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これまで「もんじゅ」で得られた成果 「もんじゅ」再稼働時に得られる成果 今後の研究開発で獲得する成果 制約事項

○「常陽」の開発及び「もんじゅ」大型機
器・燃料、解析コード開発等のR&Dを基
にナトリウム冷却高速炉用の設計手
法、評価手法の構築と規格・基準類の
整備。例えば、高速炉の安全評価手法
の整備、高速炉の確率論的リスク評価
手法（レベル1及びレベル２）の整備と実
施
○40%出力までの発電実績による原型
炉プラントの設計妥当性確認（増殖比
や40％出力までの炉心特性データを取
得）
○将来炉に必要な炉心設計手法の整
備に向け、40％出力までの取得データ
での検証
○崩壊熱の自然循環除去能力の実証
（ポンプ入熱を熱源とした部分的な試験
確認）
○基本的な運転機能・性能の確認、発
電システム（蒸気発生器、水素計、コー
ルドトラップ、水蒸気系）の運転データ
取得、発電システムの成立性を確認

○100%出力の達成によるプラント設計
妥当性、性能の確認と発電システムと
しての運転データ取得
○100％出力運転以降の燃焼に係る炉
心特性の把握
○6.4から9.4万MWd/tまでの高燃焼度
化に伴う炉心設計の改善（低燃焼度炉
心から高燃焼度炉心への移行、長寿命
制御棒導入など）
○「もんじゅ」燃料の照射後試験（集合
体平均燃焼度6.4万MWd/t（低燃焼度
炉心）及び9.4万MWd/t（高燃焼度炉
心）)による健全性実証、燃料設計技術
の妥当性確認及び高度化
○高次化Pu組成炉心特性の確認
○Am含有燃料炉心特性の把握

○運転を通じて取得する運転/補修/ト
ラブルデータに基づく設備改善方策の
構築
○自然循環による崩壊熱除熱能力の
実証
○新規制基準対応とナトリウム冷却高
速炉用安全基準類整備へのデータ提
供

【同様な知見を得るための方策】
〇「もんじゅ」のプラント設計の確認は
40%出力までのデータを適用。「もん
じゅ」の活用によるデータの追加。必要
に応じて海外炉等での発電システム運
転データ取得・購入
○炉心燃料関係：燃料ピン及び燃料集
合体の「常陽」での照射。不足があれば
海外炉を検討。大型炉心での燃焼にか
かる炉心設計・燃料設計手法につい
て、設計要求に応じて海外炉データに
よる検証

○設計への運転経験フィードバックの
不足：実証炉設計における安全裕度の
拡大（実証炉の設計に依存）
○自然循環：「もんじゅ」の活用やナトリ
ウム試験（運転経験蓄積にも貢献）、ス
ケール効果など、必要性の高いものは
部分的にも海外炉データによる設計手
法の検証
○新規制基準対応：SDC（安全設計ク
ライテリア）の国際標準化、ASTRID等
海外炉の実績と国内軽水炉の実績でカ
バー

○「常陽」による燃料ピン等の照射は、
寸法上の制約が見込まれる。
○海外炉等での照射データの獲得につ
いては、交渉事項であり、不確実性を
伴う。
○自然循環試験については、模擬性の
観点からできるだけ大規模な体系での
試験が必要。

○大型化、新材料に対応した設計評価
手法、規格類の整備
○安全性・経済性を追求する革新技術
の開発と技術実証

システム設計
安全設計
炉心設計
燃料設計
機器設計
建屋設計
耐震設計
電気/計装/制御設
計

規格・基準類

実証炉に必要な技術、データ

設計技術
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これまで「もんじゅ」で得られた成果 「もんじゅ」再稼働時に得られる成果 今後の研究開発で獲得する成果 制約事項実証炉に必要な技術、データ

○大型化
○補修性の向上
○新材料や溶接継手への対応

○大型ナトリウム機器の搬入・据付実
績

○鋼板コンクリート格納容器（SCCV）な
どによる工期短縮

○高速増殖炉施設として原子炉施設保
安規定の制定、運用管理
○保全計画の構築、運用
○運転手順書の構築・運用
〇供用期間中検査装置に関する機能
試験、性能試験
○ナトリウム漏洩事故対策、炉内中継
装置落下の対策等でのトラブル復旧知
見の蓄積

改善、継続

○高速増殖炉施設として原子炉施設保
安規定の適宜改正
○構築した保全計画の運転（劣化）
データ等に基づく改善・適正化とその運
用
○高速増殖炉施設運転手順書（通常
時、異常時、シビアアクシデント時）の
適宜改正
〇運転実績を経た供用期間中検査
データ、及び検査装置性能データ

【同様な知見を得るための方策】
ASTRID等海外炉の実績と国内軽水炉
の実績、海外炉及び国内軽水炉への
人員派遣でカバー

○ナトリウム冷却発電炉としての国内
規制に適合する運転保守の経験や
データの蓄積が必要。

○100％出力以降のサイクル運転によ
る中長期間の設計、性能確認と安定運
転・信頼性実証
○不適合管理、故障率、供用期間中検
査等のプラント信頼性に関する経年
データ、保守経験の蓄積
○プラント内の放射性核種移行特性の
把握、蒸気発生器運転に伴う水素移行
挙動把握
○AM（Accident Management）など非常
時措置対応策の確立

【同様な知見を得るための方策】
○性能確認：実証炉設計における裕度
の拡大（実証炉の設計に依存）
○運転実績：ASTRID等海外炉の実績
と国内軽水炉の実績、海外炉及び国内
軽水炉への人員派遣でカバー
○物質移行特性：放射性核種の移行
（CP等）は「常陽」のデータを適用、水素
移行挙動は海外炉データを取得し、参
考にする

○体系的な運転経験を海外炉から入
手することは、交渉事項であり、不確実
性を伴う。
○水素/トリチウムの移行特性データを
海外炉から取得することは、交渉事項
であり、不確実性を伴う。

○高速炉機器信頼性データベース整
備、データの蓄積
○高温環境下でのモニタリング技術な
ど、プラント保全技術の確立
○高速炉シビアアクシデントに係るPSA
（確率論的安全評価）などの運転管理
への反映

運転保守
経験

発電炉性能確認
保守／保全/補修
安定運転

製作技術

建設技術

大型機器製作
ナトリウム機器製作
製作時検査性

機器搬入・据付
格納容器

○発電用機器（蒸気発生器など）、大型
炉容器の製作技術
○スーパーミラーなど大型部材の高品
質溶接機器開発
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これまで「もんじゅ」で得られた成果 「もんじゅ」再稼働時に得られる成果 今後の研究開発で獲得する成果 制約事項実証炉に必要な技術、データ

○低密度MOX燃料製造技術を完成
（「もんじゅ」燃料366体製造）
○Pu第3開発室の建設、操業

○「もんじゅ」取替燃料製造を通じた乾
式回収粉利用、ダイ潤滑成型等の製造
技術の高度化、遠隔自動化設備等の
信頼性向上
○「もんじゅ」燃料使用実績の蓄積によ
る品質管理を含む燃料製造技術の信
頼性実証

【同様な知見を得るための方策】
○「常陽」の取替燃料製造を通じた製
造技術の高度化、信頼性向上
○「常陽」燃料の使用実績の蓄積によ
る燃料製造技術の信頼性実証

○「常陽」では寸法上の制約によって、
燃料製造技術を十分に実証できない。

○次世代炉に向けた高密度太径中空
燃料製造技術

○炉心安全試験データの取得

○シビアアクシデントの防止と緩和方策
の一つとして溶融燃料再配置の制御技
術

○臨界実験、「もんじゅ」性能試験等か
らなる炉物理データベースの整備（「も
んじゅ」による初期炉心増殖比、Am含
有燃料炉心特性を含む）

○出力上昇・燃焼核特性データ取得
○「もんじゅ」燃料の照射後試験による
核変換積分データ取得（増殖性能確認
を含む）

【同様な知見を得るための方策】
○「常陽」及び海外炉での核変換積分
データ取得

○「常陽」では、大型炉の模擬性につい
て寸法上の制約が見込まれる。
○海外炉の詳細な炉心データ入手は、
交渉事項であり、不確実性を伴う。

○「常陽」などでの照射試験データ

○集合体規模での照射試験
○「もんじゅ」燃料の照射後試験による
炉心材料の性能確認、燃料の照射挙
動実証（燃料設計妥当性確認を含む）
○マイナーアクチニド含有燃料照射試
験、次世代炉用燃料の実証照射試験
等

【同様な知見を得るための方策】
○「常陽」の適用を拡大。海外炉での照
射試験を検討

○「常陽」では、燃料集合体規模が小さ
くなることから、集合体レベルの照射挙
動には寸法等の影響に留意が必要。
○海外炉の詳細な炉心データ入手は、
交渉事項であり、不確実性を伴う。

○高燃焼度化のためのODS鋼被覆管
技術

○材料強度試験データの整備
○「常陽」などでの照射試験データ

○溶接継手や薄肉構造等に関する
データ取得と評価法開発

燃料供給
燃料製造技術
燃料製造施設建設、
運転

基盤技術

安全

燃料材料

炉物理（核設計）

構造材料
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これまで「もんじゅ」で得られた成果 「もんじゅ」再稼働時に得られる成果 今後の研究開発で獲得する成果 制約事項実証炉に必要な技術、データ

○水平免震要素の開発

○３次元免震技術の開発

○「もんじゅ」設計のための炉外試験に
よる熱流動試験データの取得
○既実施の「もんじゅ」性能試験による
熱流動特性データ取得

○「もんじゅ」での機器試験データ、自
然循環を含む過渡試験データ（スケー
ル効果確認含む）の取得

【同様な知見を得るための方策】
○「もんじゅ」の活用、ナトリウム試験施
設による代替取得（運転経験蓄積にも
貢献）、海外炉・炉外試験データの獲得

○模擬性を高めたナトリウム試験を実
施するためには、ある程度の規模の試
験施設によるデータの獲得が必要とな
る。

○マルチフィジックス評価手法の開発

○破損燃料検出、破損燃料位置検出
の性能評価
○流量計の性能評価
○集合体出口温度計、流速計の性能
評価、交換実績
○NIS（中性子計装）の性能及び交換実
績
○水平ナトリウム中可視化技術性能評
価

【同様な知見を得るための方策】
○破損燃料検出：海外炉の実績データ
の利用、「常陽」を用いた技術開発
○他の計測機器：実機条件を模擬した
大型ナトリウム試験施設等での性能確
認

○海外炉による詳細な技術データの入
手は、交渉事項であり、不確実性を伴
う。また「常陽」では寸法上の制約に
よってデータの取得に制約が見込まれ
る。

○超音波流量計の高度化、適用
○レーザ式ナトリウム漏えい検知の高
度化、適用

○蒸気発生器伝熱管供用期間中検査
装置の開発、適用

○原子炉容器ISI機器の経験
○配管ISI機器の経験
○蒸気発生器伝熱管供用期間中検査
装置の運用実績拡大

【同様な知見を得るための方策】
○「もんじゅ」の活用
○海外炉の検査技術導入
○モックアップと数値解析による評価

○コールド試験では放射線環境の違い
によって、海外炉では規制環境の違い
によって、蓄積できる経験や技術に制
約が生じる可能性がある。

○ナトリウム中目視検査装置

計　測

検　査

基盤技術

熱流動

免　震
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