原子力の明るい希望、
未知の解明に挑戦する

年運転が打ち出され、
「可能な限り原子力依存度を低減し

早稲田大学大学院共同原子力専攻のみなさん
原 子 力の社 会 受 容 性の改 善 が 見 え ず 、原 則

早稲田大学先進理工学部で応用物理

できないだろうか、ということから

工学の立場からそうしたものに貢献

ギー問題に興味がありましたので、

落合 もともと環境問題やエネル

ます。

君、レガラドさんの順番でお願いし

です。では、落合君、福田君、楊

す。教員としても興味があるところ

から 聞 か せ て も ら え た ら と 思 い ま

山路 早速、当専攻に進学した動機

きました。これこそ自分の物理学科

が求められる学問であることに気付

ならないという意味で、高い専門性

ような現代物理学を常に活かさねば

グ分野であると同時に、量子力学の

原子力は確立されたエンジニアリン

はないかと考えることが多くなり、

理に近い内容で社会に貢献する方法

そのようなミクロスケールの現代物

主に学んでいました。そのうちに、

に近い、量子力学とか素粒子物理を

福田 僕は落合君よりもさらに理学

い、
共同原子力専攻に進学しました。

所期の目的が適うのではないかと思

面白さを知るとともに、これならば

日本だったということです。

う思いが強く、たまたまそれが

楊 他所の国も見てみたいとい

日本で学ぼうと思ったの？

山路 どうして中国ではなくて

ので、こちらを選びました。

のなのか知りたいと思っていた

す。僕は、原子力はどういうも

子力、この二つの専攻がありま

た。大木研には電気・電子と原

として大木研究室に所属しまし

門を学んでから、日本の留学先

省西安市）で電気工程という専

楊 中国の西安交通大学（陝西

しました。

子力の道を志して当専攻に進学

ていく 」という 方 針 も 変 わ ら ない。そ ん な 逆 風 下 で 、あ え て 原 子 力 を 志 向 す る 若 者 た ちの真 意 を 聞いた 。

を学んでいました。学部３年の時に

での経験を活かして、社会に貢献で

山路 では、レガラドさん。

原子力を
｜
｜
志望した動機

原子力の技術を大まかに説明してく

きる専門分野ではないかと思い、原

山路哲史〈同専攻准教授〉
落合克樹〈修士２年〉
福田貴斉〈修士２年〉
楊鎮宇〈修士２年〉
レガラド真理子〈修士１年〉
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れる授業があり、原子力の技術的な

左から落合君、レガラドさん、山路先生、楊君、福田君

40

れば、燃料デブリの取り出しに取り
けで語るのではなくて、ざっくりと

ことは、原子力についてイメージだ

ただ私がそうした人たちに望む

のほうに分布しているものと予想さ
掛かれると思いますが、取り出しに
した仕組みでもいいから学んでもら

レガラド 炉内の状況が正確に分か

えていた疑問に対する答えが、ここ
れるわけですが、廃炉のためには分
使われる工法や技術は開発途上の段
いたい、ということです。

落ちてしまった燃料が圧力容器の下

で学べば得られるかもしれない、そ
布している内部の様子を把握しなけ
階にあります。そもそも炉内の状況

レガラド 福島事故以来、ずっと考

れが進学の動機です。
ればいけません。

ンとか、
テレビで盛んに言っていて、

生でした。水素爆発とかメルトダウ
れだけで溶け落ちた燃料の全容が分

た調査などが行われていますが、そ

現場では、ロボットカメラを使っ
掛かると思います。

情報を集めるには、まだまだ時間が

がすぐに分かるかと言うと、必要な
くような技術に関する情報や事故の

る人たちには、彼らの不安を取り除

また私も含めて原子力分野にい

福島事故が起きた時は中学２年

よく分からないけれど、危ないじゃ

究室選びの時に、より原子力につい

生まれました。そして学部４年の研

が扱えるものなのか、という疑問が

まったのか、原子力はそもそも人間

を使って、また事故を起こしてし

去にもあったのに、どうして原子力

たのですが、でもそうした事故が過

電のざっくりとした仕組みはわかっ

事故が起きていることや、原子力発

ルノブイリ事故や東海村ＪＣＯ臨界

なりに調べてみると、過去にもチェ

してそうなったのかを読み解いてい

して、どういう事故が起きて、どう

クスを回収して、それをデータ解析

フライトレコーダーのブラックボッ

ね。簡単に言うと、
航空機事故の後、

山路 なかなか難しいテーマです

ます。

況が推定できるのではないかと思い

ち寄ることで、より正確に内部の状

果と、現地調査で得られた結果を持

落ちたのかという事故進展解析の結

うに燃料が溶けていき、何処で下に

のは当然だと思います。

非原子力分野の人たちが不安に思う

ないことが多過ぎて、一般の人とか

を解決するというところでは分から

とか廃止措置とか、与えられた課題

けではないけれど、少し近い分野だ

山路 落合君も直接、福島というわ

責任があると思います。

て、理解をしてもらうように努める

情報を、もっと分かりやすく発信し

解決にどう取り組んでいるかという

かるわけではありません。どんなふ

て学べる研究室があることを知り、
く、そういうシミュレーションの原

そういう面では原子力は安全面

ないかと思いました。それで中学生

ここに進むしかないと思いました。
子力版、ということです。
Ｅ 福島第一原発の廃止措置の完了
までは ～ 年かかると言われてい

も使用済燃料プール中の燃料が露出

しまいます。最悪の場合は、福島で

ら、放っておけば熱で水が蒸発して

いですが崩壊熱が発生し続けますか

からも、炉内の燃料に比べれば小さ

停止してしまいました。使用済燃料

料プールで冷却に使用するポンプも

に至りましたから、当然、使用済燃

使用済燃料プールです。

が、
その中で僕が担当しているのは、

熱の循環が重要になってくるのです

を沸騰させてタービンを回すので、

す。原子力発電所も原子力の力で水

子炉熱流動という分野を扱っていま

僕が所属している師岡研究室は、原

落合 題材としては、そうですね。

よね。

故進展解析が研究テーマです。溶け

レガラド 福島第一原発３号機の事

お願いします。

の研究テーマ」
です。レガラドさん、

山路 次に伺いたいのは「みなさん

研究テーマを選びました。

の中でもイメージがしやすいような

う、現状もありました。正直、自分

識があまり深くない状態で選ぶとい

ります。そうした原子力に関する知

４年から研究テーマを選ぶこととな

終わりに研究室に配属されて、学部

やっていた者がいきなり学部３年の

ところが、早稲田の場合、物理を

れて研究テーマを選びます。

の知識を得た上で、研究室に配属さ

に対する基本的な技術的知識や安全

子力安全の講義があるので、原子力

市大学ですと、学部１年の頃から原

す。例えば共同でやっている東京都

の原子力は他の大学と勝手が違いま

き継いだのですが、そもそも早稲田

落合 先輩がやっていたテーマを引

ろうと思ったのですか。

か。

大幅に短縮されることになるのです

正確に分かってくれば、この期間が

と精緻化されて、炉内の状況がより

ます。事故進展の解析コードがもっ

がすぐにたくさん導入されることが

たりして、必ずしも、ナトリウム炉

が、例えば、もんじゅの事故があっ

中性子が多い炉が考えられています

の中性子のスピードが速かったり、

炉にはナトリウム炉のような、炉内

一般的には、ＭＡ変換用の原子

ろです。

技術が今、研究開発されているとこ

の核種にしたりするＭＡ変換という

れて、中性子を当てて壊したり、別

中から抜いてしまい、別の炉心に入

ＭＡを高レベル放射性廃棄物の

うウランなどよりも重い核種です。

マイナーアクチノイド（ＭＡ）とい

ます。その特別な核種というのが、

ベルが格段に下がるとも言われてい

その毒性の続く期間とか、毒性のレ

特定の核種だけを抜いてあげると、

し、高レベル放射性廃棄物の中から

異常にむずかしいのです。
ですから、

が尽きると、それを交換する事業が

きる前に、ケーブルの絶縁材の寿命

大なので、もしも原子炉の寿命が尽

楊 原子炉にあるケーブルの数は膨

いのではないかと思います。

係があるのか、すぐにはピンとこな

ルの劣化と原子力はいったい何の関

山路 たぶん普通の人には、ケーブ

る研究です。

う、材料の劣化メカニズムを解明す

気特性とか熱特性を分析するとい

を放射線や熱などで劣化させて、電

関する研究をやっています。絶縁材

けるケーブルの絶縁材の経年劣化に

楊 主に、原子力発電所の環境にお

よね。

山路 楊君はちょっと違うテーマだ

います。

ところに研究の意義があると思って

スにＭＡ変換ができないか、という

｜それぞれの｜
研究テーマ

し、プラント状況をより困難なもの

山路 福田君はテーマがガラっと変

予想できない現状にあります。

山路 どうしてそういうテーマをや

ます。

ようなシステムについて研究してい

源を用いなくても冷却し続けられる

す。そこで使用済燃料プールを、電

果た す 役 割 が 大 き く な る と 思 い ま

を必要としない受動的な安全設備の

ていく過程では、動的な機器や電源

は、新しい炉などに安全対策を施し

ダーで続くと言われています。しか

の毒性が何万年～何十万年のオー

として地層に処分してしまうと、そ

料をそのまま高レベル放射性廃棄物

しています。炉心から取り出した燃

ある、放射性廃棄物に関する研究を

ません。原子力発電の大きな課題で

は福島の事故とは直接は関わってい

福田 そうですね。僕の研究テーマ

よく使っている軽水炉の技術をベー

ているという側面があります。今も

スピードが速く、ナトリウム炉に似

リットがあるのに加えて、中性子の

させるので、熱効率がいいというメ

と比較して高温・高圧まで水を変化

います。その新型炉は現行の軽水炉

水冷却炉という新型炉の研究をして

また山路研究室では、超臨界圧軽

りがあります。

の研究をやっていましたから、繋が

楊 学部４年生の時にエポキシ樹脂

か。

やってきた勉強と繋がっています

山路 当専攻での研究は、中国で

ます。

よりも長くしたいということになり

あらかじめケーブルの寿命を原子炉

そのようなことも踏まえて今後

福島では全電源が喪失する事故

にした可能性がありました。

わりますよね。

40
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原子力の明るい希望、未知の解明に挑戦する

休日もサイエンス ? トリックアートに興じるレガラドさん

山路 続いて、外部の人とのインタ
についてはどう思いますか。

怖さを感じている、そういう捉え方

とに対して、世間の人たちは不安や

のか、未成熟な技術を社会で使うこ

一方で、あらゆる技術は未成熟で

ます。

もある、そういうことだからと思い

あるし、エンジニアリング的なこと

解決できないし、ケーブルの劣化も

いからこそ不安というのがあると思

知の部分が多過ぎるので、分からな

発電にしろ、放射線応用にしろ、未

ます。ただ一般の人たちは、原子力

る不安はないと言う人が多いと思い

業者や研究者、学生は、それに対す

ているので、原子力を扱っている事

ラクションに関する質問です。自分
福田 少なくとも僕が外の人と話す
あって、例えば火力発電は本当に成
います。

解決できないし、伝熱流動だけでも

たちの研究テーマとか、いま原子力
時に、原子力は成熟した技術か、未
熟しているのかと考えると、発電段

Ｅ 原子力は未成熟な技術ではない

を学んでいることについてとか、将
成熟か、という視点を持っていると
階で出てくるＣＯ２はちゃんと処理

｜原子力に
｜
不安を抱く理由

来の キ ャ リ ア の こ と で も い い で す
感じたことはありません。

ら勝手に毎年浴びているのと同じだ

る放射線の量は大体同じだよ。だか

線の量と、一回のＰＥＴ検査で浴び

で、僕は「一年間で浴びる自然放射

絶対に分からないだろうと思ったの

そう言っていたと思います。

ているのだと、少なくともその人は

ことは、それとは別物であり歓迎し

ことです。原子力の技術を研究する

よって起こる事故が怖いのだという

のではなくて、原子力発電とそれに

たちは原子力と名のつくものが嫌な

話をして気づいたのは、世間の人

ほうがいいと言う人でした。

うよりは、別のエネルギーを使った

あって、その人は原子力に賛成とい

う時に、親戚と話すタイミングが

かと思うこともありました。そうい

ものは全部嫌われているのではない

になり始めると、原子力と名のつく

は、研究室に入った後からです。気

るこ と を 気 に す る よ う に な っ た の

福田 日本で原子力に賛否の声があ

い。

うい う 話 が あ れ ば 聞 か せ て く だ さ

あったとか、発見があったとか、そ

線なので、同じ線量でも癌の発症

ＰＥＴ検査では瞬間的に浴びる放射

線は蓄積で浴びるものです。一方、

と批判されるでしょうね。自然放射

た場合、
「いい加減なことを言うな」

でももしそういう説明を公にし

なところにあって、炉物理だけでは

いる所以は、いろんな課題がいろん

山路 原子力が総合工学と言われて

うと思います。

未だ成熟した技術とは言えないだろ

ます。そこから考えたら、原子力は

能性が残っているということもあり

ない。それから過酷事故が起こる可

処理に関して、未だに上手い方法が

と思っています。先ず、核廃棄物の

楊 僕は、原子力は未成熟な技術だ

たのだと思います。

ら、良いことだと思うと言ってくれ

る研究は発電を行うこととは別だか

していくこと、そういうことに対す

あるいは発電以外に原子力を利活用

安全にしていこうという考え方や、

んだろうと思います。でも、それを

熟でもリスクが伴うという考え方な

力発電という事業には成熟でも未成

例えば、今の親戚の人は、原子

のは、アルファ線やガンマ線が身体

きませんでした。向こうが知りたい

ないとか、すごく基礎的な話しかで

られるけれど、ガンマ線は止められ

いなと思うので、アルファ線は止め

も、間違ったことを言ったらいけな

ら教えて欲しいと言われました。で

討の余地がある」こと自体が分かっ

はまだ検討の余地があるけれど、「検

かというところは、今でこそリスク

とか概念とか、何にリスクがあるの

でも基本的な発電に対する技術

かっていると思います。

いても、未成熟なところは何かが分

いと思っています。原子力分野にお

成熟した学問とか産業はほとんどな

と思います。

て、未知に対する不安があるからだ

うのは、未成熟であるからではなく

落合 技術に対する不安を抱くとい

熟していくものだと思います。

ゆる技術は社会で使われることで成

考えられていないと思います。あら

うするのか。まだそんなに真剣には

太陽光発電も寿命がきたパネルをど

気に垂れ流しているだけですとか、

しているかと言えば、ほとんどが大

そして、研究は「研究のための研

でもあることに気が付きました。

行っている。経済を回している主体

業にかなり密着して、実際に発電も

問としても面白いけれど、同時に産

聞くと、原子力は技術としても、学

をして、いろんな研究者の人の話を

でも、この業界でいろんな人と話

されましたが、具体的に説明しても

す。
「何で大丈夫なのか」と聞き返

思うので大丈夫だよと言ったので

いて、それによるリスクは少ないと

は、いちおう技術としては確立して

いか」と聞かれました。その時に僕

検査することで被ばくするのではな

ＥＴ検査をしようと思っているが、

に進んだこともあって、親から「Ｐ

あるとは言っていました。

そういう未知であることへの不安は

いうことがニュースで流れるので、

原子力事業者は情報を開示しないと

言い、いろんな事故があった時に、

いたら、それは別に不安ではないと

就職すると言ったらどう思うかと聞

ました。でも、もしも原子力業界に

るのではないか。不安だ」と言われ

と親に言った時も、
「放射線を浴び

のは難しい。僕が原子力専攻に進む

でも一般の人に原理を説明する

が、外の人と話をして、思うことが

から、気にすることはないよ」と言
リスクは異なる可能性があります。

にどう影響をおよぼすか、そういう

究」ではなくて、社会のための研究
であり、社会から必要とされる研究

ずっと前ですが、僕が原子力専攻

いました。
「それならまったく問題
だから、そういう説明をするのは

ことです。まだまだ僕は勉強不足な
んだと思い、勉強の仕方を見直す

であるからこそ、研究者という職業

山路先生がおっしゃったように、

ないな」と言って納得してくれまし
ちょっと語弊があるわけです。

きっかけになりました。

は、
不安定だったり、
リスキーであっ
たりはしない。それが原子力産業の
強みであり、僕にとっての魅力でも

ります。

感じたことがあ

もよく分かると

うことは、自分

説明をしてしま

て、語弊を生む

分自身ここでやってみて、やはり研

デミックということもあり、また自

福田 僕は元々の興味が比較的アカ

ればと思います。

うところがあれば、聞かせてもらえ

るいは原子力のこれからについて思

山路 続いて、みなさんの将来、あ

Ｅ 原子力について、エネルギー基

は今考えています。

いかと思い、研究者のキャリアを僕

好きなことを仕事に出来るのではな

やっていけるのではないか、自分の

こそ安心して、僕でも研究者として

それ故に、自分はこの業界だから

｜私たちの
｜
キャリアプラン

福田 僕も似た

究は面白いなと思いましたので、研

本計画では「できるかぎり依存度を

あります。

経験がありま

究者を志しています。

が福島に住んで

から、その友達

友達のお母さん

とを知っている

もなれるものではない」とか、そう

るもので、凡庸な人が幾ら努力して

いうのは天賦の才に恵まれた人がな

ないのではないか」とか、
「博士と

に、ちょっと前までは「食っていけ

はないか」ということです。僕はＩ

て、一つは「それは日本だけの話で

す。ただ、考えることは二つあっ

福田 正直に言えば、不安を覚えま

目指す上で不安になりませんか。

けられています。原子力の研究者を

減らしていく」というように位置づ

いて、放射線の

いうイメージを持っていました。

ただ「研究者」という言葉の響き

影響が不安だか

う専攻であるこ

す。僕がこうい

端折ってしまっ

いから、途中を

解してもらえな

いとなかなか理

説明が難し

た。

こんな遊び心から研究のイマジネーションが生まれるのかも。落合くん
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ＡＥＡでインターンをさせ
ていただく機会に恵まれま
した。そこでいろんな国の
方々と話をしたり、実際に
仕事をしてみたりして、原
子力は日本だけのものでは
ないし、発電だけに限った
ものではなくて、いろんな
技術だったり、いろんな国
で使われるものであること
を改めて知りました。
仮に、日本が完全に原子
力を止めたとしても、英語
がしゃべれたら他の国でも
やっていけるかな、という
プラクティカルな部分が一
つですね。
もう一つは、原子力への
依存度を減らしていくとい
うことと、原子力の研究を
しなくなることとは、少し違うのか
なと思っています。

安はあるものの、この道を進んでも

す。そういうものを見ていると、不

子力 研 究 は 欧 州 の ト ッ プ ク ラ ス で

らも、カールスルーエ工科大学の原

フェーズアウトしていくと言いなが

ントは２０１８年のデータによる

ころです。中国はいま、原子力プラ

た。原子力とはあまり関係のないと

楊 いちおう就職先は決まりまし

その後は中国に戻るのですか。

山路 楊君はもうすぐ卒業ですが、

｜今後の原子力に｜
思うこと

大丈夫だろうと思えるところがあり
と、 基が運転、 基が建設中です。

例 え ば、 ド イ ツ は 原 子 力 か ら

ます。

います。

イメージが悪くなることはないと思

れれば、見た目が大きくなっても、

を、ちゃんとみなさんが分かってく

めに 必 要 な 設 備 で あ る と い う こ と

いくわけですよね。それが安全のた

サイズアップして、物々しくなって

ングというより、むしろ見た目にも

ていくことになって、ダウンサイジ

では安全対策の設備をどんどん付け

レガラド 今後、再稼働とか新増設

ます。

るのではないか、という気がしてい

持って、この産業を志そうとしてい

は、まったく別のモチベーションを

年前に原子力の道に進んだ人たちと

んだ人たちは、もしかすると ～

す。福島事故の後に原子力の道に進

クルしたいという人は多いと聞きま

ことなので、そういうところにタッ

島で起きたことは世界でも初めての

廃炉分野が人気だと伺いました。福

18

電がもっと今までよりも使われてい

う面から考えると、今後、原子力発

いという気持ちがあります。そうい

えた時に、やはり成長分野で働きた

と」ですが、やはり自分の進路を考

それで「今後の原子力に思うこ

性がある。

新しく土地を使うという意味で生産

土地が使えない。だから廃炉にして

です。
そこにずっと置いたままだと、

つには、新しい土地がつくれること

ですが、僕はそうは思いません。一

楊 廃炉には生産性がないという話

えば、廃炉分野は人気があります。

福田 原子力を志す人たちの中で言

はいけないことです。

もしれないけれど、必ずやらなくて

います。廃炉作業は生産性は無いか

炉に関わるところには興味を持って

も原子力分野に進むのであれば、廃

くと思っています。ですから、もし

いう面では、今後は仕事が増えてい

ただ廃炉とか、福島事故の解決と

くっても大丈夫だね、という安心感

すことで、では新しい発電所をつ

んと廃炉ができるよということを示

しているわけではありません。ちゃ

術はまだ何処の国もしっかりと確立

進んでいるのですが、廃炉にする技

日本は原子炉を建てる技術はすごく

山路 ここは大事なところであり、

産性があると思います。

をやってお金をもらう。そういう生

術を使って、他の国の原子炉の廃炉

もう一つは、例えば日本の廃炉技

ＪＡＥＡのリクルーティングでは、

いだろうと思っています。

山歩きでリフレッシュ。楊くん

30

くかというと、私はそんなことは無

20

原子炉はどんどん小さくなると思い

たちから受け入れてもらうために、
す。ただ、それでも影響度を限りな

すいと言えば分かりやすいと思いま

を少なくするというのは、分かりや

すが、小型にして炉内にある核燃料

ます。小型炉が主流になるかもしれ
くゼロにしろという要求は残るので

結論から言うと、中国でも世間の人

ません。
嫌っている理由は、主に二つあると
最適値を求めるのではないでしょう

楊 そこは社会としては、合理的な

しょうね。

思います。一つは、原子炉の安全で
か。

いま一般の人たちが原子炉を

す。もう一つは、核廃棄物の処理で

が周囲に影響をおよぼす可能性を完

ません。過酷事故を起こして、それ

の安全になることは未来永劫あり得

が安全になっても、それが１００％

どんなに原子力発電のシステム

安心する」という気持ちの問題もあ

と同時に、
「原子力が小さくなれば

的、科学的な話もそうですが、それ

とで被害が小さくなるという定量

す。核燃料の装荷量を少なくするこ

ある意味で賛成する部分がありま

福田 僕も「小型炉という選択」に

全にゼロにすることはできません。
ると思います。

す。

わずかではあっても過酷事故を起こ

に繋がるのだと思います。廃炉とい

とはできないか、という話はありま

も済む、そういうプラントにするこ

電所の敷地外の住民が避難しなくて

は、過酷事故が起きたとしても、発

山路 いま発電プラントの考え方で

持っています。

のではないか、という考え方を僕は

所よりも小さな発電所のほうがよい

です。そうだとすれば、大きな発電

が許容できる範囲にまで下げるべき

と、事故が起こった時の影響を市民

ものではない、という考え方に立つ

材料とか機械、ロボットとか電子、

いうのもあるのですが、それ以上に

そんなわけにはいかない。

りません。でも、虎を飼った場合は

れても、飼い主が殺されることはあ

うとします。猫を飼えばどんなに暴

楊 例えば、猫か虎のどちらかを飼

フィーリングではないかと思います。

りも小さいほうがいいかな、という

的に重要なのは、バカでかいものよ

しも一番重要なのではなくて、直感

リスクがどれくらいか、それが必ず

能の量がどれくらいで、確率論的

過酷事故が起きた時に出てくる放射

原発の周囲で暮らす人にとって、

う言葉の響きが良くないのかもしれ

あとはＡＩ、いろんな学生が集まっ

す可能性が残り、それは容認できる

ません。

とです。原子力の人材が少なくなり

にインターンに行った時に感じたこ

落合 重電メーカーの原子力事業部

お願いします。

屋としての視点、高い志で挑んでい

活かして取り組みたいという、技術

があるのだから、自分の専門知識を

して取り組まなければいけない課題

賛成というよりも、目の前に日本と

ていました。
どの人も原子力に反対・

つつあるという流れはあるのです

く学生が多いと思っています。

最後に言い残したことがあれば、

が、福島の事故を中学や高校の時に

じています。それこそバックグラウ

原子力産業は人気があると僕は感

ています。意外とイメージよりは、

ないと感じました。

つありますが、必ずしも未来は暗く

かい風も強く、規制も厳しくなりつ

いろいろと課題は多いし、世論の向

良い流れはきていると思います。

ンドが原子力専攻の学生は半分以下

Ｅ どうもありがとうございました。

経験した学生が今、就職時期を迎え

で、原子力専攻がもともと少ないと
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インターン先の IAEA の同僚とクリスマスを祝う福田くん

