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エネルギー技術革新を求めて５０年
―核拡散のない液体燃料トリウム熔融塩炉―
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by
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Abstract
The reduction of CO 2 emission is a global concern for all industrialized countries. Nuclear energy can
play an important role in this context since it does not emit CO 2 for power generation. However, there are still
some concerns and difficulties with current nuclear power such as nuclear proliferation, radioactive waste, safety,
economy, usability etc. Therefore, there is a need for a novel global scale nuclear industry aiming to supply half
of all primary energy by the middle of this century. During the 1960s, the US developed the molten salt breeder
reactor (MSBR) and a small prototype was operated at Oak Ridge National Laboratory (ORNL). There is now
renewed interest in its concept by several countries. Strong incentives for the molten salt reactor (MSR) design
are its good fuel utilization, good economics, amazing fuel flexibility, and promising benefits. In Japan, the
nuclear energy system ―THORIMS-NES (Thorium Molten-Salt Nuclear Energy Synergetic System)‖ is a new
concept, designed such as to realize a novel enormous nuclear industry without requiring investment, solving the
developmental difficulties of MSBR. Following several R&D years and a pilot scale prototype (miniFUJI), a new
commercial project has just been launched aiming to realize a thorium-based molten salt reactor (FUJI). The
present paper will outline this system and its strategy development, high -lighting the advantages of the
Thorium-MSR such as (1) a conclusive measure on green-house-gas elimination, (2) nuclear proliferation and
terrorism resistance (no plutonium production with its effective burning), (3) little high level nuclear waste
production, (4) high safety (no severe accidents principally and practically), (5) rich thorium resources
(distributed on large global scale), (6) low electricity generation cost, (7) easy deployment (small/simple
economical reactors).
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1．まえがき

例えばＯＥＣＤは、２１００年の温度上昇を２度に抑
えようとすると、必要とする追加投資額は２０５０年時

地球環境は非常事態にあるが、国際的に歩調を合せる

点で年間１２５兆円（世界 GNP の２．５%）と推算して

のは実に困難で、その一因は我々が「まだ地球を幾らも

いる。誰がその資金を出すのか全く不問で、ほとんどが

知らない」のにある。地球は大きいのを否定する意見も

より高価なエネルギーを押し付ける対策であり、「現文

根強いが、それは環境（特に空気量は実に尐量[地上１平

明の革命」、特に「基盤エネルギー技術の革命」が求めら

方センチメートル当りに僅か１kg]）の脆弱さから導かれ

れる。

る錯覚かも知れない。

以下に示す「構想」は、筆者が１９８３-９６年に当学

しかし現在、世界人口の約１５％１１億人が１日１ド

で完全に近い「自由な研究環境」を頂いたが故に、国内

ル以下の貧困に喘ぎ、２０億人が電気を持たず、２０億

外の同志とその基本骨格を構築出来たもので、単純化に

人は百Ｗ以下の生活という。国連は世界のＧＤＰ約５千

成功したためにその基盤技術が十分に整っており、僅か

兆円のせめて０．７％をＯＤＡ援助資金にと豊かな国に

な資金・期間で実用化出来る段階に来ている。

呼びかけているが、日本さえ僅か０．２％である。日本

2．科学技術と未来予測

は率先して世界の「貧困対策」に貢献すべきである。
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科学技術とは？

エネルギー技術革新を求めて５０年

―核拡散のない液体燃料トリウム熔融塩炉―

種々の見解があるが、私は学問的な「科学」と術とし

それには、イタリアの物理化学者マルケッティ(一九八

ての「技術」が一体の「科学技術」が社会に存在するの

五)が創め我々が修正補足しつつ来世紀まで延長したエ

みと考える。「歴史」が証明しているように離れては共に

ネルギー将来予測シナリオ Fig.1 が有効と考える。色々

衰退する。尐なくも術である技術は人間（体）に密着し

問題を含むが、これほど示唆に富み重層的多次元的に考

ており「科学技術」は血の通ったものである。作られる

えさせてくれるものを知らない。

のは単なる「物、物体」ではなく、使われる状況・人間

Fig.1-(Ａ)には、主要な「一次エネルギー源」について

社会環境に適合し生きてゆくものでないと無意味である。

の市場占有率 ―Ｆ‖ の経年変化が示されている。Ｆその

正に思想（魂）を持った生き物というべきで、作る人間

ものではなく、「物流関数」としての対数［Ｆ/(1―Ｆ)］

から離れては存在しえない。

を、暦年に対して図示してある。示される主要エネルギ

釈迦が高弟文殊に託した、より良く生きるための「智
慧」を求めるのが「科学技術」と言えよう。

ー源は、「薪炭」、「石炭」、「石油」、「天然ガス」、「原子
力エネルギー」及び将来の「太陽エネルギー」である。
太陽エネルギーに対する二つのグラフが、その大規模

2.2 環境およびエネルギー事情の将来予測
科学技術は人間の未来のためへの努力であり、「歴史

な導入時期の不確実性を考慮しつつ示されている。その

的」に捉えねばならないが、「未来」は全く未知である。

未知である。原子力（核分裂）エネルギーに対しても二

「歴史とは偶然の競合であって予測不可能（カール・ポ

つのシナリオが示され、その各々の総電力生産量として

パー）」なのを忘れないようにしつつ、未来への科学技術

は、Fig.1-(Ｄ)で９千億ｋＷ☓年および２兆ｋＷ☓年と想

者としての使命を果たさねばならない。

定されている。論議の一つの目安である。

技術は緊急に開発具体化するべきだが、内容は現在全く

上記の事を踏まえて具体的な論議に移るが、詳細な論
議 は 不 可 能 な の で、 幾 つ かの 主 要 な 問 題 論 議に は 拙著
1)

最も重要な点のみを指摘すると、
①

巨大基幹エネルギー技術というものは、２００年位

“「原発」革命”（文春新書、第二刷２００８年） で、

の寿命で主役が置き替わる。これは筆者の大胆な仮説で

是非最小限補足願いたい。追加資料も作成してある。

ある。

一般に未来予測は不可能でも、骨格が良く見通せる「仮

②

化石燃料依存は今世紀中頃までは逃げられない現実

説的未来予測」を骨太に立て、大局を見誤らないように

であるが、１９８５年以降の実績を書き込んでみると、

すべきである。

最近の過去３０年間では、主なエネルギー源全ての分率
値Ｆが、皆ほぼ一定不変である。最も不純な「石炭」は
使用を抑えクリーンな「天然ガス」の分率を伸ばすべき
だが、エネルギー市場に対する政策的な配慮影響が市場
原理より強いのを示していると思う。
③

化石燃料依存解消には、太陽依存型の再生可能エネ

ルギーを現在の補助的なものから新技術で本格化するべ
きだが、量的に２０ないし３０％にできるのはどうして
も「今世紀末」になる。

(A) Historical Trend in Energy Substitution

Doubling-time
30 years

(B) Primary Energy Consumption

Depending on the population explosion
and energy demand increase, the
artificial heat emission will be
increased tenfold in the next hundred
years, based on the assumption of a
2.3 % yearly growth of world primary
energy consumption as shown in (B).
A global warming, especially a local
micro-climate abnormality will not be
tolerable, and it will encourage to shift
to the solar energy era.

(A twofold increase from the
present, 50 billion tons/year.)

④

今世紀中頃は、原子力（核分裂）エネルギーに依存

するほかはないが、ＯＥＣＤも言うように「全エネルギ
ーの７％程度の現状維持が精々」では話にならない。そ
れを「約十年の倍増時間」[Fig.1-(Ｄ)参照]で成長をさせ
ねば、補助的存在に留まる。しかもＣＯ２半減にはこれ
のみでは力不足であるから、何はともあれ核エネルギー
技術の真の「革命」が必須である。壮大な大事業だが、
その具体的実現策を以下で提案したい。

3．知られていない原子炉開発の歴史

(C) CO2 Yearly Emissions
Even if happening a rapid
increase in nuclear fission
power generation as shown
in the diagonal areas of (A)
(D), the decrease of CO2
will not be sufficient as
shown in (C). A great
reduction in the energy use
will be required.

Doubling-time
10 years

3.1 それは機械装置？化学装置？
物質の変化なしでエネルギーは得られない。いくら必
要とする核燃料物質量が僅か（化学燃料の百万分の１）
(D) Fission Energy Production

でも、核反応炉も本質は「化学工学プラント」であり、

Fig. 1. Prediction of Global Primary Energy trend and

作業媒体は固体(反応速度または化学処理速度が遅い)や

essential Nuclear Fission Energy production for the 21st

気体(大容量かつ高圧が必要)よりも“液体”が好ましい

Century

のは自明である。
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これまでの努力及び貢献は実に貴重である。この産業基
3.2 好ましい液体の条件
（Ａ）その作業液体を構成する物質中の核反応関連核
種以外の核種は、中性子の吸収断面積が出来るだけ小さ

盤を絶やさず、本格的で有効なものに飛躍させる新具体
策を示したい。しかし独善的ではなく、「現原発産業をよ
り良くする実効策の提示」を試みるのである。

く核的に不活性であらねばならない。これには Table 1

現在の原発は下記の諸問題を抱え「世界展開」が困難

を利用すると良い。次に（Ｂ）照射損傷を受けず、（Ｃ）

である：

核反応生成物を安定に収容でき、 (Ｄ)反応熱輸送、(Ｅ)

（ａ）安全性不十分：余剰反応度の大きい固体燃料使用，

化学処理に適し、出来るだけ(Ｆ)低融点・低蒸気圧・低

照射損傷・材料腐食・高圧などの弱点。（ｂ）核燃料サイ

粘性・高比熱で、さらに(Ｇ)化学的に不活性であって欲

クルの不備：増殖能力・再処理・核廃棄物・核資源問題

しい。そのような液体核燃料

2)

があれば、炉心構造は単

などの困難。（ｃ）核拡散・核テロ防止の困難：管理困難

純になり安全かつ経済性の高い炉が設計できるはずであ

なＰｕ問題など。（ｄ）経済性の低下：上記全てが関与し，

る。

さらに低熱効率・小型化困難等の産業弱点。

この欲張った要求は「無いものねだり」に見えようが、
そうではない。理想的回答が見つかったのである。

その根本原因は，「固体核燃料」のみでなく「Ｕ-Ｐｕ
サイクル」への固執にある。

4．トリウム（Ｔｈ）について

3.3 液体核燃料構想の萌芽
この「基本原則」はすでに第二次大戦中にシカゴ大学
で催された世界最初の「原子炉セミナー」で、ノーベル
学者たちの協力をえて Eugene Wigner 博士により結論付

4.1 概説
現在の“原発”は全てＵ-Ｐｕ系の固体核燃料を利用し

けられていた。しかも、「化学工学装置ならば、反応媒体

ているが、故向坊隆先生(元来は熔融塩電気化学者)は良

の燃料は“液体”が望ましく、“理想形態の原発は恐らく

く「オークリッジのワインバーグ博士が、『Ｔｈ熔融塩炉

熔融弗化物塩燃料炉”であろう。」とまで予言されていた

はダークホースかも知れぬ』と言っていた」と講演し、

のである 3) 。

筆者らを励まして下さった。

戦後、ウィグナーは世界最高の原発研究開発センター

筆者が東北大学最初の原子力講座の研究計画書作成を

米オークリッジ研究所（ORNL）を主宰し、間もなく連

頼まれ「Ｔｈ金属製造」を勧めたのが最初の縁であった

れて行った若い高弟の Alvin Weinberg に所長を譲ったが、

が、１９５９年に米国で最初の「熔融塩炉開発の総合報

彼は師匠の夢を取り上げ「熔融塩増殖炉 MSBR の基礎開

告」 4) が公開されたのを読んで、強力な放射線照射下に

発に成功（１９５０－７６年）」したのである。しかも国

固体燃料を晒すのは不特策、このＴｈ熔融塩炉の方が合

家機関が「MSBR は、高速増殖炉より優れている。」と高

理的、と乾式金属精錬を将来目標としていた液体屋の筆

く評価したが、折からの核冷戦下で消されてしまった。

者も確信し、日本再生の鍵になるかと生涯目標に選んだ。
それを追って五十年になるが、この道を知る学者は非

原発開発史の主流は余りに「軍用（核兵器戦略）と表
裏一体」で展開されてきた。１９７６年、MSBR 計画を

常に尐ない。核兵器に向かないので「知って欲しくない」

潰された ORNL 所員の一人は「このような開発を受け入

と考えたのであろうか、核冷戦が強まった二、三十年前

れない社会には生きていたくない」との遺書を残して自

から、世界の原子力教科書から“Ｔｈ”そして“液体核

殺した。何故ワインバーグはもっと抵抗しなかったかと

燃料”は抹消され、現役の原子力専門家は全く基礎知識

言われるが、折からの不景気の中、政府に抗して「予算、

を持たないのである。

特に人員削減」されるのが最も辛かったのである。軽水

その前の１９５０から７５年頃には、それらは日本を

炉発明者の一人でもあるワインバーグは、２００６年１

含め世界中で熱心に研究されていた。オークリッジの熔

０月に亡くなられるまで『生きているうちに、ｍｉｎｉ

融塩炉開発停止の後を受けて我々が国際協力をえつつそ

ＦＵＪＩ[筆者らの提案する実験炉]が動くのを見届けた

れを改良し、既存路線からの円滑な移行策を含む“新Ｔ

いもの』と言いつつ、常に我々を励まして下さった。

ｈ原発構想”を提案し、最近ようやく国際的関心が高ま
ってきた（７．３節参照）。

3.4 原発産業の現状
人類が核エネルギーの平和利用を考え始めて６０年、

4.2 Ｔｈ利用技術の特徴（要約）
理解し易い様に、前もって最重要な特色を要約整理し

現在の主力原発(軽水炉)は当面よく使命を果たしている
が，６０年前当時の発電技術思想で原潜用を目指し実用

ておきたい：

化を急いだものである。わが国でも商業用原発が操業を

(Ａ)

Ｔｈ資源は普遍豊富で独占不可能である。

始めて３０余年になり、改良も進んだが一向に信頼感が

(Ｂ)

天然Ｔｈ２３２はＵ２３８と同等で、中性子添加

育っていない。これは先進欧米諸国でも同様で、現行の

で核分裂性物質Ｕ２３３になる“親物質”で、熱中性子

軽水炉には基本的欠陥があると感じざるをえない。

炉でも“増殖”が可能な位に増殖性能が優れている。

望まれているのに地球救救済の中核技術になれないが、

(Ｃ)

― 3 ―

Ｔｈ２３２はＵ２３８より質量数が６尐なく、高
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質量のＰｕなどの超Ｕ元素類は殆ど産れない。核拡散・
核廃棄物対策問題が大きく軽減できる。
(Ｄ)

Table １.

Thermal neutron cross-sections of natural

elements and practical separable isotopes (natural abundance

Ｕ２３３には、常に微量のＵ２３２(半減期７２年)

in %; cross-section in m barn)

が付随し、異例に強烈なガンマ線(２・６ＭｅＶ)を放出
するので監視検出が容易である。遮蔽には鉛で０・２５

Element

ｍ、コンクリートで１ｍの厚さを要し(軍用に不適)、固

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

体核燃料では製作・取り扱い上で必要な遮蔽と遠隔操作
が高価に付き実用困難となるから、液体核燃料が必要に
なる。
この様に魅力的なものである。以下でもう尐し丁寧に
解説しよう。
4.3 普遍的なＴｈ資源
Ｕに比べて極めて有利である。Ｔｈは、Ｐａ（プロト
アクチニウム）が放射性で天然に存在しないためにＵに
次ぐ重い元素だが、地殻中の存在比は３５番目３・５ｐ
ｐｍ(百万分の３・５)で、５３番目Ｕの０・９ｐｐｍに
比べて三、四倍多い。金より千倍豊かである。
海砂などとして世界中で多量に産出し、採取は容易で
ある。昔からインドが有名で海岸線の１/３位に３０万ト
ン以上あると言われる。その他ブラジル・オーストラリ
アなどが有名であるが、最近はトルコ・ベネズェラなど

8O
2
1H
6C
11
5B
2 He
4 Be
9F
83 Bi
10 Ne
7
3 Li
12 Mg
14 Si
82 Pb
15 P
40 Zr
13 Al
1H

Cross-section (m barn)
(0.0148%)
(80.0%)

(92.5%)
63
171
171
172
185
232
332.6

0.19
0.519 ( 1H 332.6)
3.53
5.5 (5B 767,000)
6.9
7.6
9.6
33.8
39.0
45.4 (3Li 70,500)
18.
350
37 Rb
19.
Ca
430
20
20.
530
16 S
21.
530
11 Na
22.
625
50 Sn
…
67.

17 Cl

33500

が世界一と言っている。現在の確認埋蔵量は１７５万ト
ンでＵと同等だが、遥かに豊富普遍的な資源でまだ良く
探査されていない。日本は例外的に持たないが、Ｕのよ
うな“独占・不売“は全く考えられない。

する質量数６の同位体は熱中性子吸収がひどいが、この
６と７の重量比が充分大きくて濃縮作業容易で、９９．
９９％濃縮でも６０円/ｇ以下で供給でき、非消耗品であ

4.4 理想の原子炉発電の仕組み
Ｔｈ核燃料による増殖発電システムを約十年の倍増速
度で巨大産業にせねばならないが、“Ｔｈ熔融塩技術”に

り実用に問題はない。この ７ ＬｉＦ-ＢｅＦ ２ の二元系熔
融塩は、発見した米オークリッジ研の人々が愛称をつけ、
Ｆｌｉｂｅ（フリーベ）と呼ばれている。

よって極めて「単純な核燃料サイクルシステム」が構築

5.2 単純かつ高性能の熔融塩
フリーベは圧倒的に熱中性子と反応しないのみでなく、

でき、“実現可能”なのを以下に示そう。

更に種々の優れた性能をもつ液体である。その理由は、

5．熔融塩燃料の利用

最も安定ししかも最も軽く小さい理想的イオンのみから

5.1 熔融塩とは
直観的には「常用の透明ガラスが融けたようなもの。
しかしサラサラした液体。」と考えたらよい。
まず溶媒用の塩であるが、出来るだけ「熱中性子と核
反応し難い」のが最優先条件になる（第四節第二項参照）。
それは、次の Table 1 から探せば良い。
塩素は中性子との反応が強く塩化物塩は適切でないが、
フッ素が７番目の優れた位置にあり「フッ化物塩」を選
ぶ。しかもフッ素は酸素と並び「最も化学的に安定な化
合物」を作るのも幸運である。
その相手方の「酸（金属イオン）成分」は表で６番目
のベリリウムＢｅと１０番目の ７ Ｌｉ（リチウム７）を
利用できる。この両者のフッ化物塩を混合させると、融

成るからである。それでイオン数密度は最高になり、比
熱最大の液体となる（水と同程度だが、水と違いこれは
高温でも常圧である）。
高温でイオンの熱運動が激しくなり乱雑に踊る「イオ
ン液体」になったのが熔融塩だから、壊れる構造を持た
ず中性子などによる「照射損傷は皆無」である。イオン
間の静電引力が大きく、蒸気圧は低い。イオンのもつ電
子は安定だから透明となり、電導性もイオンの移動によ
るだけで低くなる。ばらばらのイオンだから低粘性で、
安定した電子は化学的不活性・安定性を齎す。しかも最
も化学陽性の強い元素と最も化学陰性の強い元素との組
合せだから最高度に化学的安定な化合物となり、水分除
去に注意すれば腐食性が十分低くなる。

点が４００℃前後の非常に扱い易い「溶媒熔融塩」が完

5.3 フリーベから作られた熔融塩核燃料
このフリーベにＵ・Ｔｈ・Ｐｕなど核反応物質のフッ

成する。
天然Ｌｉ中にＬｉ7 が９２．５％あり、７．５％存在

化物を溶解して熔融塩核燃料とする。その優れた性質概
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要を Fig.2 に示した。

和男

四年間(１９６５－６９)無事故で運転し、基本的技術を
完成させた ５） のである。「二十世紀最高の工学業績」と
評価すべきと思う。この特長は、今後の熔融塩炉開発改

(solvent: Flibe)
(main solutes)
Fuel-salt: 7LiF – BeF 2 – ThF 4 –( 233UF4 – 239PuF 3)
[mole %] [72-74]–[15-18]– [13-9] – [0.2-0.8]
★ Weak nuclear chemical reaction of solvent *
very small thermal neutron cross-section
★ Idealistic ionic liquid with stable ions
no radiation damage *
large heat-capacity & high fluidity * , **
no high melting-point (480-530℃) ** ,***
transparent, ambient pressure ** , ***
chemical inert, low aqueous solubility **
good compatibility with structural materials** , ***
Ni-Mo-Cr alloys, graphite (no wetting)
high flexible solubility of several ions ***
nuclear reaction materials (actinides)
nuclear fission/spallation products
easy prediction of physico-chemical Behavior ***
no-solubility of Xe/Kr and easily isolated* , ***
easy reactor operation improving performance
few radioactivity release in accident
★ Solidification as a stable glass ***
few dissipation of radioactivity
easy on maintenance/repair/dismantling
--------------------------------------Triple-functional medium :
For * NUCLER-ENGINEERING,
** HEAT-TRANSFER,
*** CHEMICAL-ENGINEERING purposes.

良作業でも優れた効果が期待でき、極めて貴重である。
以上から、「液体一相で核反応・熱輸送・化学処理媒体
の全機能を発揮」の意味が判るであろう。超高度で複雑
な諸機能が一液相で果せてこそ、「原子炉構造が単純化」
され、「理想原発」が正夢になる。
ただし逆説的には、最高の僻地の小グループのみで成
功し、事故がないからニュースになること尐なく、社会
に知られず理解が進まなかったのが、最大の“不運、欠
点損失！”だったと痛感させられる。

Fig. 2 Characteristics of Flibe-based fuel-salt
最もイオン性の高い元素群からなる核反応物質や主要
な核分裂生成物（これらは微量）のイオンが加わってき
Fig.3

ても、安定なイオン液体という本性は崩れない。それら

from 1965-69 at Oak Ridge National Laboratory, USA

の溶解度は充分高いから、照射損傷が皆無の最良の「核
反応媒体」となる。

6．巨大Ｔｈ核燃料増殖サイクルの構築

「熱輸送媒体」としても、最高の熱容量で常圧・低粘
性液体だから最適である。さらに「化学処理媒体」とし

6.1 革新的原発体系を目指して
現存の原発産業の諸難問を解決しつつこの「革新的原

て優れるのは次の理由からである。フリーベは液体構造
化学的(イオン半径比・電荷比など)にはマグネシウム珪
酸塩と同等な物質系で、地球マグマないし製鉄スラグと
類似である（しかし電荷が半分で低融点）。従って種々の
イオンを良く溶かし、化学処理操作用に最適なのは当然
である。この燃料塩は水の十倍位の粘性で十分に流動的
であるが、凝固すれば安定なガラス状になり、放射能飛
散防止にも最適である。
尐し学問的な表現をすると、この物質系は本質的に「古
典的静電相互作用主体のイオン液体」であり、古典論的
電気化学理論で見事に物理化学的諸挙動が予測できる。
これは大変な長所で、ほとんどの技術開発で試行錯誤的
手法に頼らず、信じられない僅かな資金と人員で全基礎
技術開発に成功した。
燃料塩の電気化学的基礎デターを整えつつ開発を進め、
僅 かの 人数 (直 接要員 ２３ ０名 )と 経費 で初代 実験 炉 (Ｍ
ＳＲＥ：Molten-Salt Reactor Experiment、Fig.3 参照)を約

Molten-Salt Reactor Experiment (MSRE) operated

発体系」への円滑な移行と世界展開を、低コスト・短期
に“実行可能”な戦略が必須となる。その為，絶対視さ
れてきた“過去の諸原則”を次の様に改める：
固体核燃料を液体に替え，構造・運転の単純化，安

(I)

全性・経済性の改良を計る。
(II)

Ｕ-ＰｕからＴｈ利用サイクルに換え，Ｐｕを有効

利用しつつ消滅させ，核廃棄物減尐・核拡散防止に貢献
させる。
(III)

増殖発電炉方式は止め、増殖と発電は分割する。

約十年の倍増時間での世界展開[Fig.１－(Ｄ)参照]には、
核燃料増殖施設と発電炉を分離した上での組合せ (共生
系)により高性能の燃料増殖サイクルを構築する他ない。
こ の 新 構 想 を 「Ｔ ｈ 熔 融塩 核 エ ネ ル ギ ー 協働 シ ステ
ム：ＴＨＯＲＩＭＳ-ＮＥＳ（Thorium Molten-Salt Nuclear
Energy Synergetics）」と名付けた。詳細は、章末【参考文
献】およびその引用文献を参照願いたい。
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―核拡散のない液体燃料トリウム熔融塩炉―

最近の標準教科書は「Ｔｈ」「液体核燃料」さえ論じず

ット物質の「照射損傷」および「巨大局所発熱」処理が

「欠陥品」であったが、「増殖（核分裂性物質の再生増

大問題である。しかし、すでに「熔融塩」であれば問題

産）」の検討も実はズサンであった。これでは、社会から

ない事を知っている。即ち両者を兼ねるフリーベ系熔融

敬遠されて当然である。

塩で十分に対処できる。なお核分裂炉とは本性が非常に

「核分裂現象」はエネルギー生産用には抜群だが、増
殖に必要な“発生中性子”数は不足気味なのである。従

違うと思われようが、意外に類似単純で核分裂熔融塩炉
の炉化学技術が有効に利用できる。

って「ナトリウム冷却高速増殖炉」でも燃料倍増時間は

こうして１９８０年に我々が発明したのが「加速器熔

精々３０年、「ＭＳＢＲ」でも精々２０年であり、１０年

融塩増殖施設(ＡＭＳＢ)」である。Fig.4 に概念図を示し

の産業倍増には５-７年の炉設計性能が必要となる。従っ

たが、本体は直径約４ｍで深さ７ｍ位の熔融塩タンクで

て理想とされる「増殖発電炉」概念は、虚構に近い。

ある。Ｔｈ濃度を高めたフリーベ系熔融塩が、ターゲッ
ト・ブランケット兼用で使用される。しかも、初期の原

6.2 加速器熔融塩増殖施設(ＡＭＳＢ)による新増殖
サイクル
新体系構築には、発生中性子が豊富な「ＤＴ核融合反
応」または「核スポレーション反応」を利用すべきであ

発核燃料には世界中に残存し処理に窮しているＰｕを利
用するので、それを使い終える３０年後までに実用化す
れば良く、じっくりと無理ない経済的な開発が可能であ
る。

る。しかし、前者はまだ基礎の量子電磁気理論も整わず、
実用化の道は遠い。その点、後者の物理原理は単純で実
用化は投資次第であり、これを利用するのが我々の構想

6.3 ＦＵＪＩ系自給自足型小型熔融塩発電炉
6.4.1：基本構造：上述のような考えで、単一熔融塩利

である。この「新核エネルギー工学」の基礎は、序論的

用の黒鉛減速熱中性子炉である新しい熔融塩発電炉“Ｆ

であるが｢核エネルギー協働システム概論｣（１９８６）

ＵＪＩ”の基本設計概念が、１９８５年に確立された。

が唯一の教科書 ６） であろう。是非、参照願いたい。

その後種々の改良が加えられているが、その概要を示そ

それを熔融塩原発群と連携させるために、全体系を最

う １、７，８）。ＦＵＪＩ炉の概略図は、Fig.5 と Fig.6 に示す。

も単純な「フリーベ系熔融塩核燃料一液相のみ」が循環
する増殖サイクルで完成させるのが、我々の構想“ＴＨ
ＯＲＩＭＳ-ＮＥＳ”である。
不二 FUJI
小型熔融塩炉本体
SMALL MOLTEN-SALT
REACTOR VESSEL

「核スポレーション反応」を利用して増殖施設をつく
るが、これは約１ＧｅＶ（１０億電子ボルト）に加速し

REFLECTOR
黒鉛反射体

た陽子（水素の原子核）を重い原子核に衝突させて多量
の中性子が発生するのを利用する。したがって陽子加速

炉寸法（径×高）
DIMENSION
DIAMETER X HIGH
5.4m X 4.0m

のみが問題であるが、すでに三、四桁上のエネルギーま

CONTROL
RODS
制御棒
OUTLET
燃料塩出口

CORE
炉心

GRAPHITE
MODERATOR
黒鉛減速材

で成功している。ただし工学利用には陽子電流量の増大
が必要だが、現在数ｍＡ位なのを百ｍＡにするのは投資

ミニ不二
miniFUJI
PILOT-PLANT

INLET
燃料塩入口
炉寸法（径×高）
DIMENSION
DIAMETER X HIGH
1.8m X 2.1m

次第であろう。
次は、そのターゲット物質と、発生中性子を吸収して

炉心黒鉛棒
CORE GRAPHITE ROD
DIAMETER = 32cm

核分裂性物質（ＴｈよりＵ２３３）を生産するブランケ

Fig. 5. Cross-section View of FUJI & miniFUJI Reactor
Vessels.

[Left] Standard FUJI reactor vessel model (5.4m

diameter x 4m height x 150 MWe). Inner part is 90%
graphite with fuel salts flowing in an upward cycle through
remainder of space at 1m/sec. [Right] miniFUJI reactor
vessel model (1.8m diameter x 2.1m height x 7 MWe).
ＦＵＪＩは、発電規模が柔軟に選ばれ多数の試設計が
行われている。初期には比較的小型１５－２０万ｋＷが
選ばれた。
原子炉容器は、溶接密封された常圧単純タンクで、裸
の黒鉛が内部空間の９０％を占め、その隙間を熔融塩が
上方へ流れ(流速１ｍ/秒以下)、開閉不要である。炉の余
剰反応度は極めて僅かで自己制御性･負荷追随性も充分
Fig.４ Schematic figure of Single-Fluid Molten-Salt Target/

である。補助制御用には黒鉛棒の減速制御を利用するか

Blanket system in Accelerator Molten-Salt Breeder (AMSB).

ら中性子損失はないに等しい。燃料塩の循環する一次系
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とんどないのは実に貴重である。
6.4.3：冷却材塩：実験炉ＭＳＲＥでは純フリーベが使
われたが、高価なので別の熔融塩が選ばれている。
6.4.4：容器金属材料と耐食性：オークリッジ研で優れ
たＮｉ－Ｍｏ－Ｃｒ合金が開発された。Ｃｒ成分が比較
的尐なくて加工溶接性に優れ、耐熱度はすでに９５０℃
以上ある。腐食現象については詳細膨大な研究があり、
炉内の塩を適切な酸化還元電位に保てば腐食の心配はな
い。炉内には全く金属材料は置かれず、薄肉の燃料被覆
管などはない。装荷前の塩の脱水に配慮すれば十分であ
ることが実験炉四年間の運転で実証されている。
6.4.5：減速材黒鉛：黒鉛は融点が４０００度、高熱伝
導度の優れた高温材料で、フッ化物熔融塩と反応せず裸
でよい。しかし、燃料塩の細孔浸入を防ぐため、孔径が
Fig. 6.

１ミクロン以下の良質な等方性黒鉛を使用する。照射損

General view of FUJI Molten-Salt power reactor.

傷による寸法変化の尐ないものが必要だが、米・仏など
は、熔融塩の融点５００度以上に保たれた高温格納室内

で充分なものが作られている。改善がさらに進めば発電

に納め(Fig.6 参照)、炉体や機器は加熱保温遮蔽不要で裸

コスト低減に極めて効果的で、重要開発課題である。

同然の単純構造となる。点検修理は全て遠隔で行なわれ
る。

6.4.6：二次冷却材塩系と発電装置系：常圧高温の塩ル
ープと水蒸気発生器の組合せは、Ｎａ冷却高速炉に類似

弱い中性子束と高い黒鉛体積比によってより高い燃料

しその機器開発の経験が大いに活かせる。しかもここで

転換比を確保させ、炉心黒鉛は置き換え不要となる。こ

は化学活性や熱衝撃性が大きく軽減され、Ｎｉ合金使用

の単純化のみでなく、オークリッジ研「熔融塩増殖炉」

なので水腐食対策も容易で、Ｎａ炉よりも高温高効率の

で最大の難問‖燃料塩の連続化学処理‖も不要である。し

発電が可能である。

かし放射性クリプトン･キセノン・トリチウムは、転換比

6.4.7：炉化学的管理：簡潔な紹介はできないが、実験

の改善および事故時にそれらの外部放出を防ぐ目的で、

炉ＭＳＲＥの四年間の無事故運転で、ＦＵＪＩでの十年

常時取り除かれる。その結果、小型炉でも核燃料「自給

分相当の核燃料燃焼を実現終了し、詳細な機能解明と完

自足型」となり、Ｐｕ生産は微量で、例えばＦＵＪＩ -

全な管理法が実証されたのを指摘しておきたい。

Ｕ３（Ｕ２３３で稼動される炉）の場合、炉最終期にわ
ずか１．６ｋｇで軽水炉の０．２％に過ぎない。

6.4.8：運転・保守管理・修理 ：炉構造が単純な他に、
燃料塩が付着しても安定したガラス状に固化して放射性

Ｔｈ消費は約４００g/日にすぎず、１．６トン準備さ

物質のエアロゾル放散が尐ないのは大きな利点である。

れた核分裂性物質量で三十年の運転が可能であり、運転

修理は遠隔操作（ロボット技術）となるが、放射性機器

後には次代原子炉でまた使われる。

体系では当然の要請で、構造が「単純」なのでそれを有

出口温度約７００℃の燃料塩の熱は中間熱交換器で二

効に先取りできる。日本のロボット技術活躍の場である。

次系冷却材塩に移し、それで超超臨界水蒸気発電を行う。

固体燃料炉では設計時に臨界集合体の高価な炉心模擬

電力変換効率は軽水炉の３３%から４４%（さらに改良

実験が必要だが、それが一切不要となる。最初の運転開

可能）と高まり、廃棄熱量も発電量の２００％から１２

始時に、徐々に核燃料を添加すればよいからである。

５％へと半減する。特殊なニッケル系耐熱材料で作られ、

6.4.9：炉寿命終了後の燃料塩処理など：炉の寿命を終

将来出口温度１０００℃も余り困難はなく、工業熱供給

えた後、燃料塩は輸送タンクで「地域センター」に運ん

や水素製造などへの利用に極めて有望である。

で処理する。炉容器は配管を切断後、同様に処理する。

塩が洩れれば燃料が無くなり炉は自動的に停まる。塩

他の一次系機材などがどの程度再利用可能かは、今後の

は５００℃以下で安定なガラス固化体になり決定的に安

経験に待つ（次項の解説参照）。炉建屋構造体は三世代、

全で、重大事故は原理的に考えられない。

約百年使用するものと考えて設計する事になるであろう。

液体核燃料が固体と異なり炉心外を循環するのを嫌が

6.4.10：核廃棄物処理：超Ｕ元素がほとんど生まれな

る人が居るが、これも三重格納（炉容器配管・高温格納

いので、「高レベル放射性廃棄物」の量を激減できる。ま

室・炉格納建屋）である。しかも固体の様な脆弱な被覆

た炉寿命の間、燃料体や黒鉛の取替作業が無く運転保守

管などは含まれない。さらに、
“それで「炉心熔融重大事

作業が尐ないので、派生する「低レベル放射性廃棄物の

故」の心配がなくなる”という決定的利点を持つ。

量」も激減できる。低照射部の炉内黒鉛は、表面を０．

6.4.2：燃料塩：基本成分は、フリーベにＴｈその他の
核物質のフツ化物塩をくわえた熔融塩であり、核分裂性

１ミリメートル削れば再利用可能である。Ｎｉ合金も、
一、二年冷却すれば再熔解して使用できるであろう。

物質は１重量％位の微量である。残された開発課題がほ

― 7 ―

放射性元素で短寿命のものは燃料サイクル循環中に壊

東海大学紀要工学部
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TECHNICAL PROBLEMS
Resource
Environmental Acceptability
• Fossil fuel

ACHIEVEMENTS

U: Localized, monopolized

THORIMS-NES
Thermal pollution
Acid rain
Greenhouse effect
Trans-U [Pu, Am, Cm]
Kr, Xe, T release
Low-level waste (by maintenance)

(low) High thermal efficiency
no NOx, SOx
no CO2, CH4
Negligible production
Always isolated from core
Minimized by few maintenance

Military diversion
Plutonium (weak gamma)
Safeguard difficulty

No Pu-production, Pu-burnable
233U (high gamma from 232U)
Easy safeguard

Chemical: reactive
Mechanical: failure
Nuclear: excess reactivity
[SOLID-FUEL ASSEMBLY]
Complex: configuration, operation,
Transport, reprocessing
Core-melt, re-criticality

Chemical inert, no explosion
Low pressure, low flow
Very low, fuel self-sustain
[LIQUID FUEL]
All simpler & fewer
(Fuel: no radiation damage)
NO SEVERE ACCIDENT

Breeding Fuel-Cycle

Completion: difficulty
Doubling time: too long

Simple: Molten-Salt Fuel Cycle
Short: 5 – 10 years by AMSB

Social Acceptability

Siting: difficulty
Large: power size

Easy: near to utility
Smaller: size flexible

Power-Station

Process-heat: not easy

Easy: industrial, district heat

Economy

Safety, nuclear proliferation ,radio-waste

Large improvement

• Radio-Waste Management

Nuclear Proliferation &
Terrorism

Safety
• Fundamental

• Engineering

NEW FISSION TECHNOLOGY

Th: Non-localized, popular

232Th

+n 

233U

Principle [I]

Th - 233U
CYCLE

Principle [II]

MOLTENFLUORIDE
FUEL
Triple functional:
• nuclear reaction
• heat transfer
• chemical processing

Principle [III]

SEPARATION of
BREEDING &
POWER GENERATION

Fig. 7 Global Energy/Environment Problems and Achievable Solutions by THORIMS -NES [Thorium Molten-Salt Nuclear
Energy Synergetics]
壊変がすすみ消滅し、長寿命のものは次第に核変換させ

初期燃料には、低濃縮Ｕでもよいが、既存の使用済み

られる可能性を持っている。なお、この変換消滅作業に

固体核燃料からＰｕ含有燃料塩を製造して使用する。そ

は熔融塩は最適の媒体で、原発「終焉期」における余剰

れには仏に始まり旧ソ連がチェコ・仏の協力でほぼ完成

核燃料(すなわち中性子)を積極的に利用始末するのに、

させたフッ化熔融塩法を利用する。これで「世界的難題

この体系自体が有効に利用できるのである。

の使用済み核燃料処理問題」が経済的に解消できる。
Ｕ２３３生産用のＡＭＳＢ開発は急ぐ必要なく、Ｐｕ

7．Ｔｈ熔融塩核エネルギー協働システム

が使われてしまう２５－３０年後までに実用化すれば良
い。これは世界に２、３０箇所用意された「地域センタ

7.1 その主要な特色
これは最も大切な事項で詳細に論じたいが紙面がなく、

ー」に集中整備される。

総括図 Fig.７で代えさせて頂く。しかし内容は、今まで

7.3 国内外の支持協力
４節以下で述べたように、戦中戦後に Wigner および

の解説から理解して頂けるであろう。

Weinberg の指導でオークリッジ研究所において「熔融塩
7.2 開発戦略
すでに標準的小型原発ＦＵＪＩの概念設計を終えてい

炉」の基盤開発が、諸国の液体核燃料炉研究

2)

中で殆ど

唯一圧倒的に成功したが、１９６７年に政治的に予算が

るが，完成にはまず“ｍｉｎｉＦＵＪＩ”
：７千ｋＷ発電

打ち切られた。「加速器増殖」の方も、カナダのチョーク

の pilot-plant を建設運転すべきである。これにより，米

リバー研究所が W.B. Lewis の指導下で物理学的基盤つく

国実験炉ＭＳＲＥ（Fig.3）で整えられた優れた技術基盤

りを完了させたが、１９８０年頃に予算を打ち切られた。

を復活させる。より単純化した技術復活だから開發リス

共に国家計画ではなく、彼ら先覚者の才覚に拠るのは印

クは小さく，経費はわずかでよい。国際共同により約７

象深い。

年後に運転開始できよう。

それらの成果の実用化を進めたのが、我々の核燃料増

続いて，開始１２年後にはＦＵＪＩを完成させる。こ

殖施設ＡＭＳＢ(１９８０年)および熔融塩原発ＦＵＪＩ

れには同じ高温融体炉である「Ｎａ冷却高速炉」技術が

(１９８５年)による「Ｔｈ熔融塩核エネルギー協働シス

大いに流用できる。詳細な開発戦略ロードマップを国内

テム構想」提案である。その後、華やかではないが国内

外１７名の同志共著で発表 ９） した。

外の研究者の真摯な協力および諸国の有力な指導者たち
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古川

和男

の支援推奨を受けつつ発展してきた。

尐し補足すると、国内では、１９８１年に茅誠司・西

その経過の一部は Table 2 から読み取って頂きたい。

堀栄三郎･伏見康治・斉藤信房・武田栄一・西川正治・山
本寛その他の諸先生の「トリウム学術委員会」、自民党超
派閥百名の議員懇話会、経団連や土光敏夫氏の尽力をえ

Table 2 Brief history of Molten-Salt Reactor(MSR)

たが、時期尚早であった。

development mostly relating with K. FURUKAWA(KF)

仏電力庁からは、高速増殖炉完成直後に｢二号機を作れ
Oak Ridge Nat. Lab.:MSR-Program [ MS Br e e de r R e a c.
(MSBR) devel . ]
1965-69: Expmtl-Reac. :MSRE operation ( t o t a l : 2 6, 0 76 hr s, no ac c id e nt )
1968-80 USA: Molten-Salt Group (E BAS CO, etc.: Reicle, deBoisblanc)

ば国家経済破産。熔融塩炉の共同研究を！｣と招待された

1947—76

が、１９９８年の増殖炉廃棄決定よりも１０年先行して
おり妨害された。

approached to JAPAN for MSBR develop.(Kamei, Nishibori, KF)
1972-83 EdF [ E l e c . d e F r a n c e ] - C E A M S B R p r o g r a m ( B i e n v e n u , L e c o c q )
a p p r o a c he d t o K F f r o m 1 9 8 1
1980 KF etc. invented AMSB (Accelerator Molten-Salt Breeder)
for U233 production by Spallation.

旧ソ連から１９８３年に共同開発提案をうけ、その後
ロシア・ベラルーシ・チェコ・トルコなどから多大の研
究協力をえた。１９９５年、ロシア最高の核開発機関技

1981 JapanAcad.Ass .‖Th-Ene.Research‖(Prof.Kaya,Husimi,Nishibori,Saito,KFetc.)
1981 Parliament Group for Th Energy in Japanese Govern. Politi. Party(100 members)
1982.5. The 1 st MSR Meeting at EUCHEM-Conf., La Gaillarde, France
1982
USSR Journal "Atomic Energy in Abroad" translat . the KF paper of AMSB.
1 9 8 3 . 6 US SR -Kurc hatov I ns t. （ KI ） ( D i r e c . Ac a d . A l e x a n d r o v,
D r. N o v i k o v) p r o p o s e d M S R - C o o p . D e v e l . t o K F.
1985.8. KF etc. : invented the fuel-self-sustainable simple small MSR : FUJI
1986.3 USSR-KI decided MSR Construc.(leader:Dr.Legasov) just before Chernobylaccident of 1986[1988.3: Dr. Legasov died & stopped MSR project]
1987.11 E dF decided ―no SUPERPHENIX-No.2 (Na-FBR)‖: (President Bergougnoux)
and invited KF for the Th-MSR examination
1988.11 ORNL(Direc.Trivelpiece) proposed to KF the coop. on MSR with USSR..
1988.12 KF prepared “T HORIMS -NE S ( T h o r i u m M o l t e n - s a l t N u c l e a r
E n e r g y S y n e r g e t i c s ) R e p o r t ” at Clamart Inst., Paris, EdF ,
1990.5 USSR-KI (Direc.Velikhov) proposed to KF the coop. on MSR devel. again.
1991.7 USSR-ITEP:Inst.Theo.Exp.Phys.(Direc.Chuvilo)invited KF coop.on AMSB-study
and Sosny Sci. Centre(Direc. Chigrinov), Minsk, Belarus, too.
1992.6 US President Bush’s Advisor.Sci. &Tech. (Dr.Allan Bromley)
encouraged KF on Th-MSR devel. with. AMSB & FUJI

術物理研究所[シベリア西端]からｍｉｎｉＦＵＪＩの共
同建設が提案され、日･米･露三国共同会議を持ち所内に
建設予定地も内定している(露政府も承認)。
米国とは１９７４年頃より熔融塩炉共同研究を始め、
オークリッジ研の歴代所長や研究者から多大の協力をえ
た。１９９２年には大統領科学技術補佐官 Allan Bromley
から、１９９７年には次の補佐官 John Gibbons より強い
理解と激励をえた。第四世代炉国際フォーラムが選んだ
六炉型中に熔融塩炉も入っている。ローレンスリバモア
研も協力的で,最高指導者 Edward Teller(直後に死去)らが
支持論説を発表した(２００５年)１０）。
１９９７年、国際専門家会議 (日･米･露･べラルーシ･

1995.6 Russian Fed. Inst.Technical Physics(ITP), Snezhinsk .
(Direc. Academician E. Avrorin, Deputy Sci. Direc, V. Simonenko),
proposed the coop. devel. of miniFUJI . accepted by KF
1997.4 “Intl Conf. MSR Develop.” at RAND,USA by24 MSR specialists: Japan(5),
USA(5), Russia(4), Belarus(2),India, France,Turkey,Czech & IAEA:
support ―FUJI Devel.Prog“
1997.7 Japan･USA･Russia Trilat. Coop. MSR-Dev Meeting, Snezhinsk
decided tentative miniFUJI-site inside of ITP, Snezhinsk, Russia.
1997.8 US President Clinton Advisor Sci.&Tech. (Dr.J.Gibbons) promised
to KF: Japan,USA,Russia Trilat.Coop.MSR-Dev.&Coop.withORNL:no problem.
1998.2 Academ.Avrorin, ITP visited Japan;Russian Government approved MSR plan.
1999.12 Three Agency Study (OECD/IEA, /NEA, IAEA) [TAS] started on
Intl. Devel. of 12 Nuclear Power Stations, including FUJI.
2001.8 pub.Book: ―Revolution in Nuclear Power-Plants‖ (Japanese) by KF.
2002.10. [TAS] Report pub.:‖Innovative Nucl. Reac. Devel-Opportu. Int. Coop.‖
2003.10 Parliam. Group of Govern. Party invited KF on Th-energy policy.
2004.5. IAEA ―Status-Rep. Innov. Small & Medium Sized Reactor Design‖
(2004.10. our 3 rd draft of FUJI was sent to IAEA). pub.2007.1(see below)

仏･印･チェコ・トルコ及び IAEA より２４名参加)で我々

2004.9 Czech & Slovakia Visit:Praha,Rez NRI;Pilzen SKODA;Brno;SlovakiaConf..
2005.8 Comprehen.Rep.‖New Prim.Energy.by Th MSRTech.‖ Elec.Chem .73(2005)552
2005.9 R.Moir & Ed.Teller (his final paper): ‖Th Underground Power pl. based MS
Tech.‖ Nucl.Tech.151 (2005) 334. supporting FUJI concept.
2006.2 GIF-MSR Steer.Comm.Meeting, at OECD, Paris (observer: KF)
2006.6 ―Nuclear Non-Prolif.‖KF award. Prize of Excellence from Nobel
Peace Prize Winner Eisaku Sato (the former Japan.Prime Min.) Foundation.‖
2006.9 SKODA-JS (Pres. M.Fiala) invited KF to the 50 years anniversary
2007.1. IAEA-TECDOC-1536:―Status on Small Reactors without On-site
Refuelling‖ published including ―FUJI concept‖ .(p.821-856)
2007. ICENES2007 (13 th Int.Conf.EmergingNucl.Ene.Systems:June,2007,Istanbul)
“ Road Map Realiz. Global-scale Th Breed. Fuel-Cycle by Single Molt.-Fluoride Flow”,
by 17 coauthors incl. 8 foreigners.[“ Ene.Conv.Manag .”49(2008)p.1832-1845.]
2008.6. 21 st Int.Conf.ECOS 2008, Poland: Prof. Erbay(Turkey) et al.: our 2 Papers.
2008.10. Joint Int.Conf.on MS:MS08, Kobe,Japan: presented. Discuss with Indians.
2008.10. Formal NPO: ITHMSF(Int. Thorium Molten-Salt Forum)
was established.
2009.4. Adv.Nucl. Fuel Manag.(ANFM IV), Th-fuel Sec. South Carolina, USA: invited
2009.4. Visited Venezuela by invitation. Discuss. with USA colleagues at LosAngeles

支援をえて形を整え改善されたものである。その中で、

2009.6. Visited Czech/Russia for prelim.Discuss.on―Th-MSR Dev.: Business Plan ‖.
2009.7. Proposed ―Th-MSR Design-Trust &Technol. Succession‖,Th Engineer. Ltd.

の構想は全面的賛同をえた。ＯＥＣＤ（ＩＥＡとＮＥＡ）
とＩＡＥＡの三機関から国際共同開発に推薦された。そ
の他ブラジル・中国･インドネシア・韓国・オーストラリ
ア・ベネズエラ・イラン・台湾などが、最近は北欧諸国
も急速に関心を高めている。２００１年８月に「『原発』
革命」(文春新書)を出版し、理解は社会に拡がり始めた。
難問の「核廃棄物」「核拡散」対策としても最良で、佐藤
栄作賞を受賞(２００６年)した。最近の国際情勢混迷の
なかで諸国の「Ｔｈ」への関心はようやく高まりつつあ
り、今こそ日本が率先して行動すべき好機である。
この計画は、国内外の多数の方から計り知れない協力
最も重要な「１９８３－９６年」の期間は、東海大学「開
発技術研究所」で完全に自由に、しかも国内外の一流研
究者達との積極的研究協力を実施遂行出来たのは、図り
知れない幸運であり、それなしにはこの業績は完成出来
なかったであろう。なお、これに対する本格的な直接研
究費はえられなかった。しかしそれ故に、(技術基盤があ
ったからであるが)自由大胆に「新構想」を構築できたと
考える。
敬称抜きで「上記以外」の国内の特に重要な方々を示
すと、日米関係を深めて下さった亀井貫一郎、さらに井
深太、向坊隆、唐津一、能村龍太郎、津田久、草柳大蔵、
西垣昭、石野俊夫、渡辺信淳、松前達郎、藤永太一郎、
石谷清幹等々の諸先生が居られる。研究面では百名以上
を挙げねばならないが、残念ながら現在の主要共同研究
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エネルギー技術革新を求めて５０年

―核拡散のない液体燃料トリウム熔融塩炉―

者のみに留めると、国内では加藤義夫、三田地紘史、吉

書を是非ご覧になって頂きたい。訳書 １ １ ) は絶版になっ

岡律夫、島津洋一郎、山口作太郎、古橋晃、佐藤譲、沼

ているが、大きい図書館にはある。彼の思いは、原発賛

田博雄、内藤俶孝、伊藤靖彦、大道敏彦、荒河一渡、野

成・反対の次元を超えて全ての読者に感銘を与えた。今

口幸三を銘記したい。海外関係でも、米・仏・ソ連（露）・

こそ、改めて「全人類」に読んで頂くべきと多くの人も

ベラルース・チェコ・印・カナダ・英・トルコ・ブラジ

言及している。我々のこの「新原発提案」は、彼の期待

ル・ベネズエラ・韓・中国その他約五十名を上げねばな

に答えようとするものであると信じたい。

ら な い が 、 現 在 緊密 な 主要 研 究 者 の み を 示す と A・

謝辞

Lecocq(フランス), R・Moir(アメリカ), J・P・Pleasant(ア
メリカ), V・A・Simonenco(ロシア), H・Kiyavitskaya(ベラ
ルーシ), D・D・Sood(インド), L・B・Erbay（トルコ）, M・

本研究を遂行するに当たり、国内外の先輩・同輩・後

Hron，I・Peka（チェコ），C・Urban(ブラジル), E・D・

輩より計り知れない協力をえた。その一部は 7.3 節に示

Greaves(ベネズエラ)等。

したが、特に最重要期 1983-96 年間における本学松前達

故人となられた方々は傍線で示したが、その他余りに
多数で感無量である。心から謝意を表させて頂きたい。

郎理事長の深いご理解ご支援なしには実行不可能であっ
た。心から謝意を表したい。
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問題のみでなく核拡散防止策の手詰まりを大きく改善し
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でき、全構想に対するものも必要資金と期間も２、３兆
円程度と２-３０年で済むのは確かで、国際的には微々た
るものである。最盛期には総計一千ないし一万兆（京）
円規模の世界に誇り益する産業が創生されよう。
資源･国土の乏しい日本の「物作り」産業再生のために
も国際開発を開始しようではないか。国家の支援も必要
だが、強い技術確信と高い道義心善意の下での民間国際
協力こそが、その産業の成功と世界展開を約束するであ
ろう。積極的な国民的検討討議の発足を望みたい。そし
て心ある企業家の奮起を期待する。我々としてもこの原

融塩核エネルギー協働システム，｢エネルギー・資源｣
誌、１７(1996)332～338．
(８) 古川和男,加藤義夫：理想的な核エネルギー利用体
系―トリウム熔融塩核エネルギー協働システム ,日
本物理学会誌、57(2002)467【交流】
(９) K. Furukawa, K. Arakawa, L.B. Erbay, Y. Ito, Y. Katoh.
Kiyavitskaya, A. Lecocq, K. Mitachi, R. Moir, H.
Numata, J. P. Pleasant, Y. Sato, Y. Shimazu, V.
A.Simonenco, D. D. Sood, C. Urban, R. Yoshioka: A
Road Map for the Realiz. of Global-scale Thorium
Breeding Fuel Cycle by Single Molten-Fluoride Flow,
Energy Conversion & Manag. 49(2008)1832【総合報
告】
(１０) R. Moir, E. Teller: Thorium fueled underground
power plant based on molten salt technology, Nucl.

発商用化のために、エンジニアリング会社の設立を準備

Tech., 151(Sept 2005)334.

しつつある。
なお、原発に対する社会の信頼性は、特に１９８６年

(１１) リリエンソール著「岐路に立つ原子力」(訳、古

の Chernobyl 事故以後に大きく揺らいでいる。この「社
会と原子力平和利用の関わり」については、原発を最初
に社会に持ちこんだ責任者 D. Lilienthal(ニューディール
TVA 計画を成功させた後に、初代米原子力委員長)の遺言
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Energy: A New Start‖ Harper $ Row(1980)]

