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2. 2 FBRサイクル実用化戦略調査研究における水冷却炉の検討・評価

2. 2. 2 フェーズ H中間評価

InvestigationlEvaluation ofWater Cooled Fast Reactor in the Feasibility Study on Commercialized Fast 

Reactor Cyc¥e Systems 

-lntermediate Evaluation of Phase-lI Study -

小竹庄司、西川覚

Syoji KOTAKE andAkira NISHIKAWA 

核燃料サイクル開発機構

Japan Nuclear Cyc¥e Development Institute 

(1)はじめに

核燃料サイクル開発機構(JNC)は、電気事業者、電中研、原研の参画を得てオールジャパン体

制のもと、 rFBRサイクル実用化戦略調査研究jを実施している。 [2.2斗実用化戦略調査研究の経

緯とその開発目標を図 2.2・7に示す。

2001年度から 5カ年の計画で、フェーズHを実施中であるが、 3年目となる 2003年度を一つの

区切りとして中間評価を行った。

フェーズEでは、フェーズ Iで抽出した実用化候補概念についての設計研究を深めるとともに、

成立性のキーポイントとなる要素技術開発を実施している。これらの結果を基に FBRサイクル

としての総合的な評価を実施した上で、有望な実用化概念の明確化を図る。また、実用化に至る

までの研究開発計画を提示する。

本研究は、安全確保を大前提に、将来の軽水炉サイクルおよびその他の電源と比肩する経済性

を達成し得るよう、 FBRサイクルが本来有する長所を最大限に活用した実用化像を創出し、併

せて将来の多様なニーズに柔軟に対応できる開発計画を提示することにより、 FBRサイクルを

主要なエネルギー供給源として確立する技術体系を整備することを目的としている。研究を進め

るにあたり、エネルギー資源の需給動向や環境負荷低減への社会ニーズ等に視点を置き、 「安全

性J、 「経済性J、 「資源有効利用性J、 「環境負荷低減性J、 「核拡散抵抗性j の5つの開発

目標を設定した。

本報告は水冷却炉を含む FBRシステム全般の検討状況ついて述べる。 [2.2-4]

(2) FBRシステムに関する技術的検討

実用化戦略調査研究フェーズEにおいて検討対象とした FBRシステムとして「ナトリウム冷却

高速炉Jr鉛ビスマス冷却高速炉Jrヘリウムガス冷却高速炉Jr水冷却炉」を対象とした。図 2.2-8

には各炉システム概念の特徴と採用した革新技術、開発目標への適合性の概要を示す。図 2.2・9

には各炉概念の主な研究開発課題を示す。

1) ナトリウム冷却高速炉
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(i)検討対象の概念

ナトリウム冷却高速炉としては、アドバンスト・ループ型炉を代表概念に選定し、中型モジュ

ール炉 (75万 kWe、4モジュール)および大型炉 (150万 kWeツインプラント)について検討を

行っている。 [2.2-5] 炉心燃料としては、これまでに開発が進められてきた酸化物燃料と、我が国

では開発実績が乏しいものの高性能が期待できる金属燃料を対象とした。

これらの概念では、物量を削減するため、 2ループシステム、炉容器のコンパクト化、配管短

縮等の革新技術を採用した。大型炉では、これにスケールメリットの追求によるコスト削減効果

を加えて、建設単価は設計要求値の約 91%(設計要求値:20万円/kWe)を達成できる見込みであ

る。炉心性能については、経済性(燃焼度、連続運転期間等)、資源の有効利用性(増殖比等)、環

境負荷低減性(マイナーアクチニドの燃焼、長寿命核分裂生成物の核変換)、その他の設計要求に

対しても、表 2.2・3に示すとおり十分満足できる見通しである。 [2.2-6]加えて、金属燃料を採用す

ることにより、炉心性能に関わる設計要求への適合性をさらに高めることが可能である。

(ii)革新技術の導入

本研究で検討対象としたナトリウム冷却高速炉は、これまでの開発実績と最新の科学技術知見

を取り入れた革新的な概念であるが、これに加えてさらなる経済性の向上を目指し、 2ループシ

ステム、炉容器のコンパクト化、ポンプ組込型中間熱交換器(IHX) 、高クロム鋼の採用による

配管短縮等の革新技術を採用している。

(iii)技術的課題と技術的成立性

ナトリウム冷却高速炉の主な開発課題としては、経済性向上に関するものとして、炉容器をコ

ンパクトにしたことに伴うガス巻込み防止構造等に関する検討、ループ数の削減に伴う高速配管

内流動に関する検討等の課題が挙げられる。安全性に関するものとしては、炉心損傷時の再臨界

を回避できる集合体概念の試験研究等が挙げられる。燃料開発については、高燃焼度 ODS鋼燃

料ピン照射、低除染の TRU酸化物燃料ピン照射、 ODS鋼燃料ピンと FMS鋼ラッパ管を用いた燃

料バンドル照射等が必要である。さらに運転信頼性向上の観点から、高信頼性蒸気発生器 (SG)、

保守補修技術、維持基準の開発等、ナトリウムの特性に起因する課題がある。

こめようにナトリウム冷却高速炉の技術課題は、実用化に向けた性能向上、経済性向上に係る

ものであり、基本的な概念成立性に関わる課題は存在しない。開発期間としては、 2015年頃ま

でに枢要課題の要素技術開発を終了し、プラント建設に必要な技術体系の整備が可能となる見通

しであり、比較的早期の実用化が可能と考えられる。

2)鉛ビスマス冷却高速炉

(i)検討対象の概念

鉛ビスマス冷却高速炉は冷却材重量が過大となり、耐震性の観点から 150万kWe程度の大型炉

の成立性が見通せないため、中型モジュールタンク型炉を選定した。主冷却系の循環方式につい

ては、鉛ビスマスが自然循環炉に適した特性を持つことから、自然循環炉の可能性も追求したが、

耐震性、経済性、炉心性能及び保守・補修性の観点で優れる強制循環炉を鉛ビスマス冷却炉の代

表概念として選定した。 [2.2-7] 強制循環炉 (71万 kWe-4モジュール)の概念構築においては、鉛

ビスマスの優れた核的特性を活用し、防食技術の見通せる範囲内で炉心性能を追求した。加えて、
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保守・補修性に配慮しコンパクトで合理的に配置された炉心、炉内機器により、耐震性の見通せ

る範囲内でスケール効果の追求・経済性向上を指向した。炉心燃料としては、酸化物燃料では被

覆管腐食制限等から炉心性能を十分引き出すことができないため、開発に長期を要するものの炉

心性能向上が期待できる窒化物燃料と組み合わせた設計を検討の代表概念とした。

その結果、建設単価は約 107%(設計要求値:20万円/kWe) を達成できる見込みである。燃焼

度、連続運転期間等、その他の設計要求に対しても、表 2.2-3に示すとおり設計要求値を満足で

きる見通しであり、特に全体平均の燃焼度では 143GWd/t(経済性重視型炉心)と最も優れた性能

を達成している。ただし、フェーズII後半では、材料腐食試験の成果を反映し、炉心設計時に設

定した腐食制限条件(温度、腐食代等)を見直す予定である。現状の見通しでは、特に腐食代が

より厳しくなる見通しであり、炉心性能が低下する確度が高いことに留意する必要がある。

(ii)革新技術の導入

鉛ビスマス冷却高速炉は、それ自体が我が国では開発経験のない冷却材と燃料を組み合わせた

検討途上の革新概念である。設計検討においては、化学的活性度が低く、中間冷却系が必要でな

い冷却材の特長を活かして、格納容器のコンパクト化を図ったタンク型を採用した。また、冷却

材重量が大きいため、 3次元免震技術を採用することにより、プラント概念成立を目指してい

る。

(iii)技術的課題と技術的成立性

鉛ビスマス冷却高速炉の技術課題としては、基本的な概念成立性を左右する課題として、防食

技術、保守補修技術、 3次元免震および鉛ビスマス環境下での燃料破損限界、破損後挙動の解明、

再臨界回避技術が挙げられる。この他の主な課題としては、炉心性能向上の観点から採用した窒

化物燃料の開発、燃料安全に関わる試験研究、重金属炉用蒸気発生器、大容量ポンプの開発、受

動安全性確保のための自己作動型炉停止機構(SASS)の開発が挙げられる。

このように基礎的な段階の技術課題が多く、実用化に向けた技術基盤整備には、まず実験炉を

設計、建設し、実炉体系での防食技術の実在、燃料バンドルの照射実績の蓄積、運転実績の蓄積、

冷却系機器および保守補修技術の実証が必要と考えられる。したがって、実用化までの開発期間

としては、 30年以上の長期を要すると考えられる。

3)ヘリウムガス冷却高速炉

(i)検討対象の概念

ヘリウムガス冷却高速炉としては、大型炉(約 110万 kWeツインプラント)について検討を進

めている。炉心燃料に関しては、被覆管型燃料や被覆粒子型燃料に加え、その他の新型燃料形態

についても検討を進めている。 [2.2.8] 中間評価においては、フェーズE前半の検討の範囲で最も

検討が進んでいる被覆粒子燃料・冷却材横流れ集合体型を代表概念とする。なお、酸化物燃料で

は十分な性能が引き出せないことから、開発期間は長期になるものの窒化物燃料を検討対象とし

た。

本概念では、経済性向上のため電気出力を約 110万 kWeと大きくするとともに、コンパクトな

銅製原子炉容器を採用し、原子炉出口温度を 850
0

Cと高温にして、ガスタービン 4基(発電機モ

A
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ジュール方式)を直接駆動することにより、高いプラント熱効率が可能なシステムを指向してい

る。これにより建設単価は設計要求値の約 lIO%(設計要求値:20万円/kWe) となる見通しであ

る。ただし、課題は増えるものの、更なるスケールメリットの追求による経済性向上が可能な見

通しである。燃焼度、連続運転期間等、その他の設計要求に対しては、表 2.2・3に示すとおりで

ある。

(ii)革新技術の導入

ヘリウムガス冷却高速炉は、高温化による熱効率の向上、水素製造技術への適用性を考慮した

多目的利用の魅力を追求できる革新的な概念であり、この魅力を追求するため、被覆粒子窒化物

燃料や新型の燃料集合体概念等の革新的な技術を採用している。

(iii)技術的課題と技術的成立性

ヘリウムガス冷却高速炉の技術課題としては、基本的な概念成立性を左右する課題として、被

覆粒子窒化物燃料の製造、再処理、炭化珪素 (SiC)製燃料集合体の製作性、構造健全性、照射特

性等や、 3次元免震、耐高温材料等の技術開発が挙げられる。この他の主な課題としては、経済

性向上のための単軸縦型ガスタービンの開発、安全性確保のための燃料破損限界および破損後挙

動の解明、 SASS(高温感知合金の開発を含む)およびコアキャッチャの開発が挙げられる。

このように概念成立性を左右する基礎的な段階の技術課題が多く、我が国単独での開発を想定

すれば、鉛ビスマス炉と同程度の長期の開発期間を要すると考えられる。一方、仏国で計画され

ている実験炉計画が実現すれば、国際的な役割分担の下、合理的な開発も期待できる。

4)水冷却炉

(i)検討対象の概念

水冷却炉としては、フェーズ Iでは PWR型高速炉、 BWR型高速炉(2.2-9]および超臨界圧水冷却

高速炉 (SCFBR) (2.2-10]を検討対象候補とした。フェーズ、Eでは、 PWR型高速炉は重水を利用す

るため設備費が高くなること、また、 SCFBRは材料開発等の基礎・基盤的研究開発が必要であ

ること等から、水炉の評価対象としては BWR型高速炉を選択した。

BWR型高速炉 (1356MWe) は、これまで、の豊富な運転実績と経験を有する軽水炉のプラント

システムを基礎とし、炉心を欄密化することで炉心燃料体積比を大きくして高速炉心を成立させ

ようとする概念である。このため、プラント建設単価は次世代の軽水炉と同程度(20万円/kWe)と

なる見通しである。一方、増殖比は1.03程度であること、出口温度が低く熱効率が35%程度であ

ること、炉心燃料インベントリが多く燃料サイクルを循環する燃料量が多くなること、 MA燃焼

や LLFP核変換に限界があること等、他の高速炉概念に比べて性能に限界がある。設計要求値に

対する各値は、表 2.2・3に示すとおりである。

(ii)革新技術の導入

水冷却炉は、これまでの軽水炉での豊富なプラント技術、特に ABWRのプラントシステム技

術を適用できる特徴がある。

炉心概念としては、上下軸ブランケットを両端に、中心に内部ブランケットを挟んで炉心燃料部

を上下に配置した軸非均質炉心構成としており、低除染 TRU多重リサイクル燃料で増殖比1.03

F3 、、d
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を達成した。

(iii)技術的課題と技術的成立性

水冷却炉の技術課題としては、高速中'性子と水環境に適合する被覆管材料に関する研究開発、

炉心損傷時の再臨界回避と事故影響緩和対策、調密炉心の熱水力特性に関する研究開発(調密格

子炉心の除熱性能)等の技術課題がある。

このように、水冷却炉は豊富な運転実績と経験を有する軽水炉のフラントシステムを活用する

ことができる一方、炉心燃焼度が低いこと、増殖比が小さいこと、炉心に装荷するプルトニウム

インベントリも多いこと等、高速炉としての性能に限界がある。しかし、開発課題が明確であり、

高速中性子・水環境下での被覆管開発と炉心損傷時の影響緩和対策等について今後さらに開発計

画を検討し、その解決見通しを明確にしていく。

フェーズEにおける炉システムの技術総括を表 2.2-4に示す。

(3 )まとめ

ナトリウム冷却炉は、開発目標への適合性が高く、また、技術成立性を見通すための課題が明

確化されており、高い確度でその実現性を見通せる。また、金属燃料炉心を採用することにより、

更に高い炉心性能を引き出せるポテンシャルを有する。ナトリウム冷却炉固有の課題(軽水炉並

みの運転・保守・補修性、ナトリウム漏洩・水反応対策)を克服するための諸課題を解決できる

見通しを得ることが重要である。

鉛ビスマス冷却高速炉は、窒化物燃料炉心を採用することにより、ナトリウム冷却炉一金属燃

料炉心と同様、高い開発目標適合性を達成できるポテンシャルを有する。高温・高流速環境下で

の耐食性(耐食材料、防食技術等の開発が必要)確保という技術的な壁を克服できる見通しを得

るための基礎研究が必要である。炉心損傷時の再臨界回避の設計要求を満たすためには、鉛ビス

マス中での窒化物燃料の炉心損傷事象推移が把握できる必要があるが、当該知見はほとんどなく、

燃料破損挙動等に関する基礎研究が必要である。今後とも材料開発等におけるプレークスルーに

期待し、 GEN-Nや大学等で実施されている研究成果に注視する。

ヘリウムガス冷却高速炉は、安全性確保と高速炉としての高い性能の両立を目指す設計の工夫

を行ったが、開発目標への適合性はナトリウム冷却炉、鉛ビスマス冷却炉にやや劣る。しかし、

他の炉型を超える高温熱源としての多目的利用のポテンシャルがあるとともに、ガスタービン発

電と組み合わせ経済性を向上させる概念を構築可能な見通しである。燃料被覆材料、集合体材料

及び構造、窒化物燃料の再処理・製造方法などの基礎的な研究開発(照射試験、破損試験、溶解

試験など)から着手する必要があり、現時点では、実用化見通しが得られていない。なお、仏米

等国際的にも関心度の高い概念であり、 CEAとの共同研究等によって効率的な開発が行える可

能性がある。

水冷却炉は、低増殖であること、炉心燃料インベントリが多く燃料サイクルを循環する燃料量

が多くなること等他の高速炉概念に比べて性能に限界がある。一方で、軽水炉の運転経験から冷

却材の取扱性という観点で優れるとともに、技術課題が明確にされており、水炉の位置付けを判

断するため、水冷却炉の技術実現性(被覆管、炉心損傷事故対応等)と実用化までに要する期間

L
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の見極めが重要である。

以上に各炉のこれまでの成果と今後の展開をまとめた。

実用化戦略調査研究フェーズE全体のこれまでの成果と今後の展開を図 2.2-10に示す。
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France (2001). 
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2.2・5. M.lCHIMIYA， et al.，“A Promising Sodium-Cooled Fast Reactor Concept and its R&D Plan"， 

Global 2003， New Orleans (2003). 

， 2.2-6. T. MIZUNO，“Advanced Fast Reactor Fuel Concepts and their R&D Plan"， Global 2003， New 

Orleans (2003). 

2.2・7. Y.ENUMA， et al.，“Conceptual Design of a Medium Scale Lead-Bismuth Cooled Fast Reactor"， 

GENES4/ ANP2003， No.1085， Kyoto， Japan (2003). 

2.2-8. M.KONOMURA， et al.，“A Promising Gas-Cooled Fast Reactor Concept and its R&D Plan"， 

Global 2003， New Orleans (2003). 

2.2・9. T.OKUBO， et al.，“Design Study on Reduced-Moderation Water Reactor(RMWR) Core for 

Plutonium Multiple Recycling"，GENES4/ ANP2003， No.1145， Kyoto， Japan (2003). 

2.2・10. Y.OKA， et al.，“Overview of Design Studies of High Temperature Reactor Cooled by 

Supercritical Light Water at the University of Tokyo"， GENES4/ANP2003， No.1168， Kyoto， 
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【現行「原子力長官十』で認知]
(2000年11月24日)

圃「呈羽並盤監盟査監査i等手引王争続王争推進する。

実用化戦略調査研究の開始 固国は臨時チェッ2Z~~Jレ丘二Lうさを行う。
・サイクル機構、電気事業者、電中研等が一休となり、オールジャパン体制

1999年7月より、 FBRサイクルの突用化戦略翻査研究を開始。

圏

(大洗工学セン世ーに推進部隊を設置)

閤豆2企聞発目標の設定

闘噛広い選択肢(冷却材止鍛斜形態)の

組舎せの検討

炉システム .約40概念

再処理システム ・約10概念

燃料製造システム目約10概念

時
圏各候補概念の設計研究やキーポイントとなる要

素試験等を実施し、中間的な取りまとめを行う。

悪夢複数の候補概念の明確化

@研究開発計画の策定

園田によるチェックアンドレビューを受けるo

究:，Hê~i-;~.売手元のあるF自民ザィ力行

図 2ユー7 実用化戦略調査研究の経緯とその開発回標

各冷却材の原子炉シス予ムのプラント概念を構築
⑧革新技術の導入 重量開発目標適合性の追求 @技術的成立性の検討

ナトリウム冷却炉
開発目糠への適合性が高〈、

豊富な関鎚謀総のある炉型

鉛ビスマス冷却炉
化学的活性度が低〈、中間冷

却系を必箆としない炉型

ヘリウムガス冷却炉
高温化による熱効率向上、多

目的利問の魅力を有する機念

車車塑堕
軽水炉の豊富なプラント枝衡

を治闘するζとのできる概念

φABWRプラントシステム
φ高出口温度(850

0
C)φ$1ンク型

@革新技術による設計合理化

-高クロム銅
・ループ数削減(2ループ化)

.ポンプ組込型IHX
φ柔軟に対応可能な炉心性能

-資源型、経済型炉心

-金属燃料による性能向上

φナトリウム固有の課題を克服

できる見通しを得ることが重要

・格納容器のコン1¥ク卜化
φ窒化物燃料の採用

-優れた炉心性能

争中型モジュール

-大型では耐震性不成立

・設備共用、量産効果
φ材料腐食、窒化物燃料開発

などの基礎的開発課題あり
φ3次元免震が必須

-熱効率向上

・多目的利用(水素製造等)

φ直接ガスヲービン発電

。耐熱性に優れる炉心燃料
.TiN被覆・窒化物燃料

φ室化物燃料・材料等の基礎

自{Jな開発課題あり

令3次元免Jよが必須

-既存のプラン卜技術を適用司

令高調密格子炉心により高速炉

心を達成可能で、あるが、{也槻

念に比べ炉心性能に限界あり

φ被覆管材料開発、炉心損傷緩

和対策の見通しを得るととが

重要

5 

同 2.2-8 フェーズEにおける炉システムの設計研究の成果

-38 
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圏各冷却材の原子炉システムの研究開発課題の摘出

件 Jウム冷 ヘリウムガス冷却炉

ir 水冷却炉経済性向上のための革新技術 技術的成立性の確認 技術的成立性の確認 技術的成立性の確認
. i!i膨張/高強~材(高Cr銅)採用 {固有の課題含む) [悶有の隣組合む} -燃料被覆管材料
1::よる21レフ化 ・防食技術(被謹管、構造材) -被覆粒子窒化物燃料 -炉心損傷時の影響緩和対策

-高燃焼度用被覆管(OD8銅) 11.3次元免震 (製造及び再処理技術)

-ポンプ組込型中間熱交換器 ・保守・補修技術(腐食性考慮) -耐高温燃料集合体 l…上…発
-燃料安全(窒化物燃料) .3次元免震

-高欄密格子炉心
ナトリウム固有の課題克服

-炉心損傷時の影響緩和対策 -燃料安全(窒化物燃料)
(熱流動、機械的成立性)

-ナトリウム v反応対策高信頼性蒸 -耐高温材料/断熱材料
気発生器(二重管8G、等)

経済性向上のための技術開発 -炉心損傷時の影響緩和対策

-保守・補修技術
-蒸気発生器

-大容量ポンプ 11 経済性向上のための技術開発

-単軸縦型ガスヲーピン

鑑盤盤呈盤盤

ポンプ組込型中間熱変換器

図 2.2-9 フェーズEにおける炉システムの研究開発課題

重量実用化戦略調査研究フェーズ II(2000年度......2003年度)は、次の事項を計

画どおり実施した。

圏フェーズ Iで抽出したFBRシステムおよび燃料サイクルシステムの候補
概念について、革新的技術を取り入れ、それぞれの魅力を最大限に引き
出すとの観点から設計研究を進めた。

圏革新的技術の開発に努めるとともに、主要技術の成立性見通しおよび候
補概念の明確化に必要な定量的データ取得のための要素技術開発を実
施している。

審研究の目的に対してフェーズEの現時点での中間的なとりまとめを実施。

O 盤数の実用化候補技術の明確化(見通し)

O フェーズE以降の研究開発計画i寒)(f)重重

審今後は、国等による評価をいただく予定。 (2004年度早々に評価を受ける。)

その評価を受け、適宜研究開発計画の見直しを行い、 2005年度の最終とり

まとめに向けて研究を推進する。

重量次期「原子力長期計画J策定等に向けて、積極的な情報の発信を行う。

図 2.2-10 実用化戦略調査研究フェーズEのこれまでの成果と今後の展開

3りー
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表 2.2-3 各炉システムの設計要求達成度の評価結果

ナトリウム炉/中型1/J-~ 1750刷，1-大型(1.500刷e)

MQX 金属

設計要求
置;原聖 軽ヨ守型

~を燃習J 焼置置源の型基つ¥'骨

iiififj f闘の基 fJ判官〕高足しつつ の{正耳を 高足しつ
殖性駐在追 した炉，L' 殖性能を追求

た炉心 た炉心

間炉心平均 1150GWdノt以上l
148GWd/，1大)- 145GWd/tl中)-

153GWd/t 152GWd/t 
150GWd/tl中1 149GWd/tじた)

焼
55GWd/tl中)- 101 GWd/，1中)-

直全体平均 160GWd/1以上l
63GWd/'(大) 110GWd/t(大)

72GWd/t 131GWd/t 

連結亜転期間 118ヶ月以上l 18ヶ月 26ヶ月 20ヶ月 22ヶ月

経

開幌反応贋
3.2%，'，ドドk'(大)- 2.4% t.k/kk'(大)-

2.2唱fIk/kk' 1.5九flk/kk'
3.7%，'，kl凶(中) 2.9気，'，k/kk'(中)

炉
i車曲率 193‘以よ) 93%程度 9師程度 93も程度 96句程度

IL、
出口温庄 550

0
C 550

0
C 505'C 5500C 

毎
熱効率/所内白荷宰 42% 1 4% 42% 1 4% 40'込15% 42% 1 4% 

増殖lt11.0-1. 1程度l 1.151中)-1.16(大) 1.04(中、大) 1.16 1.04 

権利γλj!倍増時間 46年 39年

資
初苦荷t炉心に必甚となる 4.4，/GWe(大)- 5.9，/GWe(大)-

4.Ot/GWe 4.8t/GWe 
極分割性拘置E 4.7t1GWe(中) 6.OtIGWel中)

環 MA燃焼 。市 。本 。牟 。*

F P枝聖換 核変換可能仲 核車検可能柿

炉 建設単価 120万円IkWe以下l 相対値 90%(大)-93%(中)

'L:、経
睦股工期 〔;2ヶ月比型:J 36ヶ月 l中1-46ヶ月(大l6守月 l中型l

よ
ら わ受動安全性¥'-l導入 自知循環崩壇艶陪去+S~SS[炉外・炉問鼠殴興施中l

ず安

再臨拝聞選対質 再臨界因遺憾料銭合体(炉外・炉内院段実催中)共

通

宇 高直!P1.1A均質リサイクル平街期組成刷A含有宰lwt%程度)， l附憧用，斉燃料組成刷A吉有草画大4w'省程度lのいずれに

も対応可能
市牟 自己生'"分のllFP{1.129と1"c-99)(J)抜聖換は可能性あり

...水冷却炉の増殖比1志向揺存比を書記

出下配の蝕値1;1:現時晶での慌時推定健

P17窒b1』化0BMlW物炉el 

11 窒H12化e炉4 刷物el 11.水3M5O炉6X MWel 

[弘法FL4、tJ:l

119 GWd!t 
157 GWd/， (資)-

88 GWd/t 
159GWdノtl経)

58 GWd/tl貴)- 105 GWd/t 1資)-

80印刷It(経) 143GWd/t(経)
45 GWd/' 

20ヶ月(資)-
18ヶ月 18ヶ月

19ヶ月(経)

0.8 fI k/kk 
0.9% fI k/kk ' (資)-

1.1 % fI k/kk 
0.7%lIk/kk'(経)

93%程度 93%程 度 93句程度

8500C 4450C 287'C 

47% / 3% 38% / 3、 35略/3も

117(資)-1.031経) 1.151資)-¥，041経〉 ¥.03ヰ宇ヰ

73年(資) 48年(資) 200年以上

9.6t/GW自

5.8t1GWe(資)-
l1t/GWe程度

5.6t/口Wel経)

。本
。ホ 。牢 LWR憧用班酷料組成に

ついては未許価

核変換可能仲
核変換可能仲

未検討
(増殖性能との両立可能)

相対値 111.5% 棺対値 107同 ;x世代経水炉と同等

37ヶ月
46ヶ月

(1t;/l-'"分l
次世代軽水Fと伺等

自問ぇ穏高曹温司崩E噛~S馳M除5 圭，+ 自鰐循環胸場熱隙去+S~SS 散不が要大l開吉R〈とA同h棚憶侍に可時能定] 

hゴ型鍛合体とコア 検討不可(安薗全性革砲デー
強肘中

キャッチャの股櫨 タの醤が必要)

経軽清性 質貰調有効利用 調環境白荷低減 安安全性
{大)大型Na炉、(中)中~Na炉、(買)貰潤型炉心(桂)桂済型炉心

表 2.2-4 フェーズEにおける炉システムの技術総括

ナトリウム 鉛ビスマス へリウムガス
水冷却炉

冷却炉 冷却炉 冷却炉

開発目標に対する適 経済性、炉心性能に関 経済性、炉心性能に関 高速炉としての炉心
合性が最も高く、豊 するポテンシャルを有 するポテンシャルを有 性能に限界が有るが、

評価 富な開発実績から技 する。 するとともに、高温化 軽水炉の豊富なプラ
術実現性が見通せる。 による熱効率向上、多 ン卜技術を活用でき

技術総括
目的利用の魅力あり。 る。

ユーザにとって使い 材料腐食評価、耐腐 燃料被覆材、高温構 品速中性子・水冷却
勝手の良いシステム 食材料開発等、概念 造材の開発等、概念 環境下での被覆管材

課題 とするための検査・ 成立性に係わる技術 成立性に係わる技術 料開発等が必要。
補修技術、新型SG等 課題がある。 諜題がある。

の技術開発が必要。

-概念検討と革新的 四材料腐食試験を継 -炉心燃料偲念の技 技術的成立牲に関わ
技術に関する研究開 続し、その結果を反 術的成立性、課題等 る研究開発成果を取
発を進めるとともに、 映した材料腐食評価 の検討を深め、有望 り込んだ評価を行う

フェーズE後半の
検査・補修技術、 SG 式に基づく経済性や な炉心概念の明確化 とともに、水冷却炉
等の課題解決に向け 炉心性能の評価を実 を進める。 の果たし得る役割、

進め方 た検討を進める。 施する。 'Gen-N等を活用して 位置付け等に関する

'Gen-N等を活用して 'Gen-N等を活用して 効率的に進める。 検討を進めるo

効率的に進める。 効率的に進める。 -仏CEAとの連携が期

待-大さ学れ等ると。の連携が期 侍される。

-開発目標への適用性 -開発目標に適合する可能性を有しているが、概 上記の課題解決の見
が高く、技術的成立性 念の成立性を左右する基礎的課題があることか 通しを得た上で、位置

中間報告でのまとめ を見通すための課題 ら、これらの課題解決の見通しを得た上で、今後 付けも含め、今後の進

が明確化されている。 の進め方を検討する。 め方を検討するo

-40ー
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Q生A FBRサイクル実用化戦略調査研究における水冷却炉の検討・評価

(原研:大久保努、サイクル機構:小竹庄司)

[c) (水冷却炉について)炉心の半径が 3. 6mとなると RPV内径が9mくらいになる。既存の

インフラを活用して軽水炉の実績・経験を生かすのであれば7m前後にしたほうが受け入れられ

やすいと思われる。

[A] 8. 9mくらいと予想している。日本で、アルセeンチンの重水炉向けの内径 8m台の容器を

作った実績がある。この 9m程度のサイズであればちょっとしたステップアップで可能ではない

かと考えている。

A
『
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付録 1-3

FBRサイクル実用化戦略調査研究における水冷却炉の検討・評価:

フェーズ11中間評価

小 竹庄司 (サイクル機構)

-97一
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@ 

磯野義料サイタJL.-開発機構
FBRサイクん関鐙推進部

炉シス予ム夕、Jレーブ

小竹産関

JNC 

FBRサイクル実用化戦略調査研究の経緯とその開発目標

{原子力政策円車会隠】

{高速増菊炉懇畿会](1997年12月)

将来のエネルギー葱の一つの有力な選択肢として、R量逮璃摺炉の奥周化の可能

性を技衛的・社会的に追求するために、その研究開発を進めることが妥当。

実用化戦略調査研究の開始
二塁察毅=ー-

・サイクル盤機、寵気署審議者、億中研毒事が一体となり、オールジャパン体制で、

1990年7月より、 FBRサイクルの実用化戦略調査研究を開始。

(大洗エ学センターに後進部隊を殴盤)

.2∞o年1月より、原研も参圏(研究協力取決め締結)

(1999年7舟 ~2ω1年3月)

圏5つの開発日揮の骨量~
安全性 社会に既存のリスクに比べて十分小さい

経済性 将来の軽水炉の発電単価に比肩

E富士喜負荷低E毒性 地層処分への負荷低減

資額有効利用性 持続的に核燃料を生産ollll多用なニーズへの対応

核拡散抵抗性 単体プルトニウムが純粋な状態で存在しない 等々 時
圏閣広い摸根肢(冷却材と嫁料形態)の組合せを績討対重量としな

炉システム 約40概念

再処理システム 豹10概念

燃料製造システム 約10概念

-9りー

I [現行「原子力轟計』で認知1
↓人 (2即日年11月24日)
いT実用f島戦略闇進研窓」害事F引き続き推進する。

い閣は臆股T2;.立女z反fkピユ三さを行う。

合

圏各候補概念の設計研究やキーポイント

となる要素賦験等を実施し、中間的な取り

まとめを行う。

要議櫨数の候補概念の明確化

重量研究開発計画の策定

圏固によるチェックアンドレビューを受ける。
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JNC 

フェーズEにおける炉システムの設計五丑'9t0)盛墨

圏各冷却材の原子炉システムのプラント概念を構築
@革新技街の導入 ⑧開発目標適合性の追求 ⑧技術的成立性の検討

ナトIj空ム冷却炉 鉛ビスマス;金却炉 へIjウムガス漕却炉 水冷却炉
開発目纏への適合性が高〈、豊 化学的活性皮が低く、中間冷却 高温化による熱効率向上、多目 軽水炉の豊富なプラント抜衡を

富な開発実綴のある炉型 系を必要としない炉型 的利用の魅力を有する概念 活用することのできる概念
φうZンク型 @高出口温度(850

0
C)

令革新技術による設計合理化 -格納容器のコン1¥クト化 -熱効率向上
φABWRプラントシステム

-高クロム鋼 令窒化物燃料の採用 -多目的利用(水素製造等)
-既存のプラント技術を適用可

-ループ数削減(2ループ化) -優れた炉心性能 φ直接ガスヲーピン発電
φ高調密格子炉心により高速炉

-ポンプ組込型IHX φ中型モジュール φ耐熱性に優れる炉心燃料
心を達成可能であるが、他概念

令柔軟に対応可能な炉心性能 '大型では耐遊性不成立 -TiN被覆・窒化物燃料
に比べ炉心性能に限界あり

-資源型、経済型炉心 -設備共用、量産効果 φ室化物燃料・材料等の基礎的
φ被覆管材料開発、炉心損傷緩

-金属燃料による性能向上 令材料腐食、室化物燃料開発な な開発謀題あり
手口対策の見通しを得るLとが重

@ナトリウム固有の課題を克服 どの基礎的開発課題あり +3次元免震が必須
要

できる見通しを侍ることが重 令3次元免溢が必須

JNC 

フェーズEにおける炉システムの研究開発課題

圏各冷却材の原子炉システムの研究開発課題の摘出

土臼12皇連盟IE
経済性向上のための革新技術

.低膨張/高強j吏材(高Cr鍋)採用
による210-7化

・高燃焼度用被覆管(ODS鋼)

.ホ'ン7"組込型中間熱交換器

ナトリウム固有の課題克服

・ナトリウムー反応対策高信頼性蒸

気発生器(二重管SG、等)

・保守・補修技術

ホノプ組込型中間熱交換器

盤己主主主造車1恒

銭術的成立性の確認

{固有の際組合む}

-防食技術(被覆管、構造材)

・3次元免震

・保守・補修技術(腐食性考慮)

・燃料安全(窒化物燃料)

-炉心損傷時の影響緩和対策

経済性向上のための技術開発

.蒸気発生器

・大容量ポンプ

全旦.2主主五車盟車

筏術的成立性の確箆

(固有の探題吉む)

-被覆粒子室化物燃料

(製造及び再処理技術)

E 耐高温燃料集合体

-3次元免震

・燃料安全(窒化物燃料)

.耐高温材料/断熱材料

・炉心損傷時の影響緩相対策

経済性向上のための技術開発

.単軸縦型ガス告ービン

強厘闇」 三主一一-
f高密度仁川 ~色、....，/~、" T 

~一ー一、 KI ls 1.94 mm 

¥1モ f!/ パ巴フア商 強制核
¥-'- 二 .，-/極官OCTri-l)

」ーて 稽斑粒圭鑓割

被覆粒主賢官

-100-

車車盟主里

技衛的成立性の確認

.燃料被覆管材料

・炉心損傷時の影響緩和対策

炉心性能向上のための技術開発

.高欄密格子炉心

(熱流動、機械的成立性)

5 
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ナトリウム冷却炉の安全設計の特徴

昆常発生しに〈いシステム檎築
.コンパクトかつ簡素な系統構成

-新材料(原子炉構造材料用12Cr鋼、燃料被覆管用ODS銅)採用

" 3次元免震技術採用

歴圭E健止丞
・多様性・多重性を確保した2系
統の急速炉停止系

-受動的炉停止機能としてSASS
(自己作動型炉停止系)を付加

炉心栂傷対策

・ボイド反応度制限
・溶融燃焼排出を考慮した

新型燃料集合体

・コアキャッチャの設置

SG伝熱轡漏洩対策

(Na炉の弱点を克服

すべくSG型式を含め

て検討中)

(2JV~1( 

I~市却系

血盤盤陸去丞
・ナトリウムの高い自然循環

力を活用した多重かつ多

椋な系統構成

JNC 

ナトリウム冷却炉心の検討結果(酸化物燃料大型炉)
JNC 

炉心概念図

主要仕様

資源有効

利用

環境負荷

低減

資源型炉心 | 経済型炉心
[ttT23f値を満足しつつ 増殖性能を]I [燃料廿イクル費の低減を追及した炉心

原子炉熱出力

原子炉出入口温度

熱効率

炉心等価直径

炉心材料!被覆管15")げ管]

燃料ピン外径 8.8mm 
運転サイ州長古川'汁数 18ヶ月14ハ'ッチ
PU富化度*'[内側/外{A11l 21. 5/24 l.t% 
取出平均燃焼度[l"jiケット含むJ63GWd/t 
医大高速中性子照射盤" 4. 6xl01J n/cm' 
ドッTう係数[Tdk/dT] -4" 7 x 1 0-3 

原子炉的出力

原子炉出入口温度

熱効率

炉心等価直怪

炉心材料[被覆管17，ハ.管]
燃料t"ン外径 10.4mm 
運転判外長さ1/1ヮT数 26ヶ月14ハ11
Pu富化度申 1 [内閣'1/外側 183/10. 9.t% 
取出平均燃焼度[J":iンヴフト含む111印刷It
愚大高速中性子照射璽旗 5.3xl021 n/cm' 
ト1)'j係数 [Tdk/dT] -54xl0-3 

LLFP核変換炉心
[資源型炉心をベースとした棋変換対応炉心]

[対象LLfPI立lとTcの2元素1

運転引川長さ/ハ 11数 18ヶ月14ハッチ
PU富化度牢 1[内世'11外側21.8/15 4.t% 
取出平均燃焼度[)";ンヴッ卜含む190GWdlt 
愚大高速中性子照射盤.2 4" 9Xl01J n/cm' 
トップ 3係数 [Tdk/dTl -4 7X 10-3 

増強比 ¥. ¥6 増殖比 104 増殖比 1. 03 
複合;;l.TL倍増時間 46年 |複合'I;l.JA倍増時間 一 |複合双子A倍増時間 一
初装荷Pu-f量 4.4t/GWe 初装荷Pu-f鐘 5. 9 t/GWe 初装荷Pu-f量 4. 4 t/GWe 

・高速炉MA均質リ例外平衡期のT~U組成に基づく憾料出A含有率1.1%程度i による炉心械料設計を実施 1"自己生成分のLLfP11-129とrc-991の核軍E換は

lWR使用済燃料から回収したTRU組成に基づく問料 IMA含有率最大4.1%程度)を使用した場合でも | 可能性あり e

炉心特性への影響は小さく適用可能 1" MA燃焼については左記に同し

Ii.主記1・1Pul重金属; . 2 00 lMeV， J" joJ' j/ケット
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JNC 

ナトリウム冷却炉の主な研境開発課題

項目 現状の達成度 開発期間

燃焼度向上を目的としてODS銅を採用。 ODS燃料ピンおよび
ODS銅

現在、 BOR-印にて燃料ピン照射試験を実施中。
バンドルの実証照射
に10年

配管短縮を目的として、低膨張・高強度材の12Cr
クリープ試験、ク

経 リープ疲労試験、熱
;斉

12Cr系銅 系銅を採用。現在、許認可に必要となる長時間材
時効試験等の長時間

性
料特性データを取得中。

材料試験に15年

物量削減を目的として、 1次系ポンプと IHXを一体

ポンプ組込型IHX 
化。現在、ポンプ回転振動に起因するフレッティ 振動試験および流動
ング磨耗により生じる伝熱管の減肉量を把握する 試験lこ5年
ため、 114スケール振動試験を実施中。

SG水漏えいの対応として、二重管伝熱管により
SGの開発(安定性、

7l<-ナトリウム反応を排除する概念、早期漏えい
伝熱流動、製作性、 l

固有の課
高信頼性蒸気発生器

検知により水ーナトリウム反応を局限化する概念
漏えい検出、 IS 1) 
及びSG水リーク反応!

題克服 を検討中。
の確証lこ8年

保守補修技術
ナトリウムの特性を考慮した検査部位、検査頻度 ISI &R技術の開発に
を検討中。 10年

機器開発 燃料集合体の照射試験、再臨界回避確認試験、炉 最短で2012年度まで
その他

許認可j'サ取得
内熱流動試験、大口径高流速配管の健全性確認等 に技術基盤整備が可
が必要。 能な見通し

更なる性
金属燃料 資源有効利用、環境負荷低減

燃料破損限界、破損
能向上 後挙動の試験に15年

EAGLEブ田ジェクトの試験状況
JNC 

炉心が損傷した場合でも溶融した燃料が炉心から早期に排出されることにより、事故が拡大して再臨界

のような厳しい事態の発生が回避できること、また、これを容易に達成できるような炉心設計が可能であ

ることについて、実験的担拠をもって技術的な見通しを得ること。

試験概要

試験施設としてカザフスタン共和国国立原子力センターの安

全性誌験炉IGRと炉外燃料溶融施設を使用。

溶融燃料がナトリウムを内包したスチールダクトを溶融させ流

出する過程を模擬するインテグラルな炉内試験を最終試験と

し、炉外誌験及び炉内試験を段階的に実施していくことにより

誌験技術獲得と現象の把握を進め、これを実現する。

炉心溶融の開始

大きな出力上昇
の可能性

(再臨界問題)

EAGLE: Experimental Acquisition of Generalized ;Logic to Eliminate recriticalities 
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高性能被覆管の開発

I際 魁1
取出平均燃焼度150GWd/1に相当するピーク燃焼度250GWd/1、ピーク照射盤以1027n/m2 (E>O.l MeV)に適用可能な

高性能被覆管の開発

I関発内容1
・メイン候補材であるODSフヱライト鱈について、製造コスト低減化も含めた実用規模製造技術評価を進めるとともに、

材料照射及び燃料ピン照射に向けた準備を実施している。
. ODSフェライト鋼被覆管の代替材としてE自室-FMSを選定して、照射後試験を実施するとともに、集合体規模での照射

試験による性能確認を行う。

[2003年度の主な成果1
重量爽用規模製造技衡解鏑:
. 9Crマルテンサイト系ODS銅被覆管について、強度のバラツキを最小限にする製造技術を開発した。また、今年度実

施した大型中空力J'tk押出し法と大型HIP-押出し;去について性能を評価するとともに、長尺被覆管製造についても検討
して、低J}，ト盤産技術による大型素管・長尺被覆管製造の実用化見通しを評価した。

塁塁ODSフェライト鋼被覆管評価
『常陽」でのODS銅燃料ピン照射のための設工認準備として、ナトリウム環境効果などを考慮した材料強度基準

(案)を策定した。

重量照射鼠験:
• BOR-60照射試験.ロシアRIARでの燃料ピン製造、集合体組立(図l参照)を完了し、 2003年6月から照射試験を開始

した。
• r常陽j材料照射試験 2005年照射開始に向け、試験計画の策定及び試験片加工を実施中。
・I常陽j燃料ピン照射試験:2007年照射開始に向け‘下部端栓溶接の準備を行った。

重量代替材 (PNC-FMS)評価:
I常陽』照射PNC-FMS燃料ピンの照射後試験を実施して、米国HT-9との比較でPNC-FMS被覆管の照射特性を評価した。

吋欝F

I今後のE善隣 (20O4年E齢、3 ぇ : 

※BOR-60での第1期照射試験は2004年秋に終了し(ピーク燃続度50GWdjt)、照射後試験に着手する。
※I常陽j材料照射試験準備を完了するとともに、 『常陽j撚料ピン照射試験のための設工認を取得する。
※目標強度を有する照射試験用ODSフェライト鋼被覆管を製造する。
※PNC-FMS燃料ピンの照射特性評価及び集合体照射試験に向けた準備を行う。

ナトリウム冷却炉のISI&R検討方針

Na炉の補修の特融

.JNC 

.JNC 

J 冷却材と檎造材との共存性が優れ、水・蒸気系と比較して
腐食が起こりにくい

103 

補修に関する弱点克服の方針

J設計上の方針

-損傷事例の多い小口径配管の数を限定
・機器のアクセスルートを確保
・取外し構造の検討

Lの方針弘
「 λ以来繍館

示、

比え滋:ょ

J主要なナトリウム機器の補修方法を検討

J 必要な設計対応を整理

J 補修装置開発の課題摘出

く軽水炉と同等な補修を目指す〉
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ナトリウム冷却炉のISI装置(笹112

ナトリウム中超音波目調装置 二重管SG伝熱管体積試験装置

ECTセンサ

+ 
一一咽合参同国-g.口合国園田朴 骨匝臨盟盟国

直接磁場一............... ::::v-
、、、~、-------戸------

センヲリングユニット

(-CF:71L三官一-fi
ト4山;:7F二f:j

ゾ二重管SGの体積試験装置

JNC 

J超音波マルチセンサによるNa中目視試験装置
・関口合成;去を用いた画像合成(VT-3程度)

・高解像度化、小型化、耐放射線性、画像合成速度が課題 ・ナトリウムー水反応防止の安全シナリオでは2重伝熱管の体積

試験が要求される

J自泳搬送装置で炉内の検査部位にアクセス ・1云熱管内面からの;同流探傷伐験および超音波探傷訳験

・位置誘導システム開発、ナトリウム中モ-$lの小型化、静止
性能が課題

・欠陥(滅肉、き裂)の検出能力の設定、検査時間の短縮が課題

ナトリウム冷却炉概念の研提開発計画

@ ナトリウム冷却炉は、基本的成立性に係わる課題は存在しない。

高除染/中燃焼度燃料であれば、「常陽Jrもんじゅ」等を利用して燃料開発を行う

ことにより、最短で2012年度段階での技術基盤整備が可能な見通し。低除染/

高燃焼度燃料についても、 2015年度頃には技術基盤整備が可能な見通し。

Q ナトリウム炉の弱点克服として、ナトリウム漏えい対策、ナトリウムー水反応対策、

保守補修に関する技術開発を行い、安心して使えるプラント観念を構築する。

!04 

JNC 
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JNC 

[基本概念1冷却材の特徴(化学的不活性、高沸点、核的特性)を活用し、システム簡素化による経済性を

追求すると共に、固有の安全性を強化したタンク型鉛ビスマス冷却モジュール炉

(中間冷却系削韓
Lシステム簡素化による物蜜削減
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鑑圧力損失額心
Na炉並みのポンプ動力
低流速化(エロージョン対策)

漏詩語め議開
ODS被覆管〈高燃焼度〉

12竺杢平均竿由民…蝋日

繭重量技舗闘鱒
冷却材中酸緊滋度制御
安定な酸化防磁皮践の形成

&R韓舗
鉛ビスマスの特性(不透明、
高温、寓腐食性)を考慮した検
査部位、検査頻度の設定と検
査技術の開発

喪壷韓衛関錯
受動的炉停止機構(SASS)
受動的炉心冷却(自然循環等)
炉心損鰯時の臨界回避
安全性データの取得

3~提売先躍
荷盤条件緩和による酎箆性向よ
盈金鼠炉では必須要件

JNC 

鉛ビスマス冷却炉の安全設計の特徴

車車常舞金しにくいシステム構築

.コンパクトかっ簡素な系統構成

-高熱伝導の窒化物燃料と高沸点の

Pb-Bi 冷却材を採用することで、異常

時の燃料温度の許容上昇帽を拡大し、

固有安全を強化する

日

SG伝拠管漏渇対策

-ポンプ吸い込み口を高所として、

蒸気泡をカバーガスへ流出さ

せ炉心への大規模な侵入を防

止
・圧力開放系を設置し1次系昇圧

を防止

炉心損傷対策

窒化物燃料の溶融挙動等の

安全性に関する基礎的知見に

乏しく、適切な方策を具体化で

きる技術レベルに到達してい

ない。再臨界回避及びデブリ

の安定冷却を達成するための

試験研究が必要。

c
、J

崩壊総除去系

・鉛ビスマスの高い自然

循環力を活用

原子炉停止系

目多重性を確保した2系統

の急速炉停止系

-受勤的炉停止機能とし

てSASS(自己作動型炉

停止系)を付加

遭遇盤童
・腐食性を考慮し、コール卜‘ベッセ

ルを採用

-タンク型を採用し冷却材ハψウンゲ')
をRIVIこ限定
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JNC 

LLFP核変換炉心

] I [資源型qzニヰ位認?Zfff応炉心]

向側。百J 刷刷 タキ側一、

鐙ピ丞空^浩却堕iliの検討結果(窒化物燃料、強制館建型型1E2

運転判。If長さ/ハリ数 18ヶ月/6ハッT
Pu富化度宇， [内{J!ll/外側 151/18. 5wt% 
取出平均燃娩度[7言汁叶含む175GWd/t 
最大高速中性子照射盤傘 4.9x 1023 n/cm' 
ト ~T 5係数 [Tdk/dTl.'， 

経済型炉'L，'
[燃料サイヲル賢の低減を追及した炉心

内側炉心燃料外.iI!ll炉心餅判

1.フョ
(35cm) 

/ -vo臨.-'X).::H:':""出品m;:
主炉停止Y 験時拶~o\ 炉心醐

制御棒 t ぷおLLtM蔽体 t上臨7潮崎}

原子炉熟出力 1，8751.1Wt 
原子炉出入口!E度 520/352"(; 
熱効率 40% 
炉心等価直径 4.41m 
炉心材料!被種管/jッハ.管 ODS/PNC-FMS 
燃料ピン外径 7 3mm 
運転例外長さ/ハッチ数 18ヶ月/7ハ')f
Pu富化度噂 1 [内側/外側 147/18. Owt% 
取出平均燃慨度 [J'jI'J"ト含む1143GWd/t 
最大高速中性子照射塁、 6.6 x 1023 n/ cm' 
卜.，]"う係数 [Tdk/dTl -3 OX 10 J 

{上部軸T

原子炉熱出力 1. 875刷 t
原子炉出入口温度 520/352"C 
熱効率 40% 
炉心等価直径 4 41m 
炉心材料[被覆'i"i/うッハ.m ODS/PNC-FMS 
燃料ピン外径 7.3mm 
運転リイ州長さ/ハッf数 18ヶ月/7ハ.ッT
Pu富化度事， [内側/外側 15.2/182wt%
取出平均燃焼度[7'5汁叶含む1105GWd/t 
島大高速中性子照射鼠.2 6 4 x 1 0" n/ cm' 
トリヲ係数[Tdk/dTl 2.9X 10-' 

炉中心λテ Jレ

炉心概念図

主要仕様

増殖比 1. 16 
複合γλ弘倍増時間

初装荷Pu..f盤 5.8 t/GWe 

-自己生成分のLLFP[[-12りとTc-991の核変換は

可能性あり。

-MA燃焼については左記に閉じ

増殖比 1. 15 増殖比 1 04 
怯合'17，';[，倍棺時間 48年 |抱合以払倍明時間

初装荷Pu-f霊 5. 8t/GWe 初装荷Pu-f璽 5 6t/GWe 

・高速炉MA均質。例外平衡期のTRU組成に基づく燃料川A含有率Iwl%程度)による炉心燃料設計を実施

-LWR使用潰燃料から回収したTRU組成に基づく燃料川A含有率最大4wl%程度)を使用した場合でも

炉心特性への影響は小さく適用可能

資源有効

利用

環境負荷

低減

(;圭記J • 1 Pu/重金属!櫓， 00 1MeV ; 事， 2月末に記鼓予定; 7うつうノOット

JNC 
鉛ビスマス冷却炉の主な曹究開発課題

3次元免震

鉛ビスマス

原子炉容器座屈、支持板変形による投入反応度、制御棒挿入性、燃料
交換装置の構造・機能について耐震評価を実施し、耐震成立性見通し
を得ている。技術的成

立性(固
有の課題 Ii!;l Ó!?~Mr:.j.:I:-~ I材料腐食の厳しい重金属炉では、ナトリウム炉よりも検査要求が厳し

|保守補修技官| ー含む)-1 "'''ff1ll '~f:l{ filiJ 1くなると共L、高比重の流体なので検査手法に難しさがある。

鉛ビスマス環境下での重化物燃料破損限界、破損挙動に関する試験研
究が必葵

大容望『ンプ

経

済

性

受動的安全機|浮力を打ち消すための錘を採用し‘ Na炉と同禄の構造のキュリ一点式
構 ISASSを採用。感知合金の耐食性見通しが得られれば成立する見通し。

安

全

性

鉛ビスマス冷却高速炉は、過去の開発経験に乏しく、実用化する上で
は、実験炉からの段階的な開発が必要 o

実験炉用機器
開発・許認可 1 5年以上の長期を要する。

106 

注)色付け部分は基本的成立性に係る課題

その他
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鉛ビスマス冷却炉概念の研究開整監圏

鉛ビスマス炉では、腐食特性把握、材料開発、伝熱特性等各種相関式取得等の基

礎的な課題からの開発が必要であり、開発工翠(期間、資金)の不確かさが極めて

大きい。

実用化のためには、実験炉からの段階的な開発が必要であり、 30年以上の長期を

要する。

実験炉では、実炉体系での防食技術の実証、燃料バンドルの照射実績、燃料交換

を含むプラントの運転実績、鉛ビスマス冷却系機器及び保守補修技術の実証等、

実用化のための技術基盤整備を行う。

。 Generation-Nでの鉛炉の研究の進捗をフォローする。

被覆粒子燃料ヘリウムガス冷却高速炉概念

【基本概念]

冷却材ヘリウムガスの化学的安定性及び機騒粒子燃料の酎需品性を活かして、炉心出
口温度を高温にし、原子炉出口から箇鐙ガスタービン発電を行うことにより、高い
プラント熱効率とシステム簡索化による経済性を追求した概念。

E量購ガスタービン露関
縦型短軸30万kWe
高温システム-850OC
高熱効率-47%

主罷管の3重量管化
外管檎造による減圧事故影
響の緩和、ヨンハ.外な配管檎成

多目的利用
高温ガスの多目的利用。
(高効率発電、水素製造等)

費全韓舗閤艶
高温キュリ一点式SASS
格納容器肉コアキャッチヤー

107 

JNC 

JNC 
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JNC 

ヘリウムガス冷却炉の安全設計の特徴

崩壊勲除去系

タービントリップ時の差圧を感

知し(グラピ、ティダン1¥)、自動

駆動可能な崩壊熱除去システ

ムの採用

伊，r>栂傷対空査

-コアキャッチャの設置

-室化物燃料の溶融挙動等の安全

性に関する基礎的知見に乏しふ

本方策の成立見通しを得るため
耐火リウム溜洩(減圧}対箆

減圧抑制機構(3重管構

造)の採用
の基礎研究が必要。

炉心概念図

主要仕械

資源有効

利用

環境負荷

低減

、'Joムガス冷却吊速五戸忍S合格JIX団

配管以外の枝管は配管

径を帝IJ限

ヘリウムガス冷却炉心の墳討結果(窒化物被覆粒手燃料大型炉)

資源型炉心 | 経済型炉心 LLFP核変換炉心

JNC 

[燃料サイ川賢の低減を追及した炉心 ] I [資規型明言立品百九137禁l対応炉心]

原子炉部出力

原子炉出入口温度
勲効率
炉心等価直径

炉心材料[円筒状7リット/支柱!
被覆粒子燃料外荏

運転例外長さ/ハツ子教 20ヶ月/8ハ}!

PU富化度"[内組.'1中央部/上下部l170/21 7.1% 
[外側中央部/よ下部l212127 8.1% 

取出平均燃焼度[J"5汁沖合む1 58GWd/1 
トッlう係数 [Tdk/dTl ー10x10.' 

原子炉抽出jJ
原子炉出入口温度

熱効率
炉心等価直径 5 64m 
炉心材料[円筒状7リフト/支柱 s，c
被覆粒子燃料外径 1. 94mm 
運転別州長さ/ハ "JT数 19ヶ月/日ハ"Jf

PU宮化度'1[内側中央部/上下部117 0122 7.1% 
[外側中央部/上下部l2J2127 8.1% 

取出平均燃焼度[)"J/tッ卜含む1 80GWd/1 
トッlJ係数[Tdk/dT]" -IOX10 J 

PU富化度・'[内側中央部/上下部l170122 9.1% 
[外側中央部/上下部l218129 6.1% 

取出平均燃焼度[J"j乃叶含む 87GWd/1
卜'17"j係数 [Tdk/dT].1 

増殖比 117 増殖比 1 03 増殖比 1 00 
怯合双子A倍増時間 73年 l複合は弘倍増時間 一 l複合泊拍倍増時間

初装荷Pu-fJll 9 61/GWe 初装荷Pu.f畳 9.61/GWe 初装荷Pu-f盤 10 II/GWe 

・高速炉1M均質リサイ川平衡期のTRU組成に基つく撚料 IMA含有率1.1%程度iによる炉心娯料設計を実施|ー自己生成分のLLFP11129とrc-991の鞍変換は

. LWR使用済燃料から回収したTRU組成に基づく館料 IMA含有率愚大4.1%程度)を使用した場合でも | 可能性あり。

炉心特性への影響は小さく適用可能 卜MA燃焼については左記に同じ

じ圭記)判 Pu/重金属 叫資源型炉心と同程度と推算 ￥ J 2月末に記鼓予定 ) ;0)" ンゲ/

一 108-
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ヘリウムガス冷却炉の主な研境開発課題

項目 | 現状の達成度 | 開発期間

雨時化問12量管世間鱗謀総憎併説明君臨ア騒音
| |検討中。

燃料集合体

燃料安全

3次元免震

横方向流れの力ゴ型 (SiC製)蹴料集合体の製作性、照射健全性及|四四回~山 n'"-川， ~~ 
び多孔板透過率均一性(流動特性への影響)の確認が必要。定格 121月二回 ιu....-柚...L. V.J~

|期を要 。開発費は
時・自然循環時の流量配分の成立性、構造健全性を検討中。但し|町 宮

、|検討中。
仏国では他概念の可能性についても検討が進めら る。 I

炉内試験が必要であり
被積粒子窒化物燃料破損限界、破損挙動に関する試験研究が必要。い 5年以上の長期を要

する。

経済性|単軸縦型ガスター
ビン

タービン、磁気軸受等要素開発、発電システム機能等の確認が必|開発には10年以上の長
要。現状実績は27万kWe程度の横置き火力タービンであるが、世界|期を要する。開発費は
的な高温ガス炉の開発成果を反映できる可能性がある。 1検討中。

安 受動安全

全

性 | コアキャッチャ

実験炉用機器開
その他|発・許認可データ取

f尋

|機器開発そのものは5
高温化に対応したキュリ一点電磁石方式SASSの感知合金の開発が|

|年程度。開発費は検討
必要。 I

|中。

溶融燃料を未臨界を維持でき、長期安定冷却可能な形状、材料を|
|炉外試験が必要であり

用いた炉外コアキャッチャーの開発と炉外試験等による有効性の|15年以上を要する。
確認が必要。自然循環能力の確保方策の具体化に不確かさがある。|

ヘリウム冷却高速炉は、過去の開発経験に乏しく、実用化する上|
11 0年以上の長期を要

では‘実験炉からの段階的な開発が必要@冷却系機器に関しては、!
iする

高温ガス炉の知見を活用した合理化の可能性がある。，

ヘリウムガス冷却炉観念の研費開発計画

@ ヘリウム冷却炉で、は、 TiN被覆燃料粒子(窒化物燃料)、 SiC燃料集合体、燃料製造

及び再処理技術に係る基礎的な課題からの開発が必要であり、開発工程の不確か

さが大きい。

@ 実用化のためには、実験炉からの段階的な開発が必要であり、 30年以上の長期を

要すると考えられる。

。 翼験炉として1;1:， HTTRの大幅改造、我閤単独での新規欝設、他国止の閤際協力と

いった方法が考えられる。

仏国で2010年代にヘリウム冷却炉の実験炉建設が計画されており、この計画が実

現すれば、国際協力の下、合理的な開発が期待できる。

Generation-lVでの力、ス炉の研究の進捗をフォローする。

109 -
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水冷却炉の験討経緯
.JNC 

、、

フェーズ I
一一一←一一一一一一 一…一一 ーーーー可

高転換比PWR型高速 -現行軽水炉プラン卜技術の利用

炉 -三角配列欄密燃料に加え重水を1次冷却材に使用することにより増殖性を確保

高転換比BWR聖!品速 -現行軽水炉プラン卜技術の利用
炉 -三角lie?11網密燃料に加え高ボイド率化により水対燃料体積比を低減

一一一一一一一一一一一一一』一一一一一一
超臨界圧水冷却高速増 -高熱効率を狙った超臨界圧軽水冷却高速増殖炉 性を確保 I
殖炉 -三角配列欄密燃料に加え超臨界圧水の利用によって水対燃料体積比を低減し増殖 / 

./ 

フェーズE中間報告 ¥ 
品転換比 -欄密配置による転換比の向上
PWR型高 -大量の軸、径方向ブランケットの配置によりボイド係数負を維持→フ、ラン
速炉 ケットインベントリ過大、高燃焼度達成困難

-重水の使用により転換比向上→設備インパク卜大

高転換比 -調密配置による転換比の向上
BWR型高 -ポイド反応度係数対策も炉心の超偏平化のみで逮成しており炉心構成が
速炉 単純

時
評価対象概念として

"60GWd/t程度の炉心部燃焼度が達成可能 高 転 換 比BWR型
-低除染再処理燃料を使用したプルトニウムの多重リサイクルに対応可能な

高速炉を選択設計

超臨界圧 -類似の熱中性子炉概念について、材料開発等の基礎・基盤研究が別途実

水冷却高 施されている段階
速増殖炉 -高速炉特有の課題である炉心揖傷時の再臨界問題については、その影響

と緩和方策について検討の途についた段階

判て フド
、、』 ー，〆

.JNC 

BWR型水冷却炉繍念

【基本概念]
経験豊富な軽水炉技術を発展させた軽水冷却高速炉。現行軽水炉の優れた運転園保守性

を維持すると共に、 PU多重リサイクルを 可能とする水冷却炉概念。

ABWRプラントシステム
ABWRIこ準拠したシステムを採用し、
同等の安全性を実現

増殖炉心

3次元免璽

サイト標準化のために重要 、

-110 

高調曹格子露五心
寓欄密炉心の採用により、炉心の冷
却性能を維持しつつ、高速炉心化を
図る

轍璽管材料の開発

安全技師開発
炉心損傷時の再臨界防止と事故

影響の緩和対策(試験デ一世と解
析手法整備)
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本遺組担盛安全盤盤自立錨翠
JNC 

シビアアクシデント時の再臨界挙動の検討

これまでの結果

・軽水炉安全解析コードRELAP5による事故時炉容器内冷却材分布解析にもとづく炉心再臨界発生を仮定した場合の機械エネルギ一発生

の検討をしたが、炉心溶融開始時には炉内に水が存在しないため、炉心で再臨界が生じる場合でも水の体積膨張による機械工ネル

ギーは発生しないことを確認

・軽水炉シビアアクシデント解析コードMELCORによる炉心溶融挙動の解析を実施し、ジルコニウム被覆管燃料の場合、被覆管の大部分

が溶融落下する前に燃料棒が崩壊しかっ1000秒以上かけて炉心径方向に非一線に炉心が崩嬢する等、扇平炉心特有の挙動を把握

・デブリヘッド生成過程に関する従来の知見から、少なくともデブリベッドが再溶融するまでは、溶融した燃料と被覆管が良く;昆合されると

考えられ、このような場合は、下部プレナムで再臨界は生じ無いことをMVP解析で確認

今後の計画

・シビアアクシデント解析の継続(ステンレス被覆管の影響、リロケーション挙動、デブリベッド再溶融後の再臨界性等に着目)

Maximum PowcrRcgioll 
出 3000 … I 下」午長一一

2000 r ア~t~~--i
~IOOO ，ji/upperco 

ld/Fucl collfps/ 

。---~一一一」ーム」ヨ
r i m e (s) 

MELCORによる燃料温度解析結果

炉心を径方向lこ9分割し挙動を解析

MVPによる再臨界性解析モデル

下部プレナム内構造物、溶融物質組成、空隙率、水ボイド

率をJ¥ラメー告として再臨界性を解析

水冷却炉の経清性検討結果

-炉心、燃焼度調整しても最大1.05程度

JNC 

増殖性能
・低除染TRU燃料多重リサイクル(MA2.2%、FP1.3%の混入)では1.01程度となり、再処

理ロス等を考慮し、代表炉心としては増殖比1.03を選択

被利システム倍増時間

燃焼度

連続運転期間

設備利用率

燃料インベントリ

-200年以上

-MOX燃料部平均燃焼度

・内部ブ、ランケットを含めた炉心部平均燃焼度

.上下ブ、ランケットを含めた全炉心平均燃焼度

い

-18ヶ月以上

7.600何百円、

τ7ラ二ノそJ ット吉区

ー|

88GWd/t 

54GWd/t 

45GWd/t 

・検査停止期間41日を想定すると約93%の設備利用率を達成できる見通し

-燃料インベントリが他の炉型と比較して大きく、燃料サイクル費が相対的に高い。
(炉心に装荷されるプルトニウムがナトリウム冷却炉に比べて3倍程度大。)

ナトリウム冷却炉

初装荷燃料核分裂性プルトニウム 約3.5t

電気出力1000Mweで比較
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水冷却炉心の検討結果 JNC 

-----
h、、、

/ 
項目 代密炉心概念 ケースl ケーλ2 ケース1 ケス4 ケース5 ケス6 ケース7

¥ 取り出し燃焼度 GWdI， 54/45 45 55 60 ← 55 54 65 

炉心流量 104νh 1.8 1.7 1.9 1.7 ← ← 1 8 !向

出ロワオリ7イ % 51 51 ← .5.5 51 汚1 51 51 

平均ボイ下率 % 69 70 』 71 u9 70 69 70 

増殖比 1.03 1 01 1.03 1 04 1.02 1.01 1.03 1.04 

最大線出力密度 k、NIft 16 17 ← 16 15 17 16 1(， 

連続運転期間 月 18 1(， 19 21 』 19 18 15 

軸方向5領国のl'u IlU cm 
tlU 15.0 11.0 5.0 21.(1 lu.u 80 15.() 22.0 

寓化度分布(;主1)
W/O cm 18 21.5 21.5 21汚 22.0 2.1.0 22.5 21.5 22.5 

IlU じm llU 41.0 40.0 400 40.0 40.() 40.0 41.0 40.() 

、ν10 ~m 18 22.0 22.5 n5 21.0 240 2¥.(1 22.0 210 

tlll cm llU 15.¥1 1.¥.0 140 17.0 16.0 140 15.0 18.0 

M 混̂入皇 Wl% 2.1 1り 4.5 0.1 01 2.2 Z 。1
1'1'混入量 wt% 0.04 。。 。。 0.5 11 11 004 。。

一一一一一寸
電気出力 L356MWe ，~ムミ

主主ミL

ケース1;軽水炉のU02燃料再処理を想定、 FP混入無し

熱出力 3.926MW' 
ケース2;軽水炉のMOX燃料再処理を想定、 FP混入無し

バ戸;x;x:x; ケース3;1¥l;除染燃料、湿式再処理

原子炉圧力 72MPa 

l輔輔臨
炉心外按半径 3.Bm 

ケース5‘多重')サイワJレケース(RIAR法)

燃料集合 900体
ケース6白書重リサイヴJレケ ス(低除染湿式再処理;去)

ケース7;1].重リサイヴJレケース(単サイヴJレPUREX法】原研)

制御栂 283本
(i主1)PU富化度はケ ス2を除き1Bw/o回ケース21立16w/o，

』一M一C一P一R一ー
u 

JNC 

本冷却炉の主な研費開墾翠最重

項目 現状の達成度 開発期間・費用

現行軽水炉で使用されているジルカ口イ被覆材や開発が進めら
候補材の照射試験等を2014

れている改良ZI合金の適用性検討を進めるとともに、非Zr系候
年までに海外の照射炉等で

燃料被覆管開発 梢材として25Cr-35Ni -O.2Ti系安定オーステナイトステンレス
実施し、その後技術実証炉

銅についての材料特性評価試験ならびに照射試験計画の検討
にで燃料集合体および燃料

を開始した。
棒を10年程度照射する計画
開発費は検討中o

燃料集合体の健全性
燃料要素拘束力試験、クリープ疲労試験、燃料集合体-炉内

2009年までにデータ取得可

構造総合健全性試験等が必要。
能な見通し。開発費は検討

中。

炉心損傷時の影響緩和
燃料破損後の溶融挙動データの解析を実施中。

実証試験での確認項目の摘

対策
出も含め、合理的な開発計

画を検討中。

桐密炉心の熱流動
澗密格子炉心の除熱性能を桟証するため、 37本大規模ロッド1本 開発には5年程度必要。開

系での除熱限界に関する実験を開始した。 発費は検討中。
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JNC 

成績却炉、要素同技術開発の主な成果

c) I:~配酢叫3幻川…7球附即恥本恥制い…Jパ巾川\:.'+'ン出ドJル レ 一
/過渡時の割勲島特性デ一亨の温泊測'1陪定z杢号開始

18実炉への拡張性を評価する熱特性予測手法の開発を

古
代
つ
叫

H:口圧力 τ7:>MP;，

"0*，' .183'， I 

i実扱佃 l 
1..-.0 

p日?，qF三日 会余枯 | 
β含む山e

~C.，\ 

A “長

:;-('n 

扇平二重.tfi IU~11 椋相 rう指マ金¥.，.，，， ~; 

. 
" ， 
D- 7"n 

R 
出

IG主E
R ト!l.-!>...-/守防;

出 J二竺ミL

JNC 

水冷却炉擁念の研境開発言十園

技術課題は、炉心固燃料圃安全にかかわるものに限定され、プラント技術はABWR

の技術を活用できる。

被覆管開発には、水環境で、高速中性子場を提供する照射場が必要なこともあり、早

期に小出力の技術実証炉を導入することとしている。

技術実証炉で、炉心・燃料関連技術を実証した後は、 ABWRサイズの実用炉へつ

なげる考えとなっているo

水炉の位置付けを判断するため、水冷却炉の技術実現性(被覆菅材料の開発、炉

心損傷影響の緩和、燃料集合体の機械的成立性等)と実用化までに要する期間の

見極めが必要である。水炉の枢要課題の研究は、原研等で着手された段階であり、

今後2年程度の研究成果に基づき、フェーズ E終了時点で判断する。

、、-
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各炉システムの詮量要求達成度の註価錆果
旅下E四置恒l皐現時畠で四軍帽世主圃

ナトリウム炉/中型!i，-&11印刷.1-大型(1.500刷.)
...ox 壷属

[か日目ト磁k銅山JI 盤計要求 lga誠司 阻5・E 資調E

高出口温直む世上aクn114bl 11.水3M5L1炉6I 刷el

〔哩附イク4坦使置の畢準つ畠 "曲奪回向
道Eしつつ ~温足しつ と哩科ザイ
殖世睦を直 置の包括~ 噌摘世能を追求 瞳合してい白い
た炉心 'l<した炉.. ' した炉心 追求した炉

I!!IO'心平均 1150団dlt以上l
148白Wd/t(大)- 145GWd/t(中)-

153GWd/t 152GWd/t 119 GWd九
157 GWd/t (貴)ー

88 GWd/t 
150GWd/t(中} 149GWd/t(文) 159GWd/t(経)

E提
55GWd/t(申}ー 105 GWd/t (置)-直全体平均 160C刷111;1上} IOIGWd/t(中)-

72GWd/t 131GWd/t 
58口Wd/t{責)- 45 GWd/t 

回GWdノt(大) 11OGWd/t(文} 80GWd/t{経) 143GWd/t(経)

豊田直EIIII間 118ヶ月以上} 18ヶ月 26ヶ月 20ヶ月 22ヶ月
20ヶ月{置)-

18ヶ月 日ヶ月
経 19ヶ同(経)

健後亘応直 32句Akノkk¥大)- 24‘Ak/kk¥:丈)-
2.2喝d.k/kk' 1.5喝凸k/kk 0.8 d.k/kk' 

0.9喝d.k/kk'(資)- 1.1喝d.k/kk
3.7‘a νkk'(中} 2田 Akノkk¥申} 0.7‘企k/kk'l経}

"&'IIO. (9J'1e1よ} 93叫呈度 9同程度 目、坦度 9師程度 93¥程度 目、程度 93‘程壇

~I f 
也口車置 5日℃ 目。℃ 505・c 550'C 850'・c 445"c 287"c 

""鮪寧/所内負商事 42‘ノ 4¥ 42¥ 1 4¥ 4国 15% 42'1 I 4¥ 47‘13¥ 38も/3'‘ 35¥ 1 3¥ 

毎 1 1 樹園比 11.0-1.1回置l 1.1S(中}ー1.16(文} 1.04(中.大} 1.!6 1.04 1.17(貰)-1.03(経) 1.15 (責)-1.04(経) 1.03 *** 
掴刊~~7A惜噌同間 岨年 39'手 73年[責) 48年(貴) 2回年以上

間接間炉心!こ~曹となる 4.4νGWe(大)- 59t1GW.(大)-
4.0νGW. 48t/GWe 9.6tノGW.

5.8t/GWe(責)-
llt/GWe程鹿

資l 磁分割世物冒量 4.7t1GW.(中} 6.OtIGW.( <;>) 5.6νGWe(軽)

0・
MA恒俊 0・ 0・ @・ @・ 0・ 0・ LWR使用涜盤制組成につ

いては末評価
倒産憤可舵帥

FP瞳IlIII l 祖藍掻可能..1 l桟置憤可舵帥 E 積宜憤可能帥 I(憎殖性能との両立可 未検討
鮭)

炉II瞳E単価 11防円Ikle以下11 相対値 90剛丈)-93崎(中相対値 111.5崎 l相対値 107軸 l 次笹代唖水炉と同等
心 1o:1_~T" 
モ||闘工期 [:::=2)| 恥月剛~伽 月 凶 | 伽月 | 11J九九 I"=1!!代唖水炉と間帯

号II 畳眠自白羽入目 :liJf'r-岡田園鵬髄叫S酬・町問問刷... ~人一 :1民間占25F+高|時j-gpp白+1可REFf郡詰F
~， 1安1i:"~ ハ"引手 l' "，;有プ「 、 司 品 、川.皇 、トー~司 I 弘、 μt 2I11:ナ再圃界園町圃-，'1 再岡田醜l'"齢体側・炉内醐描刺 1"'三官PJrdlF号24器2ZRI ;蜘舟

;v，直炉臥均置IJHU平副聞阻成醐宮有事1.同程置)， l制使用済陸料岨且l1IA吉有事園大幅内圏直l町いずれにも封応可能
.. 自己生底分のLLFP{I.t29とT，一明}のIAIl検..可能性あり

邑縄3奇怪 置貨却有司刷用 置環境負荷iII混 安安全住
{大}大聖Nal戸‘{申)qJ~Na炉(貨}資調聖炉心(日}健司奇型炉心

-・・水冷!I1Ø'の噌殖比t~Pu司存比を衰 I~

.JNC 

フェーズEにおける炉システムの技術総括

ナトリウム 鉛ビスマス ヘリウムガス
水冷却炉

冷却炉 冷却炉 冷却炉

開発目僚に対する適合 経済性、炉心性能に関 経済性、炉心性能1::関 高速炉としての炉心性
性が最も高〈、豊富な するポテン‘ンャルを有す するポテンシャルを有す 能に限界が有るが‘軽

評価 開発実績から技術実現 る. るとともに、高温化による 水炉の畳富なプラン卜
性が見通せる. 熱効率向上、多目的利 妓術を活用できる.

技術総括
用の魅力あり。

ユーザにとって使い勝 材料腐食評価、耐腐食 燃料被覆材‘高温構造 高速中性子・水冷却環
手の良いシステムとす 材料開発等、概念成立 材の開発等、概念成立 境下での被覆管材料開

躍題 るための検査・補修技 性に係わる妓術課題が 性に係わる妓術課題が 発等が必要。

術‘新型SG等の技術開 ある。 ある。

売が必要.

-概念検討と革新的技 -材料腐食鼠験を継続 -炉心燃料概念の技術 技術的成立性に関わる
術に関する研究開発を し‘その結果を反映し 的成立性、課題等の検 研究開発成果を取り込

進めるとともに‘検 た材料腐食評価式に基 討を深め、有望な炉心 んだ評価を行うととも

フェーズE後半の
査・補修妓術‘ SG等の づく経済性や炉心性能 概念の明確化を進める. に.水冷却炉の果たし
課題解決に向けた検討 の評価を実施する. "Gen-IV等を活用して効 得る役劃‘位置付け等

進め方 を進める. 'Gen-IV等を活用して効 率的に進める。 に関する検討を進める.

• Gen-IV等を活用して効 率的に進める. -仏CEAとの逮慌が期待

率的に進める. -大学等との連慌が期待 される。
される。

-開発目標への適用性が -開発目標に適合する可能性を有しているが、概念 上ieの謀題解決の見通
高仁枝術的成立性を見 の成立性を左右する基礎的課題があることから、こ しを得た上で、位置付け l 

中間報告でのまとめ 通すための謀題が明確 れらの課題解決の見通しを得た上で、今後の進め方 も含め、今後の進め方を

化されている。 を検討する。 検討する。
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実用化戦略調杏研現における国際協力の状況と今後の展開

(イギリス}

・値制敏a・-値動究篇値制に闘する箇カ
・再処理(晶析盛}に闘する協力等

tフランス)
・再処理に闘する也カ
・組ウラン元粛、長.ef車種目担設備に
闘する也カ

・ガス炉に闘するCEAとの情相変..

{ロシy)

・値動究篇煙車唱に闘する箇カ
・聴式再処理に闘する箇カ
・飴冷却に闘する也力等

{アメリカ}
・厳軍艦軒開発1:闘する也カ
・値制安全鼠麟研究計画の積討
..金属冷却炉に闘する也力等

GEN-TV 
-ナトリウム冷却高速炉(SFR)i 
・ガス冷却高速炉(GFR) トJNC

・鉛冷却高速炉(LFR) ) 

・超高温炉(VHTR)

・超臨界水冷却炉(SCWR)

.溶融塩炉(MSR)

GEN-lV筈への陸り組み

JNC 

二国間協力の持組み

• rもんじゅJr常陽」の国際的な照射場としての活用
.情報共有のための連絡会

・グローパルスタンダードとなる次世代原子力の構築を目指し、
国瞭憧力の申心止の位置付け

-新規の基礎・基盤技術に関する研究協力

・共通枢要技術を中心とした国際的協力体制による研究開発
の推進 (rもんじゅJr常陽』の活用を含む}

-将来的には国際共同プロジェクトによるシステム設計の実施

JNC 

実用化戦略調杏研究フェーズEのこれまでの成果と今後の展開

-実用化戦略調査研究フェーズII(2000年度-2003年度)は、次の事項を計画どお

り実施した。

・フェーズ Iで抽出したFBRシステムおよび燃料サイクルシステムの候補概念に
ついて、革新的技術を取り入れ、それぞれの魅力を最大限に引き出すとの観点
から設計研究を進めた。

・革新的技術の開発に努めるとともに、主要技術の成立性見通しおよび候補概念
の明確化に必要な定量的データ取得のための要素技術開発を実施している。

・研究の目的に対してフェーズEの現時点での中間的なとりまとめを実施。

O 複数の実用化候補技術の明確化(見通し)

O フェーズE以降の研究開発計画(案)の策定

・今後は、国等による評価をいただく予定。 (2004年度早々に評価を受ける。)

その評価を受け、適宜研究開発計画の見直しを行い、 2005年度の最終とりまとめ

に向けて研究を推進する。

・次期「原子力長期計画J策定等に向けて、積極的な情報の発信を行う。
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