つまり、殆どのメイン設備について、

国産化する能力を既に有しているということだ。 

製造基地も整備してきた。黒龍江、上海、四川の三か所

だ。ハルビン電力集団、上海電気、東方集団という会社で

は原子炉部分や二次系の製造能力を有している。また設備、

機器に関しては、重型機械工場がこのような設備を生産し

ている。 

国産化率では紅沿河が 75％、福建省の寧徳は 80％とな

っている。「華龍１号」は 50％の国産化率だ。今後はこれ

をさらに 80％、90％まで引き上げていきたい。 

 この写真は「華龍 1号」の蒸気発生器の試験のときのも

のだ。高温ガス炉に関しても、去年作ったのは直径 5メー

トル、高さ 24メートル、重さ 600 トンという規模になる。

凄い進歩だ。 

核燃料の保証システムも構築してきた。後ほど劉教授の

方から詳しく申し上げる予定だが、これについても大きな

進展を得ることができた。 

サイトの建設と運営を推進するには、やはり人材が不可

欠だ。そのため現在、約 50 余りの大学と研究機関が原子

力の専門分野を設け、毎年約 3,000 人の専門者や研究者を

輩出し、設計、モニタリングなどの人材を育成しながら業

界の発展を支えている。 

 

私たちはフロンティアに立って、研究開発の能力をキー

プしていかなければならない。2002 年以降は第 4 世代の

原子炉が非常に話題になり、中国もこれに注力してきた。

6種類の炉型があるが、その内、中国は 5つの炉型につい

て研究しており、特に高温ガス炉（HTGR）とナトリウム冷

却高速炉の研究を推進している。HTGR については、清華

大学と関係する研究院が 10 数年の年月をかけて研究して

いて、2012 年に 10 メガワットの実験炉を作った。2012

年には実証炉の建設が始まり、昨年 12 月にはさらに出力

の大きい商用炉の設計を政府に提出した。ナトリウム冷却

高速炉は中国原子能科学研究院が長年、研究を進めていて、

2010 年 7 月に初めて臨界に達した。今年中に福建省にお

いて高速炉の実証事業を開始する可能性は極めて高い。 

小型炉も非常にホットな話題だ。中国はこれについても

研究開発を進めている。ここにあるのは、近年、設計した

小型研究炉だ。一つは ACP100。中核集団が研究開発した。

多目的となっており、例えば小規模のグリッドや都市部の

熱、電気の供給、サイエンスパークへの電気、蒸気の供給

などがある。海南省でも事業を進める予定だ。もう一つの

ACPR50S は中国広核集団が開発を進めている原子炉だ。第

13 次五ヵ年計画にも組み込まれている。 

 

法整備については、現在は国レベルの「放射性汚染防止

法」しかない。その他の法律もドラフトはあるが、まだ公

布されていない。しかし、「原子力管理条例」は既に完成

していて、パブリックコメントの募集も終わり、修正作業

を進めている。「原子力法」については、現在研究してい

る 中だ。 

 

中国は今後も原子力に注力し続けていく。今後の展望に

ついては 3つの視点がある。 初の一つはエネルギー安全

保障だ。現在、中国のエネルギーは石炭が主となっている。

そして石油、天然ガスの海外依存度が高い。あるデータに

よると、2020 年には石油および天然ガスの海外依存度は

それぞれ 70％と 50％に達する見込みだという。そういう

意味でも、今後、原子力発電が重要になってくる。 

2 点目は環境保全という視点だ。中国では PM2.5 が深刻

な問題になっていて、石炭や化石エネルギーの替わりに原

子力を使えば汚染が削減でき、環境問題も解決できると思

う。 

3 点目は気候変動への対応だ。中国の二酸化炭素の排出

量は非常に多く、削減に対するプレッシャーも非常に高い。

もし原子力を推進し、化石燃料の使用量を減らしていけば、

二酸化炭素の排出量も大きく削減できるだろう。この点か

らも、原子力を推進するドライビングフォースは非常に大

きいと言える。 

 

第 13 次五ヵ年計画においては複数のプランが公表され

た。ここにあるのは全て原子力と原子力発電に密接に関係

しているものばかりだ。先ず安全、そして効率の高い原子

力発電を発展させるということ。 高レベルの原子力安全

基準を採用し、沿海地域に第 3世代の PWR を導入する。ま

た現在は数多くの炉型を有しているので、今後は自主開発

の第 3 世代、主に「華龍 1 号」、ACP などに集約する。内

陸のサイトについては検証を進め、サイトの保持に力を入

れていく。研究開発に関しては、原子力の技術を世界のト

ップに引き上げる。小型炉、高速炉、HTGR を一定の規模

まで拡大し、それなりの成果を出すという計画もある。人

材育成もこれまで同様に人材を育成、輩出していく。そし

て 2020 年までに原子力の設備容量を 5,800 万キロワット

まで引き上げることが目標だ。建設中のキャパは 3,000

万キロワットになる。2016 年に新たに運転を開始したも

のはないが、報道によると、今年は 6～7 基の商用運転が

新たに開始される予定だという。さらには自主化を進め、

国産化率も引き上げていく。 
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2014 年に李克強総理が政府の活動報告において出した

指示によると、国内のみならず、成熟した原子力技術を海

外に輸出するという国家戦略も定められている。現在、既

にパキスタンに 6 基を輸出している。他国とも商談中で、

10 余りの国と話を進めている。輸出する炉型は自主開発

した「華龍 1号」と CAP1400 に加えて、レベルアップを図

った第 4世代の HTGR だ。 

 

後のまとめとして、3つの点を強調したい。一つに安

全、二つに一定の規模まで引き上げ、三つ目に持続可能な

発展を追及するということだ。長年、原子力に注力してき

た結果、中国は原子力大国になりつつある。道のりは遠い

が、これからは原子力強国を目指していきたいと思う。 

 

（JST 倉澤上席フェロー） 

孫先生、ありがとうございました。 

中国が非常に多様な発展を続けていることがよく分か

った。引き続き劉先生にお話しいただき、質問はシンポジ

ウムの 後にまとめて受けたいと思う。劉先生も清華大学

の原子力・新エネルギー技術研究院に属されていて、副主

任に就かれている。中国は原子力発電だけでなく、再処理

やバックエンドの放射性廃棄物の処理、核変換といったと

ころも非常に熱心に進めている。「中国の核燃料リサイク

ルの現状と発展」というテーマでお話しいただき、その辺

のところを伺いたい。 

 

② 「中国核燃料リサイクルの現状と発展」  

劉学剛（Liu Xuegang） 

清華大学原子力・新エネルギ

ー技術研究院  
- 副室主任博士、副研究員、

博士課程指導教官 
［略歴］ 
1994.9-1999.7：清華大学化

学工学専攻、学士  
1999.9-2004.7：清華大学原

子力・新エネルギー技術研究

院、修士/博士 
博士論文テーマ『核燃料のバックエンド・サイクル一体化

プロセス研究』  
2004.7-2006.7：同ポストドクター 研究テーマ『中国の

核燃料サイクル戦略研究』  
2006.7-2008.12：同アシスタントフェロー 2008.12-現
在：同副研究員 
［研究対象］ 
核化学化工、アクチノイド元素分離、放射性廃棄物処理処

置 
［主要職務］ 
使用済み燃料後処理、高レベル放射性廃棄液分離、放射性

廃棄物処理処置、廃炉、核燃料サイクル計算、核燃料サイ

クル戦略及び政策 

--------------------------------------------------- 

 

 皆さん、こんにちは。このたびは原子力について交流す

ることができ、たいへん嬉しく思う。JST のご手配に心か

ら感謝申し上げたい。 

 

 今日の話は 3つの内容で構成されている。初めに中国の

原子力発電の発展における状況、次に核燃料サイクルにつ

いてだ。核燃料サイクルの発展は、基礎研究と技術開発、

応用、商用の開発など様々な段階に分かれるので、核燃料

サイクルのところでは前半部分と後半部分について話し

たいと思う。工業への応用と商業用の開発部分にスポット

を当てながら、核燃料サイクルの現状と今後の発展につい

て話し、 後に課題について話したい。 

  

 まず、中国の原子力発電の発展について。先ほど孫先生

から歴史的なところを振り返ってもらった。原子力発電の

平和利用として、中国は 1994 年に初めて原子炉の商業運

転を始めた。下の写真にある大亜湾だ。2017 年 1 月時点

で、平和的利用は 23 年間となる。商業運転をしているユ

ニット数は 35、設備容量は 3360 万キロワット。2016 年ベ

ースでは、全発電量に対するシェアは 3.6％を占めている。

中国は米国、フランス、日本、ロシアに比べて原子力国家

としてはまだ若い。商業運転した経験は 230 炉年となる。 

2000 年以降、中国の原子力発電は急速に発展した。2017

年 1 月時点で、建設中のユニットは 21 あるが、これは世

界の建設中ユニットの3分の1以上、世界 高のシェアだ。

野心的な発展計画というものもあり、 新の計画では、

2020年には中国の原子力発電は5800万キロワットの運転

規模となり、建設中のものについても 3000 万キロワット

となる。この計画が実現できるかどうかだが、学術的な見

地から言うと、5800 万キロワットという目標は達成でき

ないのではないかと思う。2015 年 12 月時点で中国で運転

中・建設中のユニットの合計は 5300 万キロワットという

水準になっていたが、建設周期を考えると、着工から 5

年経たなければ運転には至らない。計画は調整されていく

ものだが、2015 年 12 月が 5300 万キロワットだと考える

と、2020 年に実際、運転している発電容量は 5800 万キロ

ワットには至らないのではないかと思う。 

 

原子力発電の発展に関して、何故、野心的な計画が制定

されたかというと、エネルギーに対する需要が高まってい

るという背景が一つにある。中国は改革開放以降、様々な

面において大きく発展してきたが、一人当たりの電力消費

量の水準はまだ低い。世銀の統計では 2013 年の一人当た

りの電力消費は日本の 2分の１に相当している。韓国と比

較すると 3分の１だ。だが、中国の人口は 13 億人もあり、

今後、電力への需要は伸びていくと予測されている。そう

なると、どのように電力供給を確保するかが問題だ。中国

のエネルギー資源量はそれほど少ないわけではないが、人

口を考えると十分とは言えない。必要な電力を全て自らの
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力で確保していくことはやはり難しい。エネルギー構造と

いう問題もある。中国では石炭がエネルギーの 大の割合

を占めている。世界一の石炭生産国であり、世界一の消費

国だ。一次エネルギーの構成を見ると石炭は 65％で、日

本、韓国の倍以上、米国の 3倍にもなる。だが、石炭はク

リーンではない。生産、輸送、貯蔵、利用といった全ての

過程において酷い汚染が発生する。石炭の技術が改善され

なければ環境対策の効果は上がらない。 

 

原子力発電の発展を前提とすると、燃料サイクルは原子

力発電が正常な運転を維持するために不可欠となる。原子

力発電ではウランの探査と採掘、採取、生成、濃縮、燃料

の製造によって必要な燃料が確保されるが、それを利用す

れば使用済み核燃料が発生する。使用済み核燃料を輸送し

て再処理する、あるいは核廃棄物の処分といった工程を整

えることは、原子力発電を発展させる以上、必要なサイク

ルとなる。 

核燃料サイクルにおいては、再処理を行わず直接処分す

るワンススルーと、日本、中国、フランスなどがやってい

るプルトニウム、ウランを分離し、放射性廃棄物を地下で

処分するクローズド燃料サイクルの 2つに分けられる。中

国は原子力発電を発展させるために技術的なロードマッ

プを制定している。PWR などの熱中性子炉を発展させ、そ

の後、高速増殖炉などへ発展させるとういステップだ。先

ず、熱中性子炉において MOX 燃料を生成するというベース

を築き、次の高速炉へ移るための基礎を築くことが必要と

なる。実現するには燃料の供給、廃棄物の適切な管理とい

う核燃料サイクルを体系的に築かなければならない。中国

の特色として、エネルギー、産業においては自主独立とい

う政策が非常に強調されているので、原子力発電において

も自主独自開発とイノベーションの促進が定められてい

る。そのため、原子力の燃料サイクルにおいては、やはり

クローズド核燃料サイクルの路線が必要だという見解だ。 

 

ウラン資源の供給について言うと、中国はウランが豊富

ではない。これまで中国のウラン資源は機密扱いだったが、

2015 年以降、データがオープンされ始め、国内の専門家

によると、中国のウラン資源は 20 万トン程度だという。

これはIAEAの2016年レッドブックに記載された数字だが、

ウランのコストが 130＄/KgU 以下であるとすると、資源量

は 17.33 万トンとなる。100 万キロワットの原子力発電所

に 160 トンのウランが必要だとして、商業運転から寿命ま

で 40 年、全体規模を 6000 万キロワットとしたとき、中国

の原子力発電所が必要とする天然ウランは 38.4 万トンと

いう計算になる。しかし国内のウランは 17 万トンで半分

以下だ。天然ウランのニーズは毎年 1万トン近くあり、計

画が必要とするウラン量に追いつかない。 

では、どのようにして天然ウランの供給を確保すればい

いのか。これには 3つのルートがある。まず国内の探査と

採掘を行うこと。そして海外のウラン企業に投資をしたり

買収したりする。また国際的なウラン資源市場で購入する。

2015 年の統計によると、国内のウラン鉱山の生産量は約

1,600 トンだ。海外企業への投資や市場購入などで 8,100

トンくらいが確保されているので、これらを合わせると先

ほどの 9,000 トンあまりのニーズを満たすことができる。

6000 万キロワットでは、年間の天然ウラン需要は 9,600

トンになる。 

 

 次はウランの製錬転換だ。天然ウランを転換して濃縮を

する。今の中国のウラン転換と生成処理能力は年間 5,000

トンくらいだ。現在建設中のものは、年間 9,000 トンのキ

ャパシティがあるので、今後 2、3 年の内に、ウラン転換

の生産量は 1万 4,000 トンに達することが予想される。こ

れは 2014 年の世界全体のウラン転換市場のシェアだ。

CNNC（中国核工業集団）のシェアは 9％となっているが、

2014 年以降、生産能力は大いに高まると見られている。 

 

ウラン転換した後は濃縮プロセスに入る。ウラン濃縮と

は非常にセンシティブな技術だ。この技術のため、中国で

は先ず国産化、そして海外から技術導入するという戦略を

打ち出している。原子力の発電戦略とほぼ同じだ。2015

年の統計によると、中国のウラン濃縮を担当する会社は 4

社あり、トータルで見ると年に 5.7～7 ミリオン SWU（5700

～7000 トン SWU）となる。右側のグラフは 2010 年に中国

の原子力専門家である李フェローが中国のウラン濃縮に

関して出した予測だが、2015 年に公表されたデータと少

し乖離していて、実際の発展スピードは予測よりも速いペ

ースで進んでいることが分かる。 

ウランを濃縮して燃料を製造するが、中国には炉型があ

まりにも多いという特殊な事情がある。PWR が殆どだが、

重水炉もあるし HTGR もある。同じ PWR でも早期にフラン

スから導入した M310、ロシアの VVER、東芝・ウェスチン

グハウスから導入した AP1000、アレバから導入した EPR

などがあり、それぞれ核燃料の製造が異なる。それが大き

な問題だ。だが、喜ばしいことに、中国では独自に核燃料

が製造できるようになった。その生産基地は華北と華南に

ある。華北の方は内モンゴルにある中核北方核燃料有限会

社、華南は四川省の中核建中核燃料有限会社だ。南北それ

ぞれにメーカーがあって、各種炉型のニーズに応えている。 

 

使用済み燃料は再処理する必要がある。100 万キロワッ

トのリアクターを 1 年間運転して出る使用済み燃料は 20
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～25 トンになるという予想データに基づくと、2020 年に

は 5800 万キロワットという計画があるが、そうなれば使

用済み燃料は 1,000 トンを超える。累計で 7,000 トン以上

出るというデータもある。 初の原子力発電所は 1994 年

にできたが、それぞれに合わせて作られた使用済み燃料プ

ールが満杯、あるいは飽和に近づいたとき、違うところに

移し替えなければならない。ここに表があるが、中国の大

亜湾の 1 号機、2 号機の使用済み燃料プールは 2003 年と

2004 年に飽和している。秦山Ⅱ期は 2016 年、嶺澳Ⅰ期の

1号機、2号機と田湾Ⅰ期の 1号機、2号機も 2016 年には

プールが満杯になった。そのため、発生した使用済み燃料

をプールからいかに取り出し運搬するかが切実な問題だ。 

 

使用済み燃料を運び出す際には中間貯蔵が必要となる。

甘粛省にある中核404という有限会社には550トンのキャ

パシティの中間貯蔵プールがあるが、容量が小さく、2012

年には一杯になってしまった。その後 900 トンの拡張工事

を行い、500 トンをプラスして、合わせて 1,400 トンの貯

蔵能力としたが、今後さらに 3,000 トンから 6,000 トンの

中間貯蔵施設を建設する予定だ。ちなみに、これらは PWR

の使用済み燃料の貯蔵の話である。重水炉や HTGR に関し

ては乾式貯蔵をしている。あるいは一時的にプールに貯蔵

した後で乾式貯蔵を行っている。 

 

使用済み燃料を輸送する際は、如何に輸送するかが重要

だ。中国で唯一その資格を持っている会社は中核清原環境

技術有限会社という。2014 年から始めていて、 初の輸

送は大亜湾の燃料だった。広東省の大亜湾から甘粛省の中

核 404 まで片道 3,700 キロ、7つの省を跨って運んだ。輸

送に関しても非常に複雑なプロセスと技術のボトルネッ

クがある。輸送能力と容器の問題だ。現在、大亜湾の使用

済み燃料については、米国が設計した NAC-STC 容器を使っ

ている。現在、この容器は 2 台（26 集合体分）あるが、

毎年、104 体の集合体を輸送しなければならないため、量

的にいずれ対応できなくなる。 

 

中国では 1980 年代にウラン、プルトニウムの回収と再

処理を行うパイロットプラントの建設計画が立てられた。

プラントは 2004 年に完成し、2010 年 12 月にホットテス

トを実施した。実際の使用済み燃料の集合体をカッティン

グして、プルトニウム、ウランを回収するまでのテストだ。

大亜湾から運ばれた使用済み燃料を貯蔵し、毎年 50 トン

を再処理することができる。だが、ホットテストから 2016

年までの 6年間、運転はされておらず、今も改造している。 

パイロットプラント以外では、現在、フランスの AREVA

と商談中で、年間 800 トンの処理能力を持つ施設を建設す

る予定だ。CNNC と AREVA は 2007 年に意向書を締結してい

る。中国とフランスの国交正常化以降、 大のプロジェク

トになるだろう。2013 年 4 月、オランド大統領と習近平

国家主席立ち合いのもと同意書を締結し、2014 年 3 月に

は長期協力了解覚書を結んでいる。 

フランスから導入する他に、CNNC が自ら設計し建設す

る施設もある。処理能力は 200 トンだ。この計画が公表さ

れたのは 2012 年で、「龍謄 2020」という科学技術イノベ

ーション計画が発表された。複数の内容から成るが、そこ

には 200 トンの商用使用済み燃料、再処理のモデル事業が

含まれている。2016 年 3 月、CNNC はその 200 トンの再処

理施設の業務を担当する「中核龍瑞」という会社を作った。

計画に基づき 2020 年までに設計を終え、着工する予定と

なっている。以上が使用済み燃料のサイクルだが、放射性

廃棄物の処理について、もう少し説明する。 

 

再処理計画に基づき、今後、中国は中低レベル放射性廃

棄物処分施設を 5つ作る予定になっていて、既に 3つが完

成している。甘粛省の西北処分場は中核 404 が運転を担当

する。広東省の北龍処分場は広東省にある原発の放射性廃

棄物を処理し、四川省飛鳳山の処分場では四川省の研究炉

および核燃料サイクル施設で発生した廃棄物を処分する。 

原子力発電設備は沿岸地域に置かれているが、処分場は

四川省、甘粛省、広東省にあって距離が離れている。数も

足りない。 

中低レベル放射性廃棄物のサイト選びは非常に難航し

た。2014 年、環境保護部は、新しい原子力発電所を建設

する際に放射性廃棄物の処理プランも同時に出さなけれ

ばいけないとした。原子力発電の建設と廃棄物の処理を結

びつけたのだ。 

中低レベル放射性廃棄物の他にも、高レベル放射性廃棄

物の処理問題があり、各国が頭を悩ませている。中国も同

様で、現在、甘粛省北山地区を中心にサイトを探している。

岩石のサンプリングや水調査をやっている 中だ。去年は

地下実験室の場所の選定もスタートした。5～10 年後には

地下貯蔵室と地下実験室を建設できる見込みとなってい

る。 

 

後に、私個人の考える課題と挑戦について紹介したい。 

技術面では二つの挑戦がある。一つはフロントエンド、

つまりウランの供給、転換、濃縮、核燃料の製造だ。技術

は既にあるものの、今後の発展計画のニーズはまだ満たし

ていない。規模が小さいからだ。産業規模の拡大、技術の

レベルアップが急務である。2011 年の福島第一原子力発

電所の事故以来、安全、高効率という方針が打ち出された

が、核燃料サイクルについても安全、高効率が必要だ。産

業の安全性と住民が容認できる安全レベルを保つことが

重要である。高効率に関しては、競合相手に対し一定の競

争力を保ちながら、効率よく進められるレベルに引き上げ

ていく必要がある。これは中国という一国の責任ではなく、

世界各国、原子力を推進する国々の責任でもある。安全確

保という大前提の下、高効率を追求し、国内ニーズのみな

らず海外にも進出する必要がある。フロントエンドに関し

てもバックエンドに関しても、まだまだ解決しなければな

らない問題がたくさんある。現在、50 トンの再処理工場

があるが、計画ほどうまくはいっていない。800 トンの再
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処理施設は未だ商談中だ。回収したプルトニウムとウラン

をどのように再利用するか、MOX 燃料をどのように製造す

るか、高速炉のニーズに合うかどうかという検証もまだ実

現できていない。高レベル放射性廃棄物の処理問題もある。

フロントエンドに関してはかなりのレベルにまで到達し

ているが、バックエンドに関しては未だレベルが低い。中

国にとっての緊急課題だと思う。 

 

管理的な問題点もある。先ずは核燃料サイクルに関する

法整備が必要だ。そして管理レベルの強化や人材育成とい

った急務もある。 

核管理に関しては、非常に詳細な法律とガイドラインが

求められる。しかし、核燃料サイクルに関する法律や技術

基準についてはまだ不十分だと思う。中国の規制部門であ

る国家核安全局の担当者の殆どは原子力発電所から来た

人間で、核燃料サイクルに関する経験が不足している。ま

た、中国の核燃料サイクルの応用と基礎研究レベルが乖離

しているということも問題だ。このサイクルを高いレベル

まで上げ、高効率を実現していくには、設備の設計、製造、

材料選びなど、基礎研究と同じように推進していく必要が

ある。しかし、政府の目はまだそこには向いていない。原

発の建設の方に気を取られていて、基礎研究まで目を向け

ていないのだ。 

 

原子力発電の商用運転の利益をどのように分配するか

ということも一つの問題だ。利益は大きいが、ウラン転換、

ウラン濃縮、核燃料の製造およびウラン鉱山の採掘、探査

にかかる費用があり、全体としての収益力はまだ低い。ア

ンバランスだ。使用済み燃料の再処理および廃棄物の処分

が非常に大事だということも認識されているが、産業チェ

ーンにおける利益分配の 適化と合理化を図っていく必

要があると思う。 

 

原子力業界の安全に関する文化の育成と醸成、また一般

国民に受け入れてもらうための普及啓蒙活動も重要だ。 

代表的な事例として、2016 年の連雲港事件がある。中

国とフランスが 800 トン規模の再処理施設の場所を探し

ていた際、候補地に挙がったのが連雲港だった。だが、メ

ディアが報道した後、現地住民が猛反対し、地方政府も場

所選びを中断させると明言した。先々、核燃料サイクルを

うまく発展させ、廃棄物処分という問題を解決するために

は、現地の住民に受け入れてもらわなければならない。政

府の推進力を住民に受け入れてもらい、政府と住民の両方

で推進しなければならないのだ。以上、中国の核燃料のサ

イクルの現状とプランついてお話した。 

 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 いろいろとご質問もあると思うが 後にまとめてお願

いしたい。 

 それでは、次のパネルディスカッションまで 10 分休憩

とする。   

～ 休 憩 ～ 

 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 それでは後半のパネルディスカッションを開始する。 

本日のパネリストを紹介させていただく。初めに基調講

演をいただいた孫先生、劉先生。そして日本科学技術交流

協会常務理事・事務局長であり千代田テクノル社アドバイ

ザーの永崎隆雄先生。永崎先生は動燃の北京事務所長も務

められ、中国の核燃料サイクルを長年、ウォッチされ続け

ている。それから一般社団法人海外電力調査会特別研究員

の渡辺遥先生。渡辺先生も中国の、特に原子力発電の方を

ウォッチされている。両先生には孫先生、劉先生を交えて

ご討議いただく。 

本日のモデレータは、テピア総合研究所の主席研究員の

窪田秀雄先生にお願いした。窪田先生には、中国総合研究

交流センターの報告書や研究において、共同でいろいろな

ことをやらせていただいている。ここから先は窪田先生に

進行をお任せする。 

  

【パネルディスカッション】  

モデレータ： 

窪田秀雄（テピア総合研究所主席研究員） 
パネリスト： 

永崎隆雄（日本科学技術交流協会常務理事・事

務局長／千代田テクノル社アドバイザー） 
渡辺 搖（一般社団法人海外電力調査会 特別

研究員） 
孫 俊氏 
劉学剛氏 

 

■モデレータ 

窪田秀雄（くぼた ひでお） 
テピア総合研究所主席研究員 

 
［略歴］ 
1953 年、神奈川県出身。  
東海大学大学院工学研究科修

士課程卒。 日本原子力産業会

議を経て、2006 年、日本テピ

ア株式会社入社。 現在、テピ

ア総合研究所主席研究員。  
「中国原子力ハンドブック

2008」「同 2012」「同 2015」
を編著。 

------------------------------------------------ 

 

 皆様ご存知の通り、中国は産官学一体で原子力開発を進

めている。学の中心になるのが清華大学だ。清華大学は先

月、1 月 16 日に、中国核工業集団、国家電力投資集団、

広核集団、いわゆる中国の三大原子力事業者と言われてい

るところと国際原子力人材養成のフォーラムを開催する
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とともに、協定を締結した。原発輸出を国家戦略に据える

中国にとって、国際的に通用する人材の育成を狙ったもの

だ。このフォーラムにはエジプト、イギリス、イラン、ト

ルコなど 16 カ国の大使館関係者が参加したと聞いている。

まさに今の中国の原子力界の勢いを象徴しているかのよ

うだ。 

 

 

 基調講演では孫先生、劉先生からたいへん興味深い話を

聞くことができた。発電だけでなくバックエンド等につい

ても、まさに野心的ともいえる計画が進められていること

が紹介されたが、中国の原子力開発が安全に行われるとい

うことは、隣国の日本にとっても非常に重要だと思う。パ

ネルディスカッションではそういうことも踏まえ、どのよ

うな日中協力が可能かということも議論していきたい。原

子力分野での日中協力によって日本の技術が移転してし

まうという懸念を示す人も一部にはいるが、中国の方が遥

かに進んでいる部分もあるのではないだろうか。中国が日

本を凌駕するのは時間の問題ではないかと思う。先ほど沖

村さんも指摘されたように、日本は既に中国に追い抜かれ

ているという見方もできるのではないか。日本では未だ運

転再開もままならず、瀬戸際に追い込まれているという見

方もできる。中国の原子力開発から日本が学ぶべきところ

も非常に多いのではないかと思う。例えば、孫先生のご専

門である高温ガス炉だが、日本では大洗の高温工学試験研

究炉、HTTR のプロジェクトがどうなるのか不透明だ。中

国では山東省の20万キロワットの実証炉が2018年に運転

を開始する予定に加え、60 万キロワットの実用炉の計画

も具体的に進んでいて、着工も間近だと聞いている。清華

大学では、今、やっているガス炉よりはるかに取り出し温

度の高い超高温ガス炉の開発をスタートしたとも聞いて

いる。日本がこのまま何もしなければ、高温ガス炉では中

国に置いてけぼりをくうような見方もできる。個人的には、

国内で高温ガス炉の実証炉プロジェクトを進めるという

ような思い切った行動も必要ではないかと思う。 

 今日のパネルでは二人の先生の講演を受ける形で、先ず

始めに、中国が今ほど注目されていなかったときから長き

にわたってウォッチしてきた永崎さんから、例えば日本が

中国から何か学ぶべきことはないかといったところにつ

いて核燃料サイクルを中心にご報告いただきたいと思う。

それでは永崎さん、宜しくお願いします。 

 

■パネリスト 

永崎 隆雄（ながさき たかお）： 
日中科学技術交流協会常務理事/事務局長  
千代田テクノル社アドバイザー  
元日本原子力研究開発機構 北京事務所長 

 
［略歴］ 
昭和 49 年 9 月動力炉・核燃料

開発事業団入社 東海技術開

発研究室ＵＦ６転換技術開発、

昭和 54 年 4 月人形峠製錬課Ｕ

Ｆ８転換パイロットプラント

設計主査・副主任研究員、昭和

57 年 7 月本社資源部業務課兼

計画課主査・副主任研究員、昭 
和 60 年 1 月兼技術管理部ＪＮＦＳ脱硝転換概念設計主査、

昭和 62 年 4 月資源環境部業務課課長、平成元年 4 月東海

核燃料技術開発部転換技術開発室担当役、平成 2 年 4 月環

境施設部処理２課長、平成 3 年 4 月人形峠事業所所付担当

役、平成 9 年 4 月北京事務所所長、平成 14 年 4 月原子力

産業会議、平成 17 年 6 月日中科学技術交流協会理事、平

成 18 年 3 月原子力産業会議退職・日本原子力研究開発機

構定年退職、平成 18 年 5 月特定非営利活動法人日中科学

技術交流協会常務理事・事務局長、平成 18 年 7 月兼（株）

千 代田テクノルアドバイザー、平成 20 年 6 月兼富士電

機システムスアドバイザー中国担当。 
------------------------------------------------ 

 

 それでは早速、中国の核燃料サイクルの状況についてお

話する。 

これは中国と日本の核燃料サイクルを比較したものだ。

緑色のところが実用化している部分で、黄色が開発中の部

分、青色が海外からの輸入部分を示している。中国と日本

を比較すると、先ず、中国はウラン輸入のところだけは海

外に依存しているが、他は大体自給でやっている。日本は

海外にかなり依存していて、濃縮も依存している。核燃料

サイクルにおける日本と中国との違いは再処理だ。日本は

商業プラントをつくっているが、中国はまだ開発中だ。次

に重水炉。中国には重水炉のサイクルが入っているが、日

本にはない。 

 

次の図は中国の原子力政策の変遷を表したものだ。1981

年に原子力開発が承認された。以後は計画経済下で計画経

済から脱出するという大きな政策で、エネルギー重視、経

済重視ということになり、軍転民－軍事技術を民用に転用

するということで原子力が始まっている。原子力は導入と

自主開発という２路線で始まっている。そして生産量を増

産させるため市場競争の原理を導入し、国有企業の政府機

能を分離して企業－行政の対立構造を入れ、増産を進める。
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目標としては 100 万キロワット原子力発電の国産化だ。だ

が、内需重視政策で石炭をエネルギーの主柱にする政策で

環境問題が起こる。そのため、環境が重視され始め、原子

力重視が出てきた。それから原子力中長期計画が出て、増

産のために国有企業の独占を排除し、いろいろな電力会社

が原子力に参入できるようになった。投資もいたるところ

から集められるようにして増産体制を取ったが、そうこう

している間に四川省に地震が起こり、四川省の原子力発電

設備製作メーカー東方電気集団の工場が倒壊した。その復

興のため倒壊設備の修繕増設投資が行われ、上海電気、ハ

ルピン電気も増設して原子力発電設備製造年間 10 基体制

になるが、福島事故が起こって減速する。そして安全計画

ができて安全重視となり、さらに自主知財権重視となった。

そして改良第 3世代化の競争が起こる。一方、過剰設備を

外に売ろうということで「一帯一路構想」が起こる。また

経済が減速し、倒産するところが出始める。合従連衡でそ

れを救っていくのと同時に、強い企業をつくって国際競争

力を強化するということで輸出競争時代になる。国内 6

基、輸出が 3基となり、2030 年までに 30 ギガワットを輸

出すると中国当局は言っている。 

次の図は 2012 年原子力安全計画に見る中国の課題の核

燃料関係部分だ。核燃料工業と原子力発電の建設スピード

が合っていないことを問題にしている。これがどういうこ

となのか、需給バランスを計算して後で調べてみたいと思

う。中低レベル放射性廃棄物処分場の建設完了も課題に挙

げている。これついても後で見てみたい。2020 年には高

レベル放射性廃棄物処理処分の 終設計を完成させて、地

下実験室の建設を完了させるとも言っている。それからウ

ランの製錬処理の強化も取り上げている。つまりはウラン

の製錬能力が足りないということだ。それから使用済み燃

料の再処理を積極的に推進するということを取り上げて

いる。先ほど述べたように、中国はまだ商業再処理を実用

化しておらず、この面では日本に後れを取っている。 

 

次の図は核燃料の需要計算となる。原子力発電 100 万ｋ

Ｗ・年間当たり核燃料の需要計算をする基礎数値は表の数

値になる。左端の PWR から右端の高温ガス炉まで、軽水炉、

重水炉や高速炉などの核燃料サイクル諸量が載っている。

ガス炉については HTR-PM というものを使う。ここには原

子力発電所から発生する中低レベルの廃棄物の発生量も

載せているが、大体、100 万キロワット・年間、45 ㎥と仮

定して計算している。 

次の図は 1ＧＷ・年間当たりの個々の核燃料サイクルの

物流の図だ。右端が高速炉だったらどうなるかというもの

で、左端が軽水炉のワンスルーだ。高速炉では天然ウラン

が要らずに、劣化ウランが年間１トンでガラス固化体が年

間約 1トン発生と非常にシンプルなサイクルになる。 

次が核燃料需給バランス図で一番上左の図は核燃料需

給バランスの基礎になる発電設備量の推移だ。こちら（水

色線）が軽水炉の発電設備の量。2014 年くらいから急速

に立ち上がっている。また、計画が未定の 2020 年より以

降は、軽水炉は年間 6ギガワットずつ入ってくるとしてい

る。灰色の線は高速炉で、2025 年くらいから年 2 ギガワ

ットくらいずつ上がるだろう。これを見ると 2030 年には

軽水炉は 115 ギガワットくらいになる。 

 

軽水炉の建設費は一基 45 億ドルとして計算し、2030 年

115 ギガワットの場合、5,220 億ドルである。上右図は中

国の重水路設備容量の推移図である。重水炉は 2 基 114

万キロワットほど入っている。右下図は軽水炉と重水路の

原子力発電に必要な天然ウランの需要量（灰色線）だ。先

ほどの数値を基に計算されている。橙色線が供給能力だが、

時間がたつと供給能力と需要量の差がどんどん開いてい

る。天然ウランに関しては、現在は世界の 10％くらいの

需要だが、この計算によると 2030 年には 30％くらいに増

大する。下右図は重水炉（CANDU 炉）の方で青い線が成型

加工能力、橙色が需要だ。需給は均衡している。次の図の

左上図は軽水炉 UF6（六フッ化ウラン）の転換需要で、こ

れも前述の天然ウラン需要と大体同じだ。橙点の生産能力

は通産省が調べたデータだ。こちらの点は WNA-World 

Nuclear Association が調べたところによる。2020 年には

14,000 トンくらいだ。右上図は濃縮需要図だ。産業省が

調べたデータは橙点、WNA が調べたデータは水色点だ。先

ほどの劉先生のところのような数値だ。2030 年 1 万トン

SWU くらいが必要になってくるので工場を作らないとい

けないだろうという数値になっている。2030 年の濃縮役

務料金は 11.7 億ドルくらいだ。左下図は軽水炉成型加工

需要の図だ。橙線は海外核燃料サイクル施設動向調査によ

る。水色は点軽水炉の初装荷燃料と取替え燃料の合計の需

要推移だ。右下図は軽水炉使用済み燃料発生量推移とプー

ル貯蔵能力の図である。灰色線はプール貯蔵能力である。

1ＧＷ当たり 510ｔＨＭの貯蔵能力を仮定し、2020 年以降

年間 6ＧＷ、プール設備 3,000ｔＨＭ増加するとしている。

水色点は使用済み燃料発生量で橙点は 2014 年中国国家報

告での発生量である。この図を見ると全体的にはプール貯

蔵能力は発生量を大幅に上回っている。しかし、古い発電

所においてはプールが満杯になる可能性がある。次の図の

左上図は重水炉の使用済み燃料の発生量の予測。水色点の

ように増えていく。灰色点はプール貯蔵能力と乾式貯蔵能

力だ。十分、貯蔵能力がある。それから、橙色点が重水炉

使用済み燃料の実際の発生量。国家報告で出てきた数量で、

プール貯蔵能力は十分あるということだ。2014 年 9 月の

「中国国家報告」に出ている。右上図は高速炉導入予測を

行うため使用済み燃料に含まれるプルトニウムの量を計

算した図である。2049 年まで取っているが、2027 年辺り

で再処理が始まる。軽水炉使用済み燃料を 800 トン処理す

るとプルトニウムが 4.8 トン回収されるので、2050 年く

らいには累計で 120 トンくらいになる。高速炉は 2.4 トン

くらいのプルトニウムがあれば初装荷燃料として一基が

立ち上がるので、800 トンの再処理で 2基の高速炉が立ち

上がる計算になる。2050 年頃には 51 ギガワットくらいの

高速炉が立ち上がるということだ。左下のグラフが中低レ
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ベルの放射性廃棄物の発生量だ。橙色が発生量で、大体 1

ＧＷ当たり年間 45 ㎥（リュウベイ）として計算している。

黄色点水色線が北龍処分場の能力、水色点が西北処分場の

能力で、灰色点は原子力発電所の一次貯蔵庫の能力。この

図より処分場の能力は十分あると思うが、西北処分場は甘

粛省の方のゴビ砂漠にある。遠過ぎて、沿海からの原子力

の廃棄物をここまで運ぶのは大変だ。そのため、沿海に作

る必要があるが、沿海には北龍しかない。北龍は大亜湾原

子力発電所の傍だが、沿海に立地する原子力発電所の全て

引き受けるとすると、足りなくなってくる。だから沿海側

にもう一つ作らないといけないように思う。右下図は高レ

ベルの固体廃棄物の発生量で、年間 800 トンの再処理が始

まる 2025 年くらいから年間 40 トンくらいが発生する。そ

うなると 2080 年には 2,200 トンになる。高レベルの廃棄

物処分の計画は今世紀の中ごろから処分を始めるという

計画になっている。1,000 トンくらい発生した頃になる。

候補地は北山、再処理工場（404 工場）の傍だ。 

 

次の表は中国が輸出している原子力発電の 60 年分の燃

料計算だ。ルーマニアからスーダンまで様々な国に輸出し

ており、炉型もCANDU炉やCNP、「華龍1号」とかEPR、AP1000、

CAP、ACP、HTR といろいろある。合計すると 27 基で 2,760

万キロワットくらいの輸出交渉をしていて、成立している

ところがあれば交渉中のところもある。ここで必要な天然

ウラン量、UF6 転換、濃縮、成型加工を計算すると、天然

ウランでは大体 25 万トン、UF6 転換で 22 万トン、濃縮で

は 13 万トン、成型加工では 5 万 4 千トンとなる。使用済

み燃料の合計は 51,790 トンである。OECD 評価の販売価格

で計算すると、大体 1,681 億ドルになる。目標は 2030 年

30 ギガワットだ。核工業集団の銭総理によると、一基 45

億ドルで 30 ギガワットくらいを目標にして売るのだとい

う。原子炉の売り上げは 1,242 億ドル。60 年間の核燃料

のいろいろなサービスで大体 300 億ドルになる。 

 

次の図は、核燃料工業の現状と世界での位置付けについ

て。 

次の図は中国のウラン生産の現状と世界の位置付けで

ある。生産量は世界 9位で、世界全体の 3％しか生産して

いない。一方、需要は世界 4 位で 5,338 トン、需給差は

3,790 トンになる。日本は今はゼロだが、原子力を再開す

ると 8,000 トンの需要が生じる。インドもあるので、世界

的な需給圧迫が起こるだろうと思われる。 

右表は租製錬工場の現状だ。次の図はウラン資源の図だ。

2014 年データだと、ウラン資源は 20 万トンくらいで、一

番新しいレッドブックで発見資源量、確認と推定を入れて

取ったものだと 36 万 6 千トンで 2013 年より 10 万トンば

かり増えている。 

何とかウラン資源を増やさないといけないということ

で、3つの政策が取られている。一つは国内炭鉱と生産拡

大だ。例えばボーリングの深度を深くする。ウランは炭鉱

や石炭のところに溜まっていくので、炭鉱屋と組んでそれ

を行う。ここに見つかっているものは大規模でものすごい

鉱床だと言われているが、どれくらいのトン数かは分から

ない。そして、二つ目が海外開発の促進、三つめが国際貿

易の促進となる。つまり、買ってくるということだ。次の

図の右上は精製錬の状況である。現状生産量は 1,500 トン

くらいで需要 5,338 トンに追い付かない。右上図は UF6

転換の状況で、5,000 トンくらいの能力があって 4,000 ト

ンくらい生産している。下左図は濃縮の図で、遠心法は

2015 年に世界で 4 位、2020 年には 3 位くらいになるだろ

う。世界の列強の中に入ってくる。下右図は 2015 年軽水

炉再転換能力図で中国は 13 位か 14 位。2 つ工場がある。 

 

次の図は軽水炉成型加工の図である。中国は 14 位と 18

位。右上図は重水炉の成型加工で世界 6位だ。左下図は再

処理の図だ。商業再処理の方はまだ実用化していないと言

ったが、年間 50 トンくらいのパイロットプラントがある。

日本の東海村と同じくらいの規模で、六ケ所再処理工場に

比べたら低い。右下図は MOX の製造能力だ。MOX はまだ無

いが、2020 年には年間 40 トンを作るというので、2020

年くらいにはかなりのレベルに達するだろうと思われる。

日本の六ヶ所ではおそらく年間 130 トンくらい作るだろ

う。次の図は重水炉の使用済み燃料の乾式貯蔵の写真だ。

カナダから導入したもので既にやっていて、貯蔵スペース

も大分取っている。右上表は国家報告の中低レベルの廃棄

物貯蔵量と推定年間発生量。それぞれの発電所で一年間発

生する量を計算すると右端の値で 近の発電所では 45 ㎥

となる。左下のグラフは各国の発電所で発生する中低レベ

ルの廃棄物発生量だ。日本が一番少ない。中国よりもはる

かに少ないが、中国では廃棄物は 小化しなければいけな

いとしていて、軽水炉単機当たり年間 50 ㎥（リュウベイ）

以下にすると言っている。右下図の上の写真は北龍の中低

レベル廃棄物処分場である。このように建物の中に入れて

コンクリートを注入して、完成したら上に土を被せる。下

の写真は西北の中低レベル廃棄物処分場だ。ピットの中に

入れていて、コンクリートを詰めて上から土をかぶせるの

だと思う。広いスペースがあり将来的には 60 万㎥（リュ

ウベイ）くらいの能力になる。 

次の図は核工業の立地である。これを見ると内陸部に分

散している。便利がいいように原子力発電の近くに集約化

しようとして広東省の鶴山に作ろうとしたが、2013 年に

反対運動のデモで計画が潰れてしまった。再処理工場の方

も沿海の連雲港の方にもってこようとしたら反対運動で

立ち消えになった。 

 

次のスライドは中国核燃料有限公司という組織である。

集約工場を沿海に持ってくる計画の時に、いろいろな会社

を一つにまとめたのだろう。再転換、核燃料、濃縮に関す

る会社は全部所属していて、入っていないのはウラン探鉱、

租製錬、精製錬、廃棄物処分だ。この会社の 2011 年の収

入は年間 22 億ドルと HP に載っている。下の囲みがウラン

探鉱と精製錬会社だ。 
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 後にまとめると、今後、原子力の国内建設は年に 6

ギガワット分くらい、輸出が 3ギガワットになり、核燃料

の需要は 9ギガ分、つまり、国内需要の 1.5 倍の燃料供給

が必要になると思われる。原発と核燃料供給の不適合とい

う問題があり、ウランの輸入は毎年、増大する。中国だけ

でなく世界的にも核燃料需給の不均衡が起こると思われ

る。2030 年までの各国の推定原子力発電所増設が約 200

ギガワット、WNA のデータでは日本の復活も入れて 270 ギ

ガワットくらいになる。輸出が 240ＧＷで合計は 440ＧＷ

だが重複しているので合計で 440 ギガもないが、現在規模

である 391 ギガワットの 1.7～2 倍くらいになると思われ

る。そうなると 2030 年にウランが足りなくなるだろう。

高速炉を早く導入したらいいのだが、今の計画では 2025

年の再処理だ。そこで出来たプルトニウムを使ってやると

すれば、2030 年までにせいぜい 11 ギガワット、2050 年で

50 ギガワットくらいで、天然ウランの節約は僅か 13%くら

いにしかならない。再処理工場を 800 ではなく 1,600 にす

ればこの倍になる。 

核燃料工業は分散立地している。燃料輸送が全国津々

浦々に及んでいるので集約化した方がいいのだが、反対運

動で難航しているという現状がある。中低レベル処分場を

四川省の方に建設するというが、沿海の方が望ましいので

はなかと思う。高レベル廃棄物処分場の地下実験室の立地

も難航すると思う。対策として、事故時の補償を明記した

原子力損賠賠償法の制定が必要ではないかということだ。

以上である。 

 

（窪田） 

ありがとうございました。引き続いて、渡辺さんから日

本と米国の比較を交えながら、中国の原子力発電開発をど

のように見ているかお話いただきたい。 
 
------------------------------------------------ 

渡辺 搖（わたなべ はるか）：   
一般社団法人海外電力調査会 特別研究員 

 
［略歴］ 
1951 年生まれ。北海道大学大

学院工学研究科土木工学修了。

1976 年通商産業省入省（資源

エネルギー庁水力課）総理府科

学技術庁原子力安全局原子炉

規制課 青森県企画部地域振興

課長、資源エネルギー庁原子力

発電安全審査課 原子力発電安 
全統括審査官、社団法人海外電力調査会北京駐在員事務所

代表（財団法人日中経済協会北京事務所電力原子力室長、

1991.6～ 1995.6）、新エネルギー産業技術開発機構

（NEDO）地熱開発センター所長、関東経済産業局 資源

エネルギー部長、日本原燃株式会社広報渉外室部長 理事 、

2009 年一般社団法人海外電力調査会 参事 北京事務所長

（一般財団法人日中経済協会北京事務所電力室長、2009.8
～2015.7）、2015 年一般社団法人海外電力調査会 参事(東
京本部勤務)、2016 年 7 月一般社団法人海外電力調査会特

別研究員及び日本原燃株式会社顧問。 
------------------------------------------------ 

 

 海外電力調査会の渡辺です。 

 非常にオーソドックスだが、はじめに中国の一次エネル

ギーについて私たちが認識しているところを紹介したい。

この数字は 2015 年の中国の一次エネルギー消費量だ。中

国の場合、エネルギー統計のベースは標準炭換算になる。

1 トン当たり 7,000 キロカロリーだ。大体 43 億トンとい

うことになる。日本の場合は石油換算するので、石油換算

するとこれが大体、32.5 億トン程度かと思う。ちなみに、

この年の日本の一次エネルギー消費量は大体 4.4 億トン

だ。中国の消費エネルギーの大きさがよく分かるだろう。

構造を見ると石炭が 64％、石油が 18％程度、天然ガスが

5.9％、その他 12％となる。その他のところが今日の話の

ポイントで、12％の中をよく見ると、メインは水力、風力、

太陽光と原子力だ。一般には再生可能エネルギーとも言わ

れるが、これらは電気にして初めて使えるエネルギーにな

るという特質を持つ。 

 

次に中国の発電設備、発電量の構成を見てほしい。ご存

知の通り、中国は世界 大の水力発電国であり、風力、太

陽光にしても今や世界 大の発電国だ。水力は 3億 3千万

とあるが、統計ではこの中に一般揚水発電も入っている。

大体2,000万から3,000万近い揚水発電所を持っているの

で、それを引くと、実際にエネルギーを生み出すのは 3

億キロワットくらいの水力発電と思われる。風力発電は

1.5 億キロワット、発電設備は 9％だが、2,400 億キロワ

ット・アワー程度の電気を作るので、エネルギー量として

は4％くらいを占める。太陽光発電は0.8億キロワットで、

出力ベースでは 4.7%。これに対してキロワットアワーベ

ースでいくと 662 億キロワット、エネルギー量としては

1％の電力量を生み出す。それでは原子力はというと、こ

れは 2015 年のデータなのでキロワット数は小さい数字に

なるが、0.3 億キロワット、発電設備量の中の 2％程度に

なる。この中で発電量はというと、2,100 億キロワットあ

まりで 3％を占めている。 

 

2014 年 11 月、北京で APEC 首脳会議が開催され、その

直後、習主席とオバマ前大統領が共同記者会見を行った。

その時、習主席は 2030 年を一つの目安として、中国は非

化石エネルギーで 20％を賄うと公言した。確かにいろい

ろな計画が出ているが、事実上、2030 年にエネルギー消

費量の 20％を非化石エネルギーで賄うためには太陽光や

風力では足りない。水力発電では、これから開発できるサ

イトというものにかなり制約がかかってくる。そうなると

原子力を一定のレベルで発展させない限り、2030 年の
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20％というのはなかなか難しくなると思う。そういう意味

でも原子力を重要視せざるを得ない。 

少し見方を変えて、電気設備と発電量を日本、中国、米

国とで比較してみる。日本は停滞、米国はゆるゆると伸び

ていて、中国は特にこの 15、16 年間に急激に伸びている。

電気事業の観点から見た時、一人当たりの GDP と電力消費

をみて、GDP 当たりの電力消費がどういうレベルにあるの

かが分かる。中国は非常に大量の電気を使っているが、こ

こから読み取れるのは、明らかにエネルギー多消費型産業

の構造を持っているのではないかということだ。 

原子力発電について日本と中国を眺めてみると、今のペ

ースでいけば、中国は場合によっては今年中にでも日本を

追い抜くかもしれない。2025 までにはフランスも抜いて

世界第 2位の原子力大国になるという見方もある。 

 

次からは 3 頁にわたって稼働中と建設中の原子力発電

所を並べた。稼働中の陽江 4号についてはいろいろな見方

があり、発電したと見れば運転中と言えるが、IAEA 基準

でいうとこちらになる。ただ、先ほどの孫先生の図は、国

家核安全局が正式に運転を認めたということでそこに差

がある。ご理解いただければと思う。 

発電所の名前の右側に◎、△、○とあるが、◎は私が格

納容器の中まで入ったことのあるサイトだ。秦山の I期と

台山と三門の 3つに入ったことがある。○は中央制御室と

かタービン建屋の中に入ったことがあるところ、△は敷地

に入ったところだ。建設を開始したばかりのサイトには殆

ど何もない。秦山のサイトは一塊になっていて、そこには

50 回くらい行っている。 

 

中国の核燃料サイクルについては私の方でも数字を集

めたが、先ほど永崎さんと劉さんから説明と実態の話があ

ったので、数字だけ参考にしてほしい。 

 

この図、「中国の核燃料サイクル」で言いたいのは、や

はり劉先生がおっしゃるように、中国と日本は同じように

閉じたサイクルを目指しているということだ。来月、アリ

ゾナ州フェニックスで放射性廃棄物の管理処理処分に関

する世界的なシンポジウムに行く予定だが、その準備で用

意したのがこの日本の核燃料サイクル図だ。ピンクの座布

団に置かれているものは日本原燃株式会社が実際に営業

していたり、建設中だったりするところになる。 

ここに再処理工場の工程表を示したが、この工程の中の

分離建屋と書いてあるところから高レベル放射性廃液が

出る。このガラス固化が非常に難しかった。いろいろと出

てくる高レベル放射性廃棄物を再処理工場の中で一つに

ブレンドするのだが、六ケ所再処理工場では、ブレンドし

たものをガラス溶融炉の中に投入してガラスの結晶の中

に閉じ込める。2008 年、その 後の段階でガラス固化体

の製作に失敗した。その後 5年をかけて、運転操作方法を

磨きさらにより良いガラス固化設備を作り上げたが、それ

らにあたっては、米国のサバンナリバーやドイツのカール

スルーエにある研究所の協力も得た。 

 

後に、海外電力調査会の中国との原子力協力関係につ

いて紹介したい。 

1985 年の暮れ、海外電力調査会は当時の核工業総公司

と交流協定を締結した。それ以来、交流を続けているが、

1992 年に開始された 1,000 人研修と言われる交流におい

ては 20 人の中国の方を 10 年間にわたって毎年、日本に招

待し続けた。このような交流から、中国の原子力発電開発

の方々、特に現場技術者同士の交流は深まっていったと思

う。中国からの日本国内への受入研修生は累計で 964 人に

のぼる。日本からは 346 名が中国に行っている。 

 

中国は第 3世代炉を中心に、AP1000、あるいは EPR、「華

龍 1号」という世界で 初の原子炉の運転に入ろうとして

いる。初めて運転する炉のデータは非常に貴重だ。是非と

もその貴重なデータを公表していただきたい。また初期故

障にもぶつかるだろうが、それを乗り越えるのも重要だ。

日本にはそのような経験がある。そのためにも今後も協力

し、交流していきたい。 

海外電力調査会の交流は通訳を介している。人間と話を

するより機械と話をする方が得意だという技術者は日中

双方共通だ。現場の腕を磨くことが主であるなら、言葉に

対する負担を減らそうという気持ちでいる。これからも日

本と中国の原子力発電所の現場技術者の交流を続けてい

きたい。以上だ。 

 

（窪田） 

ありがとうございました。 

それでは、孫先生と劉先生にも参加いただいて議論して

いきたい。初めに私の方から 2人の先生に質問したいこと

が何点かある。内陸部の原子力発電所には当面、着工しな

いという話だったが、以前聞いたところによると、内陸部

の原子力発電所で採用する炉型は AP1000 に決まっている

という。それは確かか。 

 
（孫）  

先ほど紹介した江西省、湖南省、湖北省のものは確かに

AP1000 だ。しかし後続のサイトはどの炉型にするか確定

していない。いずれにしても中国の条件としては第 3世代

以上のものでなければならない。安全性を確保するためで

もある。 

 

（窪田） 

 関連するが、フランスのアレバや米国のウェスチングハ

ウスが計画している第 3 世代炉、EPR や AP1000 の工期が

非常に延びていて、それに伴ってコストが上昇していると

聞く。中国ではどうなのだろうか。孫先生に伺いたい。 

 

（孫） 

中国の政策には安全、高効率というものがあり、高効率
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は経済効果と密接に関係している。第3世代のEPR、AP1000

では、工期延長とコストアップの問題が確かに発生してい

る。だが、中国の「華龍１号」や CAP1400、第 4世代でも

似たような問題が発生している。コストの上昇にはいくつ

かの原因がある。先ず、安全基準がどんどん高まっている。

そして、新しく設計された原子炉、あるいは初めて使われ

る原子炉については研究開発に注力する必要があり、その

研究開発コストも考慮しなければならない。研究開発につ

いても不確定要素がある。研究開発にかかる期間やモニタ

リングに要する期間、レベルも延びる可能性がある。時間

がかかることでコストが増える可能性は否定できない。し

かしそういうサイトを運営しながら一定の経験を積み、例

えば 8 機目とか 10 機目あたりからコストを削減できるの

ではないかと思う。それまでの経験を活かしてコストダウ

ンできれば、原子力の競争力も高まるだろう。 

 

（窪田） 

2015 年には 5 基が商業運転を開始し、2016 年には７基

が運転を開始している。建設期間を調べると、大体 5年 9

カ月から 5年 10 カ月だ。AP1000 を採用する三門１号基と

海陽１号基は 8 年程度。大体、2 年程度長くなっている。

世界初の AP1000 ゆえ、やむを得ないという話もあるが、

三門や海陽の AP1000 で一番問題になったのはどういう点

だろうか。 

 

（孫）  

個人的見解だが、中国の AP1000 の建設に関しては 2 つ

のファクターがあると思う。1つ目は、福島第一原子力発

電所の事故の後、中国全体でレビューしたために 1年半く

らい遅れたということ。もう一つは、初めての炉というこ

とで不確定要素が多いということだ。例えば、メインポン

プなどの機器は米国に供給してもらっているが、様々な問

題が発生し、工期を遅らせることになってしまった。 

 

（窪田）  

EPR も AP1000 も大型の PWR だが、一方で、SMR、モジュ

ール方式の小型炉に世界的な関心が高まっている。海上浮

動式のプラントに SMR を利用するという話もあったが、中

国で 初に着工する炉型はどのあたりになるのだろうか。

先ほど ACP100 という炉型も出てきた。これが一番、早そ

うな気もするが、何年頃に実証炉に着工するというような

具体的計画は出ているのか。 

 

（孫）  

 ACP100は小型でSMRの範疇だ。いろいろな設計がある。

一つは海上プラットフォームと一緒に推進しているもの

で、海南島辺りで実証炉を作る可能性がある。安全性を証

明するためのプラントを作るかもしれない。設計は既に終

わっていて、発展計画にも載せられているが、どこに建設

されるかはまだ明らかではない。中核、中広核集団は海外

のマーケットも開拓している。第 13 次五ヵ年計画の重点

的な発展分野にもなっているので、中国国内のみならず、

海外でも展開する可能性があると思う。 

 

（窪田）  

中国では、高温ガス炉、SMR 以外に、高速炉についても

ナトリウム冷却と鉛冷却、トリウム溶融塩炉、進行波炉、

先進燃料重水炉と、ありとあらゆる炉型を同時並行で開発

している。これだけの炉を並行して一緒に開発する理由は

何なのだろうか。これだけ同時開発して市場展開すると、

燃料サイクルも非常に複雑になると思う。劉先生、孫先生

の 2人の先生に伺いたい。 

 

（劉）  

中国は各種炉型を開発しているが、まだ研究段階のもの

もある。例えばトリウムだ。一つの炉型の概念から応用に

至るまでにはそれぞれ段階がある。基本的なコンセプトが

あり、技術的な開発をして設計し、落とし込み、商用的に

応用して価値を生み出すには長い時間がかかる。応用のと

ころも幅広い。例えば、先ほどの小型モジュール型の原子

炉だが、これを応用する際に、どのような場所で使用する

のかということを具体的に語るにはまだ早い段階だ。高温

ガス炉は 2000 年に実験炉ができたが、2017 年時点でまだ

実証炉が作られていない。つまり、実験炉が作られ商業運

転に至るまで 16～17 年かかると思われる。海上浮動型の

プラットフォームはアイデアの段階だ。実際に利用される

にはまだまだ時間がかかる。何故、これほど複数の炉型を

同時に研究開発しているかというと、研究開発の段階にお

いて、 新の技術を把握し、人材を養成することが初歩的

段階でするべきことだからだ。技術的な開発段階に入れば、

材料面の開発、設備面の経験を積み、エンジニアリングの

段階に入ったら実験的規模を拡大する。商業運転に入れば

管理面、それから融資などの点も関わってくる。それぞれ

に段階があると思う。 

 

（孫） 

補足だが、中国の歴史を振り返ると、PWR など様々な技

術を海外から導入してきた。政治外交的な要因というもの

もある。現段階では第 4世代の多くの種類の原子炉の研究

開発を進めている。やはり技術のベースを築き上げるとい

うことが重視されていると思う。 

 

（窪田）  

中国で一番進んでいる第 4 世代炉は高温ガス炉だと思

うが、20 万キロワットの山東省の実証炉が来年あたり運

転を開始すると聞いている。 

 

（孫） 

当局トップによると、2018 年の上半期に系統連系し発

電するということだ。この高温ガス炉の研究開発には私も

携わってきた。今のところ、当初の予定よりやや延びてい

る。要因は研究開発面と、やはり初のものであるという点
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だ。研究開発については特に問題ないという状況まで来て

いるので、そこは楽観視できると思う。2018 年には問題

なく動くだろう。私たちチームは、全力で良い技術を早急

に実現化し、経験を積み、そして他国に普及していきたい。 

 

（窪田） 

 高温ガス炉の話ばかりになるが、実証炉に次いで 60 万

キロワットの実用炉の計画ができたと聞いた。何年着工と

いうような具体的な話は出ているのだろうか。 

 

（劉） 

60 万キロワットのサイトについては、沿海と内陸部分

についても考慮しながら計画されている。2010 年には 60

万キロワットのコンセプトと初歩的設計を終え、2010 年

から 6 年かけて基礎的設計をレベルアップした。昨年 12

月、我々の研究院はこの 60 万キロワットの初歩設計と原

子炉部分の配置について公開した。だが、まだ具体的なス

ケジュールは出ていない。設計面では先行しているものと

あまり差がないので、審査なども速やかに終わると思う。

スケジュールについては楽観視している。 

 

（窪田） 

先ほど劉先生が、核燃料サイクル分野で人材問題という

課題があると指摘されていたが、人材問題も含めて日本と

具体的にこういう協力できるという部分があるだろうか。

例えば、中国の原子力発電所に日本の部品、部材が入ると

いった協力はあるが、それ以外に何か、日中協力できるよ

うな分野はあるだろうか。 

 

（劉） 

個人的意見だが、中国と日本は燃料サイクルについて多

くの協力ができると思う。サイクル全体で見ると、海水か

らのウランの抽出などについてはとても良い技術研究を

進めている。原子炉の設計では、様々なソフトウェアとモ

デルを使っているが、シミュレーションなども含め日本に

確証できると思う。再処理については東海村、六ケ所村な

どが一部のプロセスについて成功しているので、我々もそ

うした経験から学ぶことができる。その他、日本は長年に

わたり、高速炉の推進をしている。燃料の精製を行い、管

理経験も豊富だ。他国同様、地下貯蔵などに課題があるが、

手を取り合い協力することで、それらを解決することがで

きると思う。 

原子力が他分野と違うのは、何か問題が発生した時、国

境に関係なく、関係分野の人々が責任を取らないといけな

いという点だ。電力分野における協力も進められると思う。

各部署の関係者は、半年から 1年にわたる日本での研修に

も参加している。協力分野は多岐にわたると思う。 

 

（孫） 

 少し付け加えさせてもらう。日本との協力においては非

常に良い土台ができていると思う。例えば高温ガス炉では、

日本には HTTR という非常に成功した事例がある。超高温

状況での運転経験もある。また、基礎研究においても日本

がリードしている。水素の製造やガスタービンの問題、高

温材料の分野において、日本は先進的な技術的土台ができ

ている。高温ガス炉は中国の今後の発展方向の一つにして

いるので、この分野でセミナーやシンポジウム、人的交流

を一緒に推進できる。清華大学の原子力研究所は、一昨年、

日本原子力研究開発機構（JAEA）を訪れた。相互訪問のメ

カニズムも構築できていると思う。それぞれの分野に担当

窓口を置き、交流メカニズムを増やしていきたい。 

 

（窪田） 

 それでは会場から質問をお受けしたい。ご質問のある方

は挙手を。 

 

（フロア） 

 パネルではガス炉の話がかなり多かったが、軽水炉、ガ

ス炉を続けていくと、遠い将来、ウラン需給がひっ迫する。

つまりは高速炉開発について伺いたいのだが、2017 年に

は実証炉 FBR を建設開始すると聞いた記憶がある。ガス炉

については日本との協力体制をお話いただいたが、高速炉

では日本との協力体制があるのか。 

 

（孫） 

 高速炉の建設だが、実験炉は 2011 年に送電を開始した。

実証炉が福建省に作られる予定で、早ければ 2017 年に着

工できると思う。まだ明確なロードマップはできていない

と思うが、計画に通りにいけば近いうちに着工できると思

う。 

 

（劉） 

 高速炉における日中協力については、私が知る限り、そ

れほど多くないと思う。中国の高速炉はどちらかというと

独自に研究開発した炉型だ。ロシアと協力して、研究開発

を推進してきた。HTGR は清華大学が研究し、高速炉は北

京の中国原子能科学研究院が担当している。実験炉は既に

できていて、4、5 年前に送電網に接続された。日本には

高速炉の経験がある。原子能科学研究院は日本と協力して

いると思うが、清華大学は管轄外のため、詳しい情報は分

からない。 

 

（フロア） 

 劉先生に伺いたい。核燃料サイクルのウラン資源につい

て、今後、資源の需給がひっ迫してくるという話があった

が、今後、中国としては、ウラン資源の貯蔵や備蓄をする

という戦略があるのだろうか。 

 

（劉） 

 世界の原子力発電の歴史を振り返ると、1960 年代、1970

年代はウラン資源が足りないということで値段が高騰し

た。その後、高速炉を研究し、サイクルと再処理などの研
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究が推進された。中国も使用済み燃料の再処理に力を入れ

るようになったが、これはつまりウラン資源の二次使用に

なる。現在、中国での毎年の取引量は 9,000 トンになるが、

これは運転中の原子力の年間使用量を上回っている。戦略

的に備蓄が進められていることは間違いない。 

 

（フロア） 

 中国は日本の 13 倍の人口があるので、エネルギー問題

は本当に大変だと思う。第 4世代炉の研究も進んでいるよ

うだが、13 億の人々の生活を守るにはそれなりの電力が

必要だ。そういう意味では、ウランだけが原発の枠だけで

はないという科学的な考え方や視点もあるように思うが

どうだろう。 

 

（窪田）  

つまり、ウラン以外のプルトニウムとかトリウムのこと

だろうか。 

 

（フロア） 

 今日はトリウムの問題に触れられていなかった。中国で

もトリウムについて話している人がいると思うが、日本で

はトリウムはバッシングされる傾向にある。中国の 13 億

の人民の電力を賄っていくには、第 4次産業としてトリウ

ムを考えていく必要があるのではないかと思うがどうだ

ろう。 

 

（劉） 

 トリウムによる原子力発電の活用の問題はいくつかの

レベルから答えられると思う。上海応用物理研究所では確

かにトリウム利用の発電について研究している。私自身も

トリウム利用についてトレース研究してきた。トリウムは

天然において 232 のアイソトープしかなく、その反応の性

質についてもウランとは異なる。核融合に利用できる原料

としなければトリウムを活用できないが、トリウム元素は、

その性質から転換しなければならないという問題が付き

まとう。ウランが不足しているという問題だが、サイクル

の角度から気が付いたこととして、ウラン資源の不足は

235 で全体ではない。サイクル全体において濃縮という過

程があり、160 トンの天然ウランを濃縮して 20 トンのも

のを得る。140 トンの劣化ウランは既存のリアクターでは

利用できないが、高速炉を開発すれば、238 あるいは劣化

ウランが直接利用できるようになる。ウラン資源が 7倍に

増えると換算できるが、これは全く新しいトリウムサイク

ルを開発するよりも合理的だと個人的に考えている。 

 

（窪田） 

時間の関係上、次を 後の質問にさせていただく。 

 

（フロア） 

 自分はずっと高速炉開発をやってきたので高速炉につ

いて聞きたい。元々、中国はステップワイズに高速炉を開

発するということで、実験炉、原型炉、実証炉、実用炉と、

日本と同じように開発を進める予定だったが、2009 年に

ロシアと覚書を交わして BN800、つまり実証炉を 2基導入

し原型炉をスキップするとした。海外導入と独自路線を二

つのトラックで進めるという話だ。その後、BN800 は、お

金が高いとか IP 技術の取り扱いの問題でなかなかうまく

進展しないということで、2013 年からは中国独自の高速

炉開発にシフトしたという。CFR600実証炉やCFR1000だ。

そこで 2つ質問がある。ロシアの BN800 の話は現状どうな

っているのかということ。それから、中国で高速炉開発を

進めるために、できるだけ早く金属燃料に移行したいとい

う話を聞いたのだが、CNC 発表では 2030 年頃に金属燃料

にもっていくという図が WEB サイトにある。金属燃料はそ

う簡単に開発できないと思うが、そこら辺の開発状況につ

いて教えてほしい。 

 

（劉）  

清華大学ではナトリウム高速炉については取り組みが

少ない。特に、高速炉実証炉のスケジュールやロードマッ

プについて把握していないので、先ほどの質問には答えら

れない。だが、中国の原子力発電の技術ロードマップにお

いて、高速炉は非常に重要なところに位置づけられている

のは確かだ。中核集団、各組織当局は、高速炉の発展のた

めに多くの資源を投入している。 

 

（窪田） 

 劉先生と孫先生は、今日のためにわざわざ中国から来て

いたただいた。ウェスチングハウスと AREVA、ヨーロッパ、

日本も含めて今、原子力は非常に元気がなく、かつて謳わ

れた原子力ルネッサンスは頓挫してしまったのではない

かという雰囲気もある。だが、ロシアと中国は全く別の様

相をしている。中国が世界の原子力界の羅針盤の役目を果

たしてくれることを期待している。 

 

【閉会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 これにてシンポジウムを終了する。孫先生、劉先生には

たくさんの具体的なお話をありがとうございました。パネ

リストとして参加された窪田さん、永崎さん、窪田さん、

ありがとうございました。 

 
（了）



2016 年度 CRCC シンポジウム「中国原子力開発の現状と動向」詳報 ＜2017．2＞ 

 

19 

2．講演資料（講演順） 
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