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 原子炉施設の安全性 
 

 高速炉の原理と安全上の特徴 
 

 高速炉の安全確保方策 
 安全確保の基本的考え方 
 高速炉の特徴的な安全設計 
 安全評価 
 

 将来高速炉の安全基準の策定 
 GIFの安全設計クライテリア（SDC）／ガイドライン（SDG） 
 設計拡張状態（DEC）へのアプローチ 
 各国の安全設計概念 
 

 安全規制との関りについて 
 

 まとめ 

内 容 

（GIF:第4世代原子炉に関わる国際フォーラム） 
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安全確保の目的：人々と環境を電離放射線の有害な影響から防護 

・決定論 
・確率論（PSA/PRA） 

安全評価 

リスク抑制方策（安全防護方策） 

・深層防護の思想 
・物理的多層障壁 
・基本安全機能の達成 
（止める、冷やす、閉じ込める） 
 

想定事象シナリオと事象区分 

安全機能の重要度分類と 
信頼性要求 

 ⇒ 設計と運用管理 

安全目標 
定性的目標 
定量的リスク目標 

性能目標 
炉心損傷頻度 
格納容器機能喪失頻度 
大量放射性物質放出頻度 

個別許容基準 
事象区分ごとの判断基準 
多層障壁の健全性基準  
 など 

リスク管理 

目
標
・許
容
基
準 

リスクコミュニケーション 

ヒューマン・ファクター
の考慮と評価 

原子炉施設の安全性 

安全とは 
「受入れ不可能なリスクが存在しないこと」 

（ISO/IEC Guide51,1999） 
安全目標：How safe is safe enough? 
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深層防護（多重防護）と多層障壁 
 

深層防護（Defense-in-Depth）：安全確保のための戦略・思想 
 

安全に脅威を与え得る事象に対して幾重にも防護ライン（層）を備えておき、前のライン
が突破されても次のラインで阻止し、最終的に放射性物質の格納と周辺公衆及び環境
の防護を達成しようとするもの 

（一つの防護ラインは、ある想定に基づいて講じられるため、その想定から抜け落ちる事
項や知識の不確かさにより防護ラインそのものの効果の不確かさがあることへの備え） 

 

①通常運転時の異常発生防止 

②異常の拡大と事故への発展の防止 

③設計基準事故の制御・管理（放射性物質の異常放出の抑制） 

④シビアアクシデントの制御・管理 

⑤緊急時計画（防災対策） 
 

放射性物質に対する多層障壁（Multiple Physical Barriers）：物理的バリア 

    ①ペレット 

    ②被覆管 

    ③ 冷却材バウンダリ（原子炉容器） 

    ④格納容器 

    ⑤原子炉建物 
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高速炉(SFR)の原理と安全上の特徴 

核分裂性物質１個の消費当たりの核分裂性物質の生成割合 CR: 
      CR = η －1－L 

（体系から漏れ出たり、冷却材や構造材に吸収捕獲される中性子
数をL個とする。   通常L ≤  0.2 とするのは困難） 

              増殖の条件は        η  ≳ L + 2    

中性子再生率η：  
1個の中性子を吸収して何個の核分裂中性子
が生まれるか、この個数をηという 

高速中性子の利用 

高速中性子を用いるため
減速材は不要で、軽い原
子核の存在は不可→ 

ナトリウムを冷却材に使う 
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Pu-239 

U-235 

 原子核と中性子との反応率が中
性子スペクトルの形に依存してい
るため、核特性にとって重要。特
に、高速炉では、スペクトルのす
べてのエネルギー範囲で核分裂
が起こるので、スペクトルが核特
性に与える影響は大きい。 

 

 高速炉炉心の平均中性子エネル
ギーは数100keV。熱中性子に比
べると239Puの断面積は約1/400
程度⇒Pu富化度の高い燃料を使
用。 
 
 

中性子エネルギー 

スペクトル 

核分裂断面積 
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高速炉のシステム概念 
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軽水炉と比較した高速炉の特徴 

（LWR） （SFR）  
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Advantage 

Challenges 

 ナトリウムの化学的活性 

ナトリウム燃焼火災、ナトリウム・水反応 

 ナトリウムボイド反応度が大型炉心では正になる傾向 

 再臨界の課題 

炉心が最大反応度の体系になっていない 

CDA（ Core Disruptive Accident炉心崩壊事故）シーケンスにお
いて同時的な溶融燃料移動により大きなエネルギー放出に至る
可能性 

高速炉の安全上の特徴 

 ナトリウムの高い熱輸送能力 

自然循環による崩壊熱除去 

 比較的大きな熱慣性と冷却材沸騰までの大きな余裕 

長い余裕時間 

 低圧系 

静的手段による原子炉冷却材の保持– No LOCA 
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崩壊熱除去システム 

高速炉の場合 
 ヒートシンクは大気 
 冷却材の自然循環 

LWR 

SFR  
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Water source 

水源 

CV 格納容器 

Pool 
水プール 

原子炉  RV  

圧力容器 
Injection

注水 

（ECCS） 

Water Injection 

⇒Covered Core 
注水、炉心の冠水 

LWR  

LOCA ( Loss of Coolant Accident ) 

× 
Steam 

Flushing 

減圧沸騰 

静的に冷却材を保持   
２重容器 
– No LOCA 

SFR  
1次冷却材 

漏えい 入口配管の破損 

冷却材ナトリウムの
注入不要 

原子炉冷却材の保持 

格納容器内で冷
却材を保持し、
炉心を注水冷却 

× 
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最大反応度にない炉心体系 

軽水炉 
（最大反応度体系） 

炉心損傷に至る起因事象 

再臨界の課題 
CDA（ Core Disruptive Accident：炉心

崩壊事故）シーケンスにおいて同時的な
溶融燃料移動により大きなエネルギー放
出に至る可能性 
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基本方策の整理 高速炉の安全確保方策 

安全機能設定 

PS: 発生防止 

MS: 影響緩和 

SFRの安全上の特徴 
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高速炉（SFR）の基本的な安全設計方針（１） 

 我が国の高速炉の安全設計・評価の基本的考え方は、もんじゅの安全審査を念頭に策
定された指針「高速増殖炉の安全性の評価の考え方」（1980年11月）に示されている。 

 

安全設計に関しては、特に十分検討を行い配慮すべきSFRに特徴的なこととして11項
目を挙げている。 

 

（出力密度や燃料燃焼度が高い炉心、クリープやスウェリングを考慮した燃料設計、  高温低圧で用
いられ化学的活性の高い冷却材ナトリウム、ナトリウムボイド反応度、 信頼性の高い原子炉停止

系、原子炉冷却材バウンダリ及びカバーガス等のバウンダリ、中間冷却系、事故時の冷却機能と
崩壊熱除去、格納容器、高温構造設計、耐震設計） 

 

安全評価については6項目の記述があり、評価すべき代表事象（設計基準事象（DBE）

である「運転時の異常な過渡変化」と［事故］）とその例、判断基準、解析に当たって考
慮すべき因子（核的、熱流力的、機械的、化学的）等を挙げているが、中でも際立った
特徴は第5項として、以下に引用するように設計基準外事象（BDBE）の安全評価を求
めていることである（(5)項事象と呼んでいる）。 

「事故」より更に発生頻度は低いが結果が重大であると想定される事象については、LMFBR

の運転実績が僅少であることに鑑み、その起因となる事象とこれに続く事象経過に対する防
止対策との関連において十分に評価を行い、放射性物質の放散が適切に抑制されることを確
認する。 
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高速炉（SFR）の基本的な安全設計方針（２） 

 申請者の液体金属冷却型高速増殖炉施設の安全設計方針 

    （軽水炉の安全設計審査指針、米国のGDC（10CFR50, Appendix. A)に相当） 

 

もんじゅの設置許可申請者は、軽水炉の安全設計審査指針を参考としつつSFRの
特徴を考慮した上で自らSFRの安全設計方針を策定し、申請書においてその方針
の要求事項とそれに対するもんじゅ設計の適合性を記述 

 

この安全設計方針は約60項目から成り、次のような内容を含んでいる。 

 －冷却材として用いるナトリウムに対する設計上の考慮 

 －ナトリウムバウンダリの健全性と漏えい対策 

 －原子炉冷却材の確保 

 －原子炉停止系の独立性と能力 

 －中間冷却系 

 －崩壊熱除去能力 

 －高温・低圧の構造設計 
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 第4世代原子力システムにおける安全・信頼性の目標として、 
①運転時の安全性と信頼性に優れていること 

②炉心損傷の発生頻度が極めて引く、その程度が小さいこと 

③敷地外緊急時対応の必要性を排除すること 

の3つが掲げられている。 

 IAEAの安全基準の一環として「原子力発電所の安全：設計」個別安全要件SSR-2/1が2012年
（2016年改定）に発行され、そこでは、深層防護の異なる防護レベルの各々が独立して効力を発揮

すること、次表に示すような状態区分（事象分類）を提示しシビアアクシデントを含む設計拡張状態
（DEC: Design Extension Condition）を設定することによりシビアアクシデントを設計上考慮するこ
と等を求めている。 

高速炉（SFR）の基本的な安全設計方針（３） 

Plant states 

 (considered in design) 

 第4世代国際フォーラム（GIF）の場では、SFRの特徴を考慮するとともに、このIAEA  SSR-2/1

の枠組みを参考にして、更には福島事故の教訓も取り入れながら、SFRの安全設計クライテリ
ア（SDC）及び安全設計ガイドライン（SDG）を策定（後述）。 

将来のSFRの安全アプローチ 
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基本的安全機能に係る安全設計 

緊急に動作する独立2系統の炉停止系 
 作動させる信号回路も独立した設計 
 フェイルセーフ 
 定期的な作動試験 

 止める 
   原子炉停止系（緊急スクラム） 
 冷やす 
   崩壊熱除去系（液位確保と冷却材循環） 
   （既述の通り） 
 閉じ込める 
   原子炉格納系 

 止める  原子炉停止系（緊急スクラム） 
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軽水炉と同様に放射性物質に対する多層の障壁を備えている。軽水炉と異なる点は、 

 １次冷却材としてナトリウムを用い液面はアルゴンガスによるカバーガスに覆われていることから、
３番目のバリアとして原子炉冷却材バウンダリと原子炉カバーガス等のバウンダリの両者をもって
閉じた障壁を形成している 

 ３番目のバリア（原子炉容器等の冷却材バウンダリ）の外側に１次セル（１次冷却系室）を設けて
いる（3+番目）。このセルは、鉄筋コンクリート構造及び漏れたナトリウムとコンクリートの接触を防

止するための鋼製ライナから成り、放射性の１次ナトリウムの漏えい・燃焼に対処するためセルの
雰囲気を窒素にしている。 

 原子炉格納容器は比較的大きく、原子炉格納容器の設計基準事象は１次冷却材漏えい事故や
地震を含んでおり、また合理的に達成可能な限り堅牢に造られている。結果として、炉心崩壊事
故（CDA）に至るような設計基準外事象（BDBE）の負荷にも耐えることができる。 

  

 

 閉じ込める 
   原子炉格納系 



高速炉開発会議 戦略ワーキンググループ （第7回会合） 平成29年12月19日（火） 19 

ナトリウムの化学的活性への対策 
この安全対策の主眼は、以下 

 原子炉（炉心）に直接影響を与えないようにする 

 安全機能を持つ他の系統に影響を波及させず、系統間の分離独立性を維持する 
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漏えい事故を受けた改善 
 総合漏えい監視システムの設置

（セルモニタなど） 

 ナトリウムの緊急ドレン（ドレン
配管の大口径化、ドレン弁の多
重化など） 

 換気空調設備（自動閉止） 

 壁・天井の断熱構造等（湿分放
出の抑制） 

 窒素ガス注入機能 
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ナトリウム・水反応対策 
（蒸気発生器伝熱管破損対策） 

 蒸気発生器における水漏えいによるナトリウム・水反応の影響が直接炉心に及ばないように中間
冷却系（２次主冷却系）が設けられている。 

 水素、カバーガス圧力及び圧力開放板の作動を監視・検知する様々な水漏えい検出系が備えら
れている。 

 発生する水素や水酸化ナトリウム等の反応生成物を収納する容器（水素は点火して水にして大気
に放出）や蒸気発生器の水・水蒸気を系外に放出する等のシステムを設けている。 

設計基準水リーク 
蒸気発生器伝熱管の破損伝
播も考慮して設定しており、最
初のスパイク圧（圧力波）を決
める初期リークは伝熱管１本
の両端破断相当とし、これに
続き伝熱管３本の両端破断相
当の水リークが生じると想定し
ている（残留圧は合計の４本
の両端破断相当の水リークか
ら決まる）。 
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高速炉の安全評価 
 安全評価を行い、事象分類に対応した安全要件（判断基準／許容基準）に照らして、安

全設計の妥当性を検証。もんじゅを例にして、安全評価の内容を示す。 

 設計基準事象（DBE）である「運転時の異常な過渡変化」と［事故］について評価 
 DBEにおいては、燃料の破損を防止できる。ナトリウムの化学反応が炉心に影響を及ぼさない。 

 設計基準外事象（BDBE）の(5)項事象（技術的には起こるとは考えられない事象）の評価 
① 局所的燃料破損事象     ② 1次主冷却系配管大口径破損事象  

③ 反応度抑制機能喪失事象（ATWS（異常時スクラム不作動）） 

(5)項事象の評価に当たってのアプローチ 

 CDAに至るポテンシャルを有する起因事象を選定 

 設計基準外の事象として扱い、特定の設備設計の妥当性評価が目的ではない 

 DBEを超える過酷な事象に対する原子炉施設総体としての耐性及び安全余裕を確認 

 放射性物質の放散が適切に抑制されていることの判断基準は、仮想事故のめやす線量を
参考にする 

 保守的な解析条件（単一故障や外部電源喪失の重ね合せ、条件やパラメータの最悪の組
み合わせ）はとらずに、最もありそうな現実的な事象推移を評価する 

 確率論的安全評価（PSA/PRA） 
もんじゅの詳細設計から建設・試運転段階にかけて適用研究を進めてきた実績（国際的にも初の
本格的な高速炉PSA）がある。IAEA等の国際的な安全目標のレベルを達成していることを確認

するとともに、リスクプロファイル（代表的な事故シーケンスと発生頻度の把握等）を明らかにした。
リスク支配要因を分析することにより設計基準事象を超えた領域におけるリスク低減策を検討し
適宜詳細設計や運転手順に反映してきた。アクシデント・マネジメント（AM）策の整備に活用。 
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フィルター ナトリウムエア

ロゾル、 FP  

格納容器 

排気ファン 

排気筒 

アニュラス循環排気装置 

C/V 

アニュラス 

Guard Vessel of R/V 
Guard 
Vessel 

※ 

PHTS 

Pump 

Reactor 
IHX Vessel 

破損規模: Dt/4~両端完全破断 

ノミナル条件 

現実的な事象推移を評価 

単一故障や外部電源喪失の重ね合せは
仮定しない。 

非安全系の機器の機能にも期待する。 

評価結果：  

燃料は全炉心の数％が損傷するものの、炉心は
大きな損傷に至ることなく冷却され、公衆に著しい
放射線被ばくのリスクを与えることはない。 
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ナトリウム火災と放射性物質の影響 
窒素雰囲気セルと格納容器の健全性を評価 
スプレーとプールの火災を考慮 
エアロゾル挙動解析 

環境中への放射性物質の放出量と被ばく線
量を計算 

入口配管の大口径破損 

1次主冷却系配管大口径破損事象 
配管破断 Loss of Piping Integrity (LOPI) 

(5)項事象の評価 



高速炉開発会議 戦略ワーキンググループ （第7回会合） 平成29年12月19日（火） 24 

反応度抑制機能喪失事象（ATWS（異常時スクラム不作動）） 

対象事象はULOF及びUTOP 
CDAに至り機械的エネルギー（energetics）が発生し
ても原子炉冷却材バウンダリ及び格納バウンダリの
健全性は維持され、溶融燃料のデブリは原子炉容器
内で冷却・保持され、放射性物質の放散は適切に抑
制される。 

ULOFの事象進展のシナリオ 
 ノミナルケースの場合は大きな機械的エネルギー

を放出することなく遷移過程に入る。 

 起因過程における保守的なケースでは330MJの

機械的エネルギーが発生するが、一方原子炉容
器の健全性は500MJのエネルギーに対して維持
される。 

 遷移過程における再臨界による機械的エネル
ギーは上記起因過程での330MJ を下回る。 

 事故後崩壊熱除去は達成され、炉心物質は原子
炉容器内に保持される。 

 原子炉格納容器は、原子炉容器のプラグのギャッ
プを通して噴出したナトリウムのスプレイ燃焼によ
る圧力上昇に耐え健全性は維持される。 

(5)項事象の評価 
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将来高速炉の安全基準の策定 

 2030～2040年代の実用化を念頭に、安全性・信頼性・経済性等に優れた次世代炉として有望な
６つの炉概念を選定（GFR, LFR, MSR, SFR, SCWR, VHTR） 

 GIFにおける最上位安全基準等 

 ロードマップ (2002) ー第4世代炉の安全性と信頼性に関する目標の設定 

 Basis for the Safety Approach (2008)ー炉型によらない安全構築の基本概念の提示 

 SFR System Research Plan (SRP) (2007)ーナトリウム冷却高速炉(SFR)の設計要求の概要 

 SFRの安全設計クライテリア(GIF-SDC)及び安全設計ガイドライン（SDG）の策定 

 日、仏、米、露、中、韓、EUのSFR開発者が参加して策定（議長国として日本が主導） 

 GIF参加国のみならず、インドもSDC/SDGに注目している 

 安全設計クライテリア(GIF-SDC) 

 2011年から整備開始、2013年GIF政策会合で承認、国際レビュー開始 

 各国の規制機関（米NRC、仏IRSN、中NNSA等）と国際機関（IAEA等）に送付され、フィード
バックが得られている。 

 安全設計ガイドライン（SDG） SDCを実際の設計ヘ適用する際の解説書 

 安全アプローチSDGは2016年4月国際レビュー開始、系統別SDGは作成作業中 

 安全アプローチSDGは、OECD/NEAのCNRA/CSNI（原子力規制活動委員会-原子力施設
安全委員会）におけるGSAR（Ad-Hoc Group on the Safety of Advanced Reactors）におい
て、レビューが行われている。 

 

 

 

 

第4世代原子炉に関わる国際フォーラム(GIF)を中心とした活動 
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レビュー&フィードバック 

IAEA 
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SDC/SDGに関連する国際的枠組み 

SDC 

SDG 

GIF SFR開発国 
第4世代SFR 

開発者側 

国際機関・ 

規制関連機関等 

MDEP 

構築 

SFR安全性 
ワークショップ 

IAEA 

各国規制 

関連機関 

OECD/NEA GSAR 

SFR開発国 

構築段階から積極
的な関与 
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  第4世代SFRの安全設計クライテリア（SDC） 
 

 受動 
安全 

高温 
構造 

安全目標 
基本的安全アプローチ 

 
安全原則を要件化 

SFRの一般的特徴に基づく基本的要求 
例：受動的な炉停止系及び崩壊熱除去系 

  第4世代SFRの安全設計ガイドライン（SDG） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

冷却 
材系 

 
 

格納 
系 

 
 

炉心反応度関連対策 
崩壊熱除去関連対策 

第4世代炉共通の安全原則 

例：緊急時退避の必要性を回避 
例：DiD第4レベル対応・受動的特性活用 

炉心 
系 

 
 

各国の規格・基準類 

他 

Na水反
応対策 

Na火災
対策 

燃料 
など 

*炉停止失敗系事象, **除熱失敗系事象 

安全設計クライテリアを解説 
 2層構造で構築（各国設計例も参考とする） 

 安全アプローチSDG 

      ATWS*対策、LOHRS**対策、他 
 

 系統別SDG 

     SDC及び安全アプローチSDGの実現 

     方策・設計条件・考慮すべき事象 
 

 SDCの設計要件を具体的に定め、 

SDCを実現するための推奨事項をまとめ、 

SDCを設計に適用する際の手引きとなる。 

 SDC/SDGの安全基準の階層上の位置付け 

Passive safetyの活用 
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GIF-SDC 

具体化 高速炉の特徴 

 炉心特性 

 ナトリウム冷却材 

 高温・低圧系 等 

高
速
炉
の
特
徴
を 

踏
ま
え
た
要
求 

GIFにおける最上位安全基準等 

 安全目標(2002)、基本的方策(2008) 

 深層防護レベル４
対応の強化 等 

第4世代高速炉と
しての高い安全性 

 日本国政府報告書 

 NISA技術的知見 等 

福島第一事故の経験の反映 

IAEA SSR2/1 

全体構成 

深層防護の定義 

プラント状態の定義 

全
体
構
成
・ 

用
語
等
定
義 

参考とした軽水炉安全要求 

SDCへ反映すべき 

事項の摘出 
個々のクライテリアの 

考え方と適合条件の具体化 

外
部
事
象 

対
策
強
化 

学会委員会の 

主要成果 
反映 

 原子力安全委員会 

 原子力安全・保安院（NISA） 

 IAEAギャップ分析 等 

国内外の規制動向 

安全設計クライテリア(SDC)の検討フロー 
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深層防護と設計拡張状態 
 深層防護（DiD)概念の適用 
 GIFの安全目標「敷地外緊急時対応の必要性を排除」の達成 
 ⇒ DiD第４レベルである「設計拡張状態（DEC）」に対する設計強化 
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深層防護 (IAEA) 

レベル１：異常発生防止 

レベル２：異常の制御と検出 

レベル３：事故の制御 

レベル５：放射性物質放出時の影響緩和 

冷却材 
漏えい 

制御棒 
誤引抜 

１ 次 ポンプ 
停止 ・・・・ 

異常検出及び原子炉・プラント制御系 

安全設備 
原子炉 
停止系 

液位 
確保系 

格納系 
（コンファインメント） 

崩壊熱 

除去系 

想定事象 

レベル４：過酷状態の制御 
（事故進展防止と過酷事故影響の緩和） 

炉心損傷防止 

炉心損傷の 
影響緩和 

設 計 

設計拡張状態 

サイト外活動 

（敷地外緊急対応を実質不要とする） 

安全設備の機能拡張 

あるいは代替手段確保 

格納機能確保 

格納機能喪失要因の 抑制対策 

受動的な炉停止
と崩壊熱除去 

原子炉容器内 

事象終息 

Built-inでの安全機能を要求 

著しい放射性物質放出を実質的に排除 

* 

* 

*：SDGで解説 



高速炉開発会議 戦略ワーキンググループ （第7回会合） 平成29年12月19日（火） 30 

 全体構成 第1~2章： 背景、目的、クライテリア策定方針など 

  第3~6章： クライテリア本文、及び、付随するパラグラフ 

 SDC本文 

 設計における安全の管理      (Criteria 1-3)  

 主要な技術クライテリア         (Criteria 4-12) 

 全般的プラント設計               (Criteria 13-42) 

– 設計基準(内部/外部ハザード等)、安全評価 

 具体的なプラント系統の設計 (Criteria 42bis-82) 

– プラント設計全般、炉心、冷却材系、格納系、計装制御系、 

非常用電源供給、支援系及び補助系、動力変換系など 

 IAEA SSR 2/1（全82要件）との相違点 

 SDC(全83要件)：変更20、追加  2、削除１、変更なし60 

– 追加）ナトリウム冷却高速炉のプラント設計全般、ナトリウム予熱系 

– 削除）ECCS 

安全設計クライテリア（SDC）レポート 
第4世代炉の安全性（受動安全特性活用） 

基本構成はSSR2/1を参考 

SFR特有の系統・機器を充実化 

東京電力福島第一発電所事故教訓の反映 
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SDCの事例（1/2） 
クライテリア7: 深層防護の適用 

原子力発電所の設計では、深層防護を採用しなければならない。深層防護のレベルは、実行可能
な限り独立していなければならない。 
放射性物質の著しい放出を実質的に排除するため、DiDレベル４が強化され、重大な炉心損傷と
燃料取扱および貯蔵中における深刻な燃料破損の防止及び影響緩和のための関連する安全設
計が組み込まれなければならない。 

– 4.11 設計 (a) – (f)... 
» (g)安全性と信頼性を確保するため、原子炉停止や冷却に関して受動的な安

全機能を取り入れることの利点について、十分に考慮しなければならない。 

クライテリア20: 設計拡張状態 
設計拡張状態は、許容できない.... 事故の防止もしくは緩和に関する現実的な対策のために、使用
しなければならない。 
著しい放射性物質の放出を実質的に除外するため、炉心損傷を伴う重大な事故の発生防止及び
/又は影響緩和を行い、格納機能を確保しなければならない。また、燃料取扱及び貯蔵中におけ
る著しい放射性物質の放出を生じるような事故の防止及び/又は緩和がなされなければならない。 
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実質的に回避（除外）： Practical Elimination 
早期又は大規模な放射性物質の放出をもたらし得る特定の状態で、かつ受諾できる条件での
設計対処が為し得ない状態は、実装された設計対策により実質的に回避しなければならない。
このような状態は、設計上の特徴により物理的に発生不可能か、あるいは高い確信度で発生
可能性が極めて低いということが実証されなければならない。 
実質的に回避すべき状態は残余のリスクの一部である。 
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SDCの事例（2/2） 
クライテリア42bis）プラントシステム全体 
炉心が最大反応度体系でないため、炉心の形状変化により正の反応度印加が生じる

可能性を考慮した設計 
Naボイド反応度が炉心中心領域で正でありうるため、Na沸騰やガス巻き込みにより正

の反応度印加が生じる可能性を考慮した設計 

クライテリア44）原子炉炉心の構造性能 
過度な反応度変化を生じない炉心形状が維持される設計 
制御棒挿入性の確保 

クライテリア４６）原子炉の停止 
少なくとも2つの多様かつ独立した系統 
設計拡張状態において重大な炉心損傷防止のため、受動 
 的、あるいは固有安全特性による原子炉停止能力の確保   

 対応例 (JSFR)： 受動的機能として、後備炉停止系に 
SASS（温度変化に伴う電磁石の保持力 
低下を活用した制御棒切り離し機構） 

クライテリア44）原子炉炉心の構造性能 
設計拡張状態での著しい炉心損傷時における 
再臨界に伴う大規模な機械的エネルギー放出 
を防止する設計 
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安全アプローチSDGレポート 

1. はじめに 
 1.1. 背景及び目的 
 1.2. 安全設計ガイドラインの開発スコープ 
2. 対象となるSFRシステムの主な特性 
3. 全般的なアプローチ 
 3.1. 設計上の考慮する範囲と残余のリスク 
     3.1.1. 設計上考慮すべきプラント状態 
     3.1.2. 残余のリスクと実質的回避されるべき事故状態 
  3.2. 通常運転、運転時の異常な過渡事象及び設計基準事故に

対するアプローチ 
  3.3. 設計拡張状態に対するアプローチ 
  3.3.1. 設計への適用 
  3.3.2. 設計拡張状態に対する想定事象 
  3.3.3. ナトリウム冷却高速炉の安全特性の活用 
 3.4. 設計拡張状態に対する設計上の考慮事項 
  3.4.1. 運転時の異常な過渡変化時のスクラム失敗事象

（ATWS） 
  3.4.2. 除熱喪失系事象（LOHRS） 
    3.4.3. 原子炉液位低下事象（LORL） 
  3.4.4. DEC対策に考慮すべき条件 

 受動安全・固有安全を活用した原子炉停止と崩壊熱除去（DEC対応） 

 原子炉容器内事象終息（IVR） 

 “崩壊熱除去の完全機能喪失” 及び ”液位低下による炉心露出”を 

回避（PE）するための設計方策 

 3.5. 実質的回避すべき事故状態 
  3.5.1. 設計への適用 
  3.5.2. 実質的回避されるべき事故状態の特定 
  3.5.3. 実質的回避のための設計上の考慮事項 
  3.5.4. 実質的回避の実証性確立のための原則  
4. 安全設計クライテリアの適用に関するガイドライン 
 4.1. 反応度に関する事項 
  4.1.1. 炉心損傷の発生防止 
  4.1.2. 炉心損傷の影響緩和 
 4.2. 除熱機能に関する事項 
  4.2.1. 冷却材からの炉心露出の防止 
  4.2.2. 設計基準事故に対する崩壊熱除去 
  4.2.3. 設計拡張状態に対する崩壊熱除去 
 4.3. 想定事象及び設計限界 
  4.3.1. 運転時の異常な過渡事象及び設計基準事故 
  4.3.2. 設計拡張状態 
 4.4. 試験性 
 4.5. 実証性 
5. 安全設計クライテリアにおける技術的ポイントの明確化及び定量化 
 5.1. ナトリウム冷却高速炉の反応度特性 



高速炉開発会議 戦略ワーキンググループ （第7回会合） 平成29年12月19日（火） 34 

系統別SDGの要点項目 

炉心系 

炉心燃料の健全性 
① 高温、高内圧、高照射環境に耐える燃料設計 

② 炉心冷却性を確保するための炉心設計 

反応度制御 

③ 能動的炉停止 

④ 受動的炉停止または固有反応度特性の活用 

⑤ CDA時の過大なエネルギー発生防止と原子炉容器内保持冷却 

冷却材系 

機器の構造健全性 ⑥ 高温・低圧条件に耐える機器設計 

１次冷却材系 
⑦ カバーガスとそのバウンダリ 

⑧ 液位確保対策 

Na化学反応対策 
⑨ ナトリウム漏えい燃焼対策 

⑩ ナトリウム-水反応対策 

崩壊熱除去 
⑪ 自然循環の活用 

⑫ 信頼性確保（多様性・多重性） 

格納系 
格納バウンダリ ⑬ 中間冷却材系の有する機能 

設計概念と負荷要因 ⑭ 格納バウンダリの形成と荷重 

第4世代SFRとして特徴的で重要な14の事項を抽出し、それらを中心にガイドラインを展開 
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出
力

ま
た

は
温

度
 

1.0 

時 間 

～数分 数時間～数十時間 

炉停止失敗系（ATWS） 

除熱失敗系 

（LOHRS） 

高出力状態（定格の100倍程度）での
炉心溶融（原子炉冷却材バウンダリは
健全性を維持） 

崩壊熱（定格の1％程度）で炉心が露出後溶融 

（原子炉冷却材バウンダリの破損もしくは冷却材沸騰喪失） 

系統温度 

出力 

出力または炉心温度 
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事象推移は、ATWSとLOHRSで大きく異なるため、それぞれの事象の特徴
に応じた対策が必要 

炉心損傷事故の特徴 

ATWS系：短時間で炉心損傷の可能性 

LOHRS系：時間余裕大 
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ATWS系DECへの要件 

損傷炉心のIVRを達成 

   SFRの特徴： 

   炉停止に失敗すると短時間で炉心損傷に至り、炉心の再臨界ポテンシャル
が顕在化する恐れがある 

    
   ATWS系DECに対する要件： 

    ・炉心損傷防止：受動的な炉停止機能
又は固有の反応度フィードバック特性
を活用した出力低減機能を備え、炉
心損傷を回避して炉停止できること 

    ・格納機能確保：炉心損傷を想定しても、 
原子炉冷却材バウンダリの機械的破
損を防止し、損傷炉心の冷却保持対
策を十分講じること（IVR） 
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LOHRS系DECへの要件 

炉心損傷を防止しIVR達成 

 

   SFRの特徴： 

   Na沸騰までの温度上昇余裕が大きく炉心損傷に至るまでの時間余裕が大、
また、高い自然循環能力を有し、静的機器による液位維持が可能 

    

   LOHRS系DECに対する要件： 

    ・炉心損傷防止： RVとGVの信頼性を確
保して炉容器液位を確保（LORL防止）
するとともに、崩壊熱除去系の機能強
化や独立性の高い代替手段により冷
却性を維持（PLOHS防止）して、炉心損
傷を実質回避すること 

代替除熱手段 
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各国の安全設計概念（炉心反応度特性） 

ASTRID（仏） JSFR（日） BN1200(露） PGSFR(韓） PRISM(米） 

出 力 600MWe 750～1500MWe 1200MWe 150MWe 311MWe 

燃料の種類 酸化物燃料 酸化物燃料 窒化物（酸化物） 金属燃料 金属燃料 

炉心形式 
上部ナトリウムプレナム 

軸非均質、非均等高さ 
均 質 

上部ナトリウムプレ

ナム付 
均 質 均 質 

ASTRIDのCFV炉心 

 

• JSFRではボイド反応度を6ドル未満に制限→冷
却材温度係数は正（出力／流量比係数は正） 

 

• ASTRID、BN1200では実効的なボイド反応度を

ゼロまで低減して、冷却材温度係数を低減ないし
負としている。制御棒軸伸び反応度等を考慮する
ことで、出力／流量比係数は負となりうる。 

 

• 小型金属燃料炉心のPGSFRとPRISMでは、ボ

イド反応度は正だが、運転時の燃料温度が低く、
出力低下時に投入される正のドップラ反応度が
小さい。炉心径方向膨張反応度等を考慮するこ
とで、出力／流量比係数は負となりうる。 

 

Plénum sodium 

Zone fissile interne (U,Pu)O2 

Zone fissile interne (U,Pu)O2 

Plaque fertile (UO2) 

Couverture fertile (UO2) 

Zone fissile  

externe 
(U,Pu)O2 

Protection neutronique en B4C 

Axe c œ ur  

内側燃料

内側燃料

外側燃料
内部ブランケット

下部軸ブランケット

ナトリウムプレナム

ナトリウムボイド反応度低減
を狙った非均質炉心 
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各国の安全設計概念（反応度制御） 
ASTRID（仏） JSFR（日） BN1200(露） PGSFR(韓） PRISM(米） 

原子炉停止系 RBCとRBDの2系統 
主炉停止系と後備炉

停止系の2系統 

主炉停止系と後

備炉停止系の2系

統 

主炉停止系と後備炉停

止系の2系統 

受動的炉停止機構 

流体圧浮遊式， 

キュリー点切離機構（内部

設置型、RBDに設置） 

キュリー点切離機構

（後備炉停止系に設

置） 

流体圧浮遊式， 

温度応答式 

熱膨張切離機構
（後備炉停止系に

設置） 

キュリー点切離機構（後

備炉停止系に設置） 

ガス膨張機構 

温度感知合金のキュリー点温度での磁性
変化を利用して受動的に制御棒を挿入

後備炉停止系の制御棒切り離し部に設置

鉄芯

コイル

鉄芯

保
持

力
（Ｎ

）

温度（℃）

誤落下防止領域 切離れ領域

吸着状態 切り離し状態

SASS :Self Actuated Shutdown System 

温度感知合金
(Ni-Co-Fe)

電磁石

吸着面

燃料集合体

制御棒

駆動軸

誤落下防止
温度

切離れ
温度

誤落下防止保持力

切離れ保持力

キュリー点電磁石による制御棒切離機構 

流体圧浮遊式制御棒 

ガス膨張機構 
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各国の安全設計概念（崩壊熱除去設備） 

DRACS:原子炉容器内設置型 PRACS:一次系内設置型 NC:自然循環 FC:強制循環 

Third heat removal system 

through reactor vessels for 

severe accidental conditions

- Oil coolant

- Water heat sink

2 diversified in-vessel decay 

heat removal systems

- Passive in the hot reactor 

plenum (3 trains x66%)

- Active in the cold reactor 

plenum (2 trainsx100%)

- Na coolant
- Air heat sink

ASTRIDの崩壊熱除去設備 

ASTRID（仏） JSFR（日） BN1200(露） PGSFR(韓） PRISM(米） 

受動的な崩壊熱除去

機能（自然循環除熱） 

DRACS(NC)x3 

+ 

DRACS(FC)x2 

DRACS(NC) 

+ 

PRACS(NC)x2 

DRACS(NC)x4 
DRACS(NC)x2 

+ 
 DRACS(FC+NC)x2 

GV外面冷却 

（大気冷却） 

代替除熱系統の設置 GV外面冷却 独立ループ型 (不明) 
GV外面冷却（大気

冷却） 

蒸気発生器外面

冷却 
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各国の安全設計概念（崩壊熱除去設備） 
ASTRID（仏） JSFR（日） BN1200(露） PGSFR(韓） PRISM(米） 

受動的な崩壊熱除去

機能（自然循環除熱） 

DRACS(NC)x3 

+ 

DRACS(FC)x2 

DRACS(NC) 

+ 

PRACS(NC)x2 

DRACS(NC)x4 
DRACS(NC)x2 

+ 
 DRACS(FC+NC)x2 

GV外面冷却 

（大気冷却） 

代替除熱系統の設置 GV外面冷却 独立ループ型 (不明) 
GV外面冷却（大気

冷却） 

蒸気発生器外面

冷却 

DRACS:原子炉容器内設置型 PRACS:一次系内設置型 NC:自然循環 FC:強制循環 

次世代SFRの崩壊熱除去設備 

配管等の二重破損時の原子炉ナトリウ
ム液位低を考慮したDRACS

空気冷却器

PRACS

原子炉容器

主循環ポンプ
/IHX

PRACS：1次系共用型炉心冷却系
DRACS：直接炉心冷却系
ACS： 補助炉心冷却系

2次ナトリウム

DRACS

ACS

代替冷却材系はメイン
ループから独立

RVとGVの
二重破損防止

アクシデントマネジメント(エアーダン
パの手動操作、代替電源)の適用

高低差により自
然循環力を確保
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各国の安全設計概念（崩壊熱除去設備） 

DRACS:原子炉容器内設置型 PRACS:一次系内設置型 NC:自然循環 FC:強制循環 

PRISMの崩壊熱除去設備 

ASTRID（仏） JSFR（日） BN1200(露） PGSFR(韓） PRISM(米） 

受動的な崩壊熱除去

機能（自然循環除熱） 

DRACS(NC)x3 

+ 

DRACS(FC)x2 

DRACS(NC) 

+ 

PRACS(NC)x2 

DRACS(NC)x4 
DRACS(NC)x2 

+ 
 DRACS(FC+NC)x2 

GV外面冷却 

（大気冷却） 

代替除熱系統の設置 GV外面冷却 独立ループ型 (不明) 
GV外面冷却（大気

冷却） 

蒸気発生器外面

冷却 
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我が国の規制基準の整備に向けて 

  我が国の発電用のナトリウム冷却高速炉の規制基準は整備途上にあるた
め、今後の次期炉の研究開発と歩調を合わせて、規制基準の整備を進める
必要がある。 

 深層防護の徹底、シビアアクシデント対策の考慮、自然現象等による共通
要因故障対策の強化といった発電用軽水炉の新規制基準の基本的考え方
に対応する必要があるが、それらを達成するための性能要求／機能要求に
係る基準については、ナトリウム冷却高速炉の特徴に応じた内容とする必
要がある。（もんじゅを念頭にした研究開発段階炉基準については、原子力
学会等からの提言があり、これらも参考とすべき。） 

 GIFで検討が進められているSDC/SDGは、開発者の立場からの提案である
が、規制側にも提示し意見も取り入れつつ、世界標準を目指した安全設計ク
ライテリア・ガイドラインであり、参考とすべき。（米国NRCでは、規制ガイドと
してSFRの設計クライテリアを策定中であるが、そこでは、GIFのSDC/SDGを
参照している。） 

 規制基準の根拠を与える安全研究を推進することが重要。 

 安全規制との関りについて 
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米国NRCにおける新型炉安全基準策定の動向 

 米国では、多くの企業が様々な新型炉の設計を進めており、産業界の関
心が高まっている。 

 米国NRCは、DOE-NRCのジョイントイニシアチブでの検討を経て、新型
炉（非軽水炉）の安全基準策定のためのガイダンスのドラフト版を2017年
2月に公開。（2018年に正式発効予定） 

US NRC, DRAFT REGULATORY GUIDE DG-1330, GUIDANCE FOR DEVELOPING PRINCIPAL DESIGN CRITERIA FOR 

NON-LIGHT WATER REACTORS, February 2017  

 本ガイダンスは、既存の軽水炉
を対象とした設計基準である
GDC（General Design Criteria）
の新型炉版を策定するための
ものであり、新型炉一般を対象
とするARDC（Advanced 
Reactor Design Criteria）に加
え、ナトリウム冷却高速炉版
（SFR-DC）とモジュラー高温ガ
ス炉版（mHTGR-DC）が策定さ
れている。 
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 本ガイドラインの目的は、様々なタイプの新型炉の申請に備えて、あらか
じめ規制側からガイダンスを提示することで、許認可プロセスの不確かさ
を軽減すること。 

 現状は、通常運転状態、異常な過渡変化及び想定事故を対象としており、
シビアアクシデント対策については対象外となっている。 

 新型炉では、安全とセキュリティ機能を遂行するため、安全裕度の向上
に加えて、シンプル、固有、受動的または他の革新的手段を用いるべき
としている。 

 国際的な基準との調和を標榜しており、対象組織としてIAEAの革新的原
子炉と燃料サイクルに関するプロジェクト（INPRO）及びGIFを挙げている。
特に、SFR-DCについては、GIFのSDC/SDGを参照している。 

 PRISM、CRBRP、SAFER等過去のNRCにおける許認可活動の実績が考
慮されている。 

米国NRCにおける新型炉安全基準策定ガイダンス 
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安全研究の推進 

 シビアアクシデント対策を含めた安全設計を構築していくためには、事故時
の現象を把握し解析ツールの根拠となる実験データを取得することや、燃料
の破損限界などの判断基準を定めることを含めた安全研究が不可欠である。
軽水炉の分野では、原子力安全委員会において安全研究が行われ、安全
審査にあたっての基準が整備されている。 

 安全研究の情報はデータベース化して、中立性に配慮しつつ、開発側と規
制側で共有できるようにすべきである。 

 かつては、原子力安全委員会の指導のもと、ナトリウム冷却高速炉の安全
研究が展開されていたが、そのような活動が失われている。 

 

◎次期炉に向けて 

規制基準構築と安全研究推進のためには 

開発側と規制側の対話が重要である。 
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 SFRの安全設計について、「もんじゅ」における状況を振り
返りつつ、将来炉の考え方を示した。 

 

 SFRの特徴を十分理解し、それを踏まえて、不利な点の影響

を高い確信度をもって抑え込みつつ、特長を最大限に生かし
切ることが最も重要。 

 

 将来炉の安全設計の考え方の特徴 
 

深層防護の進化、特に第4層の強化、設計への取り込み 

原子炉停止及び崩壊熱除去へのPassive Safety Featureの活用 

炉心損傷事象に対しても再臨界による厳しい機械的エネルギー発
生を防止して、原子炉容器内で事象終息 （再臨界回避方策） 

自然循環を活用した多重・多様な冷却手段を確保し、除熱機能の
全喪失を実質回避 

 まとめ（1/2）  
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 まとめ（2/2） 

 次期炉に向けた安全性向上の取り組みとして、GIFの
SDC/SDGをはじめとした国際的な安全基準整備とこれに
適合する安全設計及び評価技術を獲得することが重要。 

 
 GIFのSDC/SDGの策定は日本が主導して進めてきているが、国際

的な安全基準策定には、引き続き日本が主体的に取り組んでいくべ
き。 

 

 「もんじゅ」までの技術と経験の蓄積により、設計基準事故に対する
設計評価技術が確立されるとともに、シビアアクシデントに対する格
納性も評価できるようになってきており、これらを活かしていくべき。 

 

 次期炉の開発と並行して、我が国のSFR用の規制基準を整
備していく必要がある。その根拠を与える安全研究の推進
も重要。これらを効率的に進めるためには開発側と規制側
の対話が重要。 


