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○ 原子力政策大綱＇抜粋（【平成１７年１０月閣議決定】

・２０３０年前後から始まると見込まれる既設の原子力発電施設の代替に際しては、炉
型としては現行の軽水炉を改良したものを採用する。原子炉の出力規模はスケール
メリットを享受する観点から大型軽水炉を中心とする。

・高速増殖炉サイクルの適切な実用化像と２０５０年頃からの商業ベースでの導入に至
るまでの段階的な研究開発計画について、２０１５年頃から国としての検討を行う。軽
水炉核燃料サイクル事業の進捗や「もんじゅ」等の成果に基づいた実用化への取組
を踏まえつつ、ウラン需給の動向等を勘案し、経済性等の諸条件が整うことを前提
に、２０５０年ころから商業ベースでの導入を目指す。

○ エネルギー基本計画＇抜粋（ 【平成２２年６月閣議決定】

・我が国は、２０３０年前後に見込まれる既設炉のリプレース需要の本格化に対応し、
安全性・経済性・信頼性等に優れた国際競争力のある次世代軽水炉の開発に、官民
一体となって取り組んでいる。これまで行ってきた概念設計検討、要素技術開発等を
踏まえ、次世代軽水炉の円滑な開発・導入を促進する。

・高速増殖炉の研究開発については、２０２５年頃までの実証炉の実現、２０５０年より
前の商業炉の導入に向けて、引き続き、経済産業省と文部科学省が連携して研究開
発を推進する。

Ⅰｰ１．施策の目的、政策的位置付け①

原子力発電に係る技術に関する施策は、実際のプラント開発やそれに用
いる技術の研究開発の実施を通じて技術・産業・人材の厚みを維持・強化し、
原子力発電技術や産業の維持発展を図っていくことを目的としている。



●原子力は、供給安定性と経済性に優れた低炭素電源であり、基幹電源として利用を着実に推進
・原子力発電所の新増設を、２０２０年までに９基、２０３０年までに、尐なくとも１４基以上
・設備利用率を、２０２０年までに約８５％、２０３０年までに約９０％＇世界最高水準の設備利用率（
●「中長期的にブレない」確固たる国家戦略として、核燃料サイクルを着実に推進
●世界のエネルギー安定供給等への貢献、技術・人材基盤の強化等の観点から、原子力産業の国際展開を推進

新増設・リプレース、設備利用率の向上等

＇新増設・リプレース、設備利用率向上等（

●廃止措置等も踏まえた計画的な新増設・リプレー
スの実施と、そのための投資環境の整備。
●広域運営の推進、出力向上への取組

●設備利用率の向上には、安全安定運転が基本。
事業者による自主保安活動等の推進、新検査制
度の下の長期サイクル運転、運転中保全の実施
●事業者間でのベストプラクティスの共有等

●熟練技術を持つシニア人材を活用するなど、原
子力の人材育成を充実

●エネルギー供給構造高度化法の判断基準を通じ
利用率向上や新増設等を推進することを検討

＇次世代軽水炉等の技術開発（

●国、事業者、メーカーが、次世代軽水炉を有力な
候補と位置づけた導入見通しを本年度中に示す

核燃料サイクルの早期確立等

＇核燃料サイクルの早期確立（

●六ヶ所再処理工場の円滑な竣工・操業開始に向
け、関係者が連携し、残された技術課題の解決に
取り組む

●中長期的な課題である使用済燃料の貯蔵容量
拡大に向け、広く対応策を検討

●プルサーマルの計画通りの実施のため、地元理
解活動等の取組を推進

●高速増殖炉サイクルの実用化に向け、本年度中
に革新技術の採否判断を行うとともに、進捗に応
じた研究開発プロジェクトの進め方等を検討
＇高レベル放射性廃棄物処分の取組強化（

●早期の文献調査着手に向け、全国・地域レベル
で国民との相互理解を進めるため、ＮＵＭＯや
事業者等と連携し広聴・広報活動を充実

国際的課題への対応

●エネルギー基本計画改訂
●成長戦略との連携

目指すべき姿

＇原子力産業の国際展開（

●米欧＇特に米国（については、公的金融支援等を
活用しながら、新規建設等を積極的に支援

●中国については、資機材の輸出を支援。インドと
は原子力政策について意見交換や情報交換を進
める。

●新規導入国市場については、システム輸出として、
建設等から法整備まで含めた一体的な対応を推
進。
①電力会社を中心とした一元的な受注体制を構築、
②日本貿易保険のリスク補完機能を強化、
③新規導入国での制度整備を支援、
④原子力関連の貿易投資環境を一層整備
●原子力協定の戦略的かつ迅速な締結
＇核不拡散・原子力安全等に向けた環境整備（

●平等な競争条件の確保や核不拡散・安全等を軽
視した価格競争の防止のため、国際的な場での取
組を強化するとともに、安全面でのＩＡＥＡの機能を
強化

●我が国のＣＳＣへの参加とそれによる原子力損害
賠償の国際的枠組構築に向けた取組を検討

●核燃料供給保証や使用済燃料の取扱いに関する
国際的枠組みづくりの議論に主体的に取り組む

●広聴広報について、立地地域住民との「信頼関
係の構築」により重きを置き、双方向性を強化。

●地方自治体との間で、原子力の政策的重要性の
共有を深める。国、地方自治体及び事業者との
関係について、より望ましい関係の構築を目指
す

●国の原子力広聴・広報のあり方を検討（国がよ
り前面に出て双方向性を強化、事業の波及効果
の向上等）

●電源立地交付金の更なる改善（新増設・リプレ

ース等の促進、発電電力量への傾斜配分等）

●本年２月の原子力安全・保安部会報告書（原子
力安全規制に関する課題の整理）に沿って必要
な取組を実施。

●運転中保全について、安全性への効果と影響、
リスク情報の活用の考え方等の整理を含め、検
討を速やかに進める。

●安全規制の効果的な実施、規制課題への取組の
推進等のため、規制当局と産業界が、コミュニ
ケーション・対話の充実に向けた取組を深化

●個別安全審査等について、規制プロセスの途中
段階におけるコミュニケーションの拡充を検討

立地地域住民や国民との相互理解の促進
と立地地域における地域振興

科学的・合理的な安全規制の充実への対応

●事業者等のウラン鉱山開発を積極的に支援する
ため、＇独（日本貿易保険による海外投資保険の
リスクカバー範囲の拡大を検討

●国は、事業者等による海外の濃縮事業者との連
携など濃縮分野の取組の強化を、＇独（日本貿易
保険等を活用して積極的に支援

ウラン燃料の安定供給に向けた取組強化

Ⅰｰ１．原子力発電推進行動計画＇平成22年6月（＇施策の目的、政策的位置付け②（
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再処理工場
＇青森県六ヶ所村（

ＭＯＸ燃料工場

中間貯蔵施設

ＭＯＸ燃料

原子力発電所
＇軽水炉（
＇全国53基（

使
用
済
燃
料

高
速
増
殖
炉
使
用
済
燃
料

原子力発電所
＇高速増殖炉（

高速増殖炉用
再処理工場
＇研究開発中（

ウラン・プルトニウム
混合燃料

ウラン・
プルトニウム

ウラン・
プルトニウム

高速増殖炉用
燃料工場

＇研究開発中（

プルサーマル

高レベル放射性廃棄物

ウラン
鉱山

燃料製造
工程

＇濃縮等（

ウラン燃料

天然ウラン
鉱石

（地点公募中）

高レベル放射性廃棄
物処分施設

軽水炉
サイクル
［現在］

高速増殖炉
サイクル
［将来］

＇高速増殖炉（

Ⅰｰ１．核燃料サイクルにおける位置づけ＇施策の目的、政策的位置付け③（

・発電用新型炉＇ＦＢＲ（
等技術開発事業・革新的実用原子力技術開発事業

・次世代軽水炉等技術開発事業

・全炉心混合酸化
物燃料原子炉＇フ
ルＭＯＸ炉（施設
技術開発事業

・戦略的原子力技術利用高度化事業



Ⅰｰ２．原子力発電に係る技術に関する施策・事業の全体像

2010 2015＇年度（

発電用新型炉＇ＦＢ
Ｒ（等技術開発事

業
＇期間：H19～H27（

革新的実用原子力
技術開発事業

＇期間：H12～H25（

次世代軽水炉等技
術開発事業

＇期間：H20～H27（

全炉心混合酸化
物燃料原子炉＇フ
ルＭＯＸ炉（施設
技術開発事業
＇期間：H8～H23（

戦略的原子力技術利
用高度化事業

＇期間：H21～H23（

炉の開発

国際協力も視野に入
れた革新技術開発

部材・部品の高
度化技術

フェーズ１：
実証炉の概
念検討

フェーズ２：実証炉の概念設計等

概念設計
検討等

・2025年頃には主だった技術を導
入したプレ次世代軽水炉を実現

・2030年頃には、次世代軽水炉を
実現

公募事業＇以下の５件を採択（
・６５０ｔ鋼塊製造技術開発

・超大型蒸気発生器技術開発
・主蒸気安全弁実用化開発

・非常用炉心冷却システム用ポンプ実用化開発
・原子炉大型構造部材製造技術開発

・2025年頃の実証炉
の実現

・2050年より前の商
業ベースでの導入

2014年にフルＭＯＸ炉＇青森県大間原
子力発電所（が運転開始予定

２０１５年頃にＦＢＲサイ
クルの実用化像を提示
するため、実プラント技
術に関する研究開発を

実施。

２０１５年までの基本
設計の終了を目指
し、プラント概念等の
研究開発を実施。

＜事業概要＞

原子力のコア部材等
の最先端技術の実用
化のための技術開発

を実施。

国からの委託によりＪＡＥＡが研究開発を実施

要素技術開発等

フルＭＯＸ炉に必要と
なる技術開発を実施す
るとともに、特性試験を
実施し、技術を確立。

国際協力の下、研究開
発が実施されている革
新的な革新的原子炉
の技術開発を実施

2011 2012 2013 2014

新規に開発した
部材等を次世代
軽水炉等に活用
することも可能

民間の開発を一部補助＇５０％（

民間の開発を一部補助＇50%（

民間の開発を一部補助

次世代軽水炉はフル
MOXにも対応してお
り、成果を活用可能

・電磁ポンプ等を活用し、中小型炉を実用化

インターナルポンプ等
の実証試験準備

民間の開発を一部補助＇67%（

コア部材の技術開発

研究開発

政府の目標

本年度末

基
本
設
計

終
了

フ
ルM

O
X

炉

運
転
開
始

実
用
化
像

の
提
示

技
術
開
発
終
了

政府の目標

公募を実施し、テーマを決定

公募事業＇以下の２件を採択（
・中小型炉の電磁ポンプ等の技術開発

・超臨界圧水冷却炉＇SCWR（の設計検討等

・SCWRについては、2030年頃の実用化がGIFの目標
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Ⅰｰ３．評価

座長

委員

津山 雅樹 社団法人日本電機工業会原子力部長
＇平成23年2月7日時点（

柴田 洋二 社団法人日本電機工業会原子力部長
＇平成22年12月10日時点（

富岡 義博 電気事業連合会原子力部長

服部 拓也 社団法人原子力産業協会理事長

藤井 康正 東京大学工学系研究科教授

＇1（評価検討会

評価検討会名称

評価検討会委員

原子力発電に係る技術に関する施策・事業評価検討会

内山 洋司 筑波大学大学院システム情報工学研究科
教授
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＇２（総合評価＇コメント（

○原子力発電を長期にわたって安定的に推進していくためには、国
の積極的関与が必要である。その認識のもと、必要とされる施策が
適切に配置され、着実に実施されていると評価できる。

○それらの施策については、原子力政策大綱などに明確に位置づ
けられている。また、技術的な成果も時宜を得たものとなっており、
各事業の技術開発が適切に行われているものと考える。

○他方、国内だけでなく、海外への展開も視野に入れて原子力産業
を育成していくことが重要であり、開発された国産技術を国内外の
市場に普及させていく施策との連携が重要である。
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＇３（提言及び提言に対する対処方針

今後の施策の方向等に関する提言 提言に対する対処方針

○エネルギー安全保障と地球環境保全の観
点から、今後、益々、原子力発電の重要性
は増してくるものと思われる。原子力発電
技術を中長期に亘り維持、発展させていく
ため、国としてブレない施策の展開が今後
とも求められる。

○今後は、国内だけでなく、アジア諸国など
海外展開も視野に入れて原子力産業を育
成していく政策が重要である。この点につ
いては、より多くの国々において利用できる
規格・基準等のソフト面の整備、技術の標
準化、原子力関係者が協力しあえる体制
づくり、技術開発のための支援体制の構築
等が必要であり、オールジャパンで世界標
準となりうる日本の原子力発電技術を開発
していくことが必要である。

○原子力政策大綱やエネルギー基本計画で掲げ
られている基本方針に沿って引き続き原子力発
電技術の維持、発展を図っていく。

○現在取り組んでいる技術開発の成果は、我が
国原子力産業の国際競争力にも寄与すると考
えられる。今後、国内での導入・普及だけでなく、
アジア諸国などを含め国際展開を図る施策との
連携を強化していく。
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ⅡｰAｰ１．事業の概要

概 要

実施期間

予算総額

実 施 者

プロジェクト

リーダー

平成19年度～平成27年度（9年間）

186億円＇平成22年度まで（
＇平成19年度：32億円 平成20年度：44億円
平成21年度：54億円 平成22年度：56億円（

ＦＢＲサイクルの早期実用化に向け、２０１５年頃にＦＢＲサイク
ルの実用化像とその後の研究開発計画の提示を行うため、実証
炉のプラント概念検討及び実証炉の設計・建設・運転の各段階で
必要となる実プラント技術基盤及び規格基準類の整備に向けた
研究開発を行う。

独立行政法人日本原子力研究開発機構

青砥 紀身 ＇独（日本原子力研究開発機構
次世代原子力研究開発部門 部門長代理

ⅡｰＡ．発電用新型炉等技術開発委託費に係る事業



ⅡｰAｰ２．発電用新型炉等技術開発委託費

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

○高速増殖炉（ＦＢＲ）サイクルは、発電しながら消
費した以上の燃料を生み出すことによりウラン資源
の利用効率を飛躍的に向上できることから、長期に
わたってエネルギー安定供給と地球温暖化対策に貢
献する有力な手段として期待できます。

○ＦＢＲサイクルの早期実用化に向け、実証炉及び関
連サイクル施設の２０２５年頃までの実現、及び２
０５０年より前の商業ベースでの導入を目指して、
「高速増殖炉サイクル実用化研究開発」を文部科学
省と連携して実施しているところです。

○ＦＢＲサイクル開発を含め、核燃料サイクル政策を
着実に進めることは、現在の原子力発電の安定的な
推進にも不可欠であり、２０２０年までのＣＯ２排
出削減に大きく貢献します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

委託

民間団体等

～2015

年
「高速増殖
炉サイクル
実用化研究
開発」

＇中核機関：
＇独（日本原
子力研究開
発機構（

～2025

年
実証炉の基
本設計、詳細
設計、安全審
査、建設工事

2025年
～

実証炉
＇出力50～75

万kW（の運
転開始

～2006

年
「高速増殖炉
サイクル実用
化戦略調査
研究」

2050年より前の
商業ベース導入

『基本シナリオ』によるロードマップ

＇出所（ＭＦＢＲ社提供

実証炉プラントのイメージ

研究開発プロセス

・革新技術の採否判断等（2010年）
・実証炉のサイズ決定、
実用化像の提示（2015年）

・実証炉の実現（2025年）
・商業ベースでの導入
（2050年頃）
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ⅡｰAｰ３．目標、成果、目標の達成度＇１/３（

要素技
術

目標・指標
＇事後評価時点（

目標・指標
＇中間評価時点（

成 果
達成
度

＇１（新型
炉等実
証施設
概念検
討

実証施設の概念検討とその
技術的成立性の評価を通じて、
実証施設の出力レベルが実
用炉の機器・構造の製作性確
認、実現性に関するリスク評
価および革新技術の技術実
証性判断に及ぼす影響を明ら
かにする。

○プラント基本条件が設定さ
れていることを確認すると
ともに、７５万kWeプラント
及び５０万kWeプラントの

概念検討が行われている
ことを確認する。

○75万kWeのプラント概念について、プラント諸元を暫定
の上、炉心仕様、１次・２次主冷却系及び崩壊熱除去系
の系統仕様、主要機器の仕様・構造＇原子炉容器、炉
内構造物、ポンプ組込型IHX、1次・2次主冷却系配管、

蒸気発生器（、主要機器周辺＇電気計装設備、燃料取
扱設備、タービン設備（の系統構成と機器仕様を定めた。
プラントの運転制御方法、原子炉建屋とタービン建屋及
び建屋内部の機器配置を設定した。さらに、設計評価
により、プラント設計の成立性を確認した。

○また、比較評価の観点から電気出力を50万kWeとした
場合のプラント概念の仕様を定めた。75万kWeプラント
との比較評価により、75万kWeプラントが実用炉のプラ
ント実現性に対する実証性が高いと評価した。

達成
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要素技術
目標・指標

＇事後評価時点（
目標・指標

＇中間評価時点（
成 果

達成
度

＇２（新型
炉格納
容器設
計技術

建屋一体型矩形格納容器に
適した鋼板コンクリート構造
＇ＳＣ（基本構造が提示される
こと。
ＳＣＣＶ技術規格骨子＇案（の
作成および整備方法の提案

○建屋一体型矩形格納容器に適した
ＳＣ基本構造が暫定されること。

○ＳＣＣＶの一般部位と特定部位＇コ
特性把握試験を実施すること。

○上記試験結果を用いて、事故時お
よび格納容器内での仮想的なNa
燃焼条件下でのＳＣＣＶの機能維
持を評価するための解析手法を整
理すること。

○ＳＣＣＶ技術規格骨子＇案（の作成

○ＳＣ基本構造を暫定した。

○評価条件を最高温度700℃、20分継続、最高圧力
50kPaに暫定して、一般部位と特定部位特性把握試
験8項目を終了した。

○上記試験結果について、予備解析と事後解析を実
施し、解析手法整備のデータベースとした。

○技術規格の骨子案を作成した。

達成

＇３（新型
炉耐震
性評価
技術

水平応答＇変位、衝突荷重（、
上下応答＇飛上り量（の解析
評価手法を開発・整備し、３次
元群振動解析評価方針案を
作成すること。

○水平応答、上下応答の解析評価手
法を開発・整備し、３次元群振動解
析評価方針案を整理すること。

○地震時の炉心の３次元振動挙動＇群振動（に影響を及ぼ
す因子を抽出し、各因子の効果を把握するための試験計
画を立案した。試験計画に基づき、４種類の試験体を設
計・製作した。これまでに、３種類の試験を終了した。

○上記の影響因子を考慮した解析評価手法を整備をした。３
種類の試験に対応する試験解析により、単体、群体系、
列体系挙動までの解析評価手法の検証を進めた。これら
の解析評価手法を実用炉及び実証施設の耐震性解析に
適用可能とし、プラント耐震性評価に資することができた。

達成

＇４（新型
炉高温
材料設
計技術

改良9Cr鋼の材料強度基準整
備を行うとともに、高温構造設計
指針の整備を行う。

○改良9Cr鋼-ステンレス鋼異材溶接施工
法を提案し，健全性を示すために長時
間データを取得すること。

○極厚鍛鋼品＇実機：約100ﾄﾝ（，薄肉小
径管および2重管＇実機：約35m（，SG主
要構造＇管-管板接合，9Cr鋼CSEJに関
する試作を行うこと。

○高温構造設計指針の整備

○溶接継手クリープ疲労強度評価に必要な試験＇約3,000時
間以上（を実施した．また、改良9Cr鋼-ステンレス鋼異材
溶接継手を試作し，クリープ＇約7,000時間以上（およびク
リープ疲労試験＇約2,000時間以上（を実施した。

○極厚鍛鋼品は実機条件を評価可能な規模の鋼塊(約50ト
ン（を製作した。薄肉小径管および2重管は、現状の鋼材
メーカー設備で可能な最大規模の試作を実施することと
し、これまで、それぞれ17mおよび10ｍまでの試作を完了
した。また、製品形状ごとに、必要な材料特性試験の計画
を策定したうえで、引張試験や約7,000時間以上のクリー
プ試験および初期の金属組織観察・分析を実施した。

○容器、配管、管板等の設計評価法の整備方針を設定した。

達成

ⅡｰAｰ３．目標、成果、目標の達成度(２/３)
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要素技術
目標・指標

＇事後評価時点（

目標・指標

＇中間評価時点（
成 果

達成
度

＇５（新型
炉保守
技術

ナトリウム中検査･補修技術の
開発するとともに２重管蒸気発生
器伝熱管検査･補修装置の開発

○ナトリウム中検査･補修技術の開発

○２重管蒸気発生器伝熱管検査･補修
装置の開発

○試作した可視化装置の水中試験により解像
度を確認した。体積検査装置については、ナト
リウム中試験により深さ5.0mmの傷を検出で
きることを確認した。また、ナトリウム仕様の搬
送装置を製作した。
○回転方式及びマルチ方式のUTプローブ、2種
類のガイドウェーブセンサを試作し、2重管試
験により20%深さの減肉が検出できることを確
認した。

達成

＇６（新型
炉高クロ
ム鋼製
大型構
造物

蒸気発生器の構造健全性と性
能を試験により実証する。

○蒸気発生器試験体及び付属品の基
本設計を行い各種各部の基本仕様
等を決定すること。

○蒸気発生器試験体及び付属品を製
作した上、製作された一部の高クロ
ム鋼製大型構造物を評価すること。

○蒸気発生器試験体及び付属品の基本設計を
行い各種各部の基本仕様等を決定し、各部
の構造健全性、機器内のナトリウム及び水・
水蒸気の流動伝熱について評価を実施し設
計を最適化した。

○さらに、詳細設計を実施し、各部の詳細仕様、
製作方法等を決定し、高クロム鋼大型構造物
試験体及び付属品を製作した。これらの試験
体設計・製作データを、実機の機器設計の製
作性評価に資することができた。

達成

ⅡｰAｰ３．目標、成果、目標の達成度(３/３)



14ⅡｰAｰ４．評点結果

○高速増殖炉は、我が国におけるエネルギー安全保障と地球温暖化対策の面から重要であ
り、国策として高速増殖炉サイクルの早期実用化を推進していく必要がある。また、原子力政
策大綱等に基づき、国の事業として妥当かつ適切な位置付けであるとの評価を得ている。

○「事業化、波及効果についての妥当性」に関する評価については、相対的に低い評価となっ
ているが、高速増殖炉の実用化に関しては、段階を踏む必要があるため、①２０２５年頃の
実証炉の実現、②２０５０年より前の商業炉の導入という２つの目標を掲げていることで事業
化の妥当性等が曖昧になったことと、高速増殖原型炉「もんじゅ」の現在の状況等を考慮す
ると実用化・波及効果まで長期の開発期間を要すること等から不確実な部分が残っていると
の評価を得ている。

2.80
2.40

1.80 1.40 1.80 1.80

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

＇各項目：３点満点（ 平均点

標準偏差



15

ⅡｰAｰ５．提言及び提言に対する対処方針
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針

○最近の地球温暖化問題に対する認識・資
源ナショナリズムの高まり、世界の原子力
開発計画増大に伴うウラン需給の変動等
を勘案すると、今後とも高速増殖炉開発は
継続的かつ着実に実施していくことが必要
であり、そのためには安定した予算の確保
等が必要である。

○これまでの研究成果と今後の研究活動に
よって、実証炉として最終的に目標としてい
る経済性等が運転開始後の稼働率を含め
て達成できるかについても、今後、検討す
ることが必要と考える。

○実証炉計画を実現するためには、今後は、
国際協力も含めて検討していくことが必要
である。また、五者協議会等において、予
算計画、実施主体、役割分担等の協議を
遅滞なく進めるとともに、開発に伴う様々な
リスク＇技術リスク、社会リスク、経済リス
ク、市場リスク等（の管理が行われることが
重要である。

○ 高速増殖炉は我が国におけるエネルギー安全保
障と地球温暖化対策の面から重要であり、国策
として高速増殖炉サイクルの早期実用化を推進
する必要があるとの評価を踏まえ、引き続き、必
要となる予算の確保に努め、開発に取り組んで
いく。

○ 現在、高速増殖炉サイクル実用化研究開発＇Ｆａ
ＣＴ（プロジェクト評価委員会において、今後５年
間のフェーズⅡの開発計画について評価いただ
いているところである。この評価結果も踏まえ、
今後の研究開発計画を着実に進めていく。

○ 高速増殖炉サイクルの早期実用化に向けた取組
の具体化に関しては、現在、五者協議会＇文部科
学省、経済産業省、電気事業連合会、日本電機
工業会、日本原子力研究開発機構（において取
りまとめに向けて検討しているところである。その
中では、具体的な国際協力のあり方について検
討するとともに、実証炉の開発に伴うリスクに係
る官民の役割分担等についても検討しているとこ
ろであり、合意された内容については実施してい
く。
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ⅡｰＢｰ１．事業の概要

概 要

実施期間

予算総額

実 施 者

プロジェクト

リーダー

平成21年度～平成23年度（3年間）

54億円＇平成22年度まで（
＇平成21年度：38億円 平成22年度：16億円（

①株式会社日本製鋼所
②株式会社IHI

③岡野バルブ製造株式会社
④株式会社荏原製作所
⑤株式会社神戸製鋼所

①小野信市 室蘭製作所 理事 副所長

②緒方浩之 原子力プラント技術部 部長

③田中孝治 技術部長

④吉川 成 開発統括部 製品開発室長

⑤木本 総一 鋳鍛鋼事業部技術開発部長

高い安全性と信頼性が要求される原子力発電に必須の部材・素材メ
ーカーの技術開発を支援する。

ⅡｰＢ．戦略的原子力技術利用高度化推進費補助金に係る事業
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①世界最大６５０ﾄﾝ鋼塊の製造技術開発
（日本製鋼所）

事業概要

大型主要機器の一つである原子炉圧力容器や低圧
タービン等では、供用中の高い信頼性を確保するた
めに一体鍛造型鋼製部材が用いられる。
高出力化が進む最新鋭炉の設計・規格に対応した
一体鍛造型鋼製部材の製造技術を確立するため、
現行の製造限界を超える超大型鋼塊＇650トン（製造
プロセスを適用した実規模確証試験等を実施する。

事業計画

＜21年度＞
鋼塊の内部性状予測計算、
試作検証等を実施。

一体鍛造型低圧タービンローター軸低圧タービン内部図

超
大
型
鋼
塊

②超大型蒸気発生器技術開発
（IHI）

事業概要

加圧水型軽水炉の主要機器の一つである「蒸気発
生器」＇SG（の設計では従来に比して超大型化・大出
力化が図られるが、この最新鋭炉SGの供給実績を
有する製造事業者はまだない。
最新鋭炉に適合したSG模擬試験体を試作し、その
製造技術を確立するための総合確証試験等を実施
する。

事業計画

＜21年度＞
試験体の製
作、試験装置
の製作等を実
施。

＜22年度＞
伝熱管組立技
術開発、材料
評価技術等を
実施。

＜23年度＞
伝熱管関連溶
接組立技術、
スケールモッ
クアップ確証
試験を実施。

 
原子炉システム概念図

蒸気発生器（SG：Steam Generator）内部図

大型化・
物量低減

【従来型PWR】

【最新鋭炉】

＜22年度＞
鋼塊の内部
性状調査を
実施。

＜23年度＞
650トン鋼塊
を用いた
ローター軸
材試作を実
施。

ⅡｰＢｰ２．戦略的原子力技術利用高度化推進の各テーマ概要＇１／２（
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③主蒸気安全弁実用化開発
（岡野バルブ製造）

事業概要

格納容器内に設置される「主蒸気逃し安
全弁」＇SRV（は、事故時においても高い
密閉性や安定性等が求められる枢要機
器の一つであり、原子炉の安全上、特に
重要なバルブである。
高性能化・高効率化に対応した素材・製
造方法によるSRVの設計・製造技術を確
立するための確証試験等を実施する。

事業計画

＜21年度＞
高性能化・高機能化に対応したバネ材の基本性
能確証試験等を実施。

＜22年度＞
高性能化・高機能化に対応した新材料の開発、
主蒸気安全弁の基本特性把握のための蒸気試験
設備の製作等を実施。

＜23年度＞
確証試験を実施。

事業概要

非常用炉心冷却システムで使用される
「高圧炉心注水系＇HPCF（ポンプ」や「残
留熱除去系＇RHR（ポンプ」＇ECCSポンプ（
は、事故時に原子炉圧力容器に注水して
炉心を冷却するため、急激な熱衝撃が加
わる条件下でも所要の性能を発揮するこ
とが求められる。
高性能化・高効率化に対応したECCSポン
プの設計・製造技術を確立し、安全上必
要な各種性能・品質が確保されることを確
認するための確証試験等を実施する。

事業計画

＜21年度＞
急激な熱衝撃（ヒートショック）試験方法の
検討等を実施。

事業概要

高性能化・高効率化に対応した異形状
品＇クロージャーヘッド、トランジション
コーンリング等（の設計・製造技術を確
立するための確証試験を実施する。

事業計画

＜21年度＞
小型試験による鍛造工程・金型設計等を実
施。

＜22年度＞
実体縮尺モデルの試作・内部品質評価を実
施。

＜23年度＞
形状及び内部品質評価、実体モデルサンプル
の試作を実施。

④非常用炉心冷却システム用ポンプ
実用化開発（荏原製作所）

⑤原子炉大型構造部材製造技術開発
（神戸製鋼所）

 

青色は低温水

赤色は高温水

加熱用ポンプ運転
＇循環運転で昇温（

ECCSポンプ

圧力タンク

P

ポンプ停止

ECCSポンプ

圧力タンク

高温水急速流入

連結ラインを開い
ていく

P

P

P

ばね

弁座シール面

＇ｺﾊﾞﾙﾄﾌﾘｰ材使用（

受け台

ポンチ ①工程設計
形状を作りこむための手順

②金型設計
プレス能力内で３次元形状
に成形するための金型

原子炉圧力容器部材
①ｸﾛｰｼﾞｬｰﾍｯﾄﾞ

蒸気発生器部材
②ﾁｬﾝﾈﾙﾍｯﾄﾞ

③ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝｺｰﾝ

＜22年度＞
ヒートショッ
ク試験時の測
定方法の検
討、ヒート
ショック試験
装置の製作等
を実施。

＜23年度＞
ヒートショッ
ク試験を実
施。

ⅡｰＢｰ２．戦略的原子力技術利用高度化推進の各テーマ概要＇２／２（
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ⅡｰＢｰ３．目標、成果、目標の達成度

要素技術 目標・指標

＇事後評価時点（

目標・指標

＇中間評価時点（

成 果 達成度

＇１（６５０トン鋼塊用
鋳型類に関する
技術開発

現行製造限界を
大幅に超える６
５０トンの超大
型鋼塊の製造
技術を確立する
ことを目的として、
多くの難題を克
服するための革
新的な造塊高
度化プロセス技
術を開発する。

従来の600トン鋼塊と比
較して、重量や内部性
状が同様となる650ﾄﾝ鋼
塊用鋳型を設計・製造
する。

○凝固後の炭素分布や内部空隙
の分布域も現行600t鋼塊とほぼ
同様な内部品質が得られるよう
鋳型が設計され製作できた。

達成

＇２（６５０トン鋼塊の
数値シミュレー
ション予測

650t鋼塊の内部性状を
より詳細に予測する。

○凝固過程における鋳型内部の熱
応力分布予測により鋼塊表面の
熱応力割れの防止や鋳型内面
形状の適正化が図られた。

達成

＇３（６５０トン新鋼塊
の試作と評価

650t鋼塊を試作し、鋼
塊内部の介在物等が従
来と同様となる製造技
術の確立。

○650t鋼塊には外表面の割れなど
の欠陥もなく非常に良好な外観
であった。また、鋼塊内部の横断
面にも異常はなく良好であった。

達成

＇４（６５０ﾄﾝ新鋼塊
による超大型鍛
造品の鍛錬加熱
処理技術開発

鋼塊加熱試験による空
気制御方法等の検討に
より仕様の決定する。

○目的とした仕様に合致した炉内
温度分布が確保できた。

達成

＇５（650ﾄﾝ鋼塊によ
る超大型鍛造品
の特殊形状創製
技術開発

1/3縮尺モデル鍛錬試
験による成形精度を検
証。

○1/3モデル試験によって大型化を
可能にすることが実証された。

○併せて、寸法測定の有効性も確
認できた。

達成

①世界最大６５０ﾄﾝ鋼塊の製造技術開発
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②超大型蒸気発生器技術開発

ⅡｰＢｰ３．目標、成果、目標の達成度

要素技術 目標・指標

＇事後評価時点（

目標・指標

＇中間評価時点（

成 果 達成度

＇１（伝熱管関連
要素技術開
発

超大型蒸気発生
器の製作に必要
な技術のうち、大
型化に起因した
特殊技術の開発
を実施し、製作に
反映するために
必要な設備・材
料等の調達、要
素技術の開発を
実施。

管端溶接条件の検討・設
定と試験による施工性の
確認。大径の管支持板に
穴間が狭い条件下で実施
するブローチ加工の施工
条件の検討・抽出等を実
施。

○圧力・加圧時間等の拡管施工条
件を設定し試験により施工に問
題ないこと等を確認した。

○ブローチ加工の施工条件を抽出
し、小試験片にて施工に問題無
いことを確認した。

達成

＇２（一次冷却材
ポンプケー
シングの組
立技術の技
術開発

ノズルを模擬した鍛造材と
ポンプケーシングを模擬し
たステンレス鋳造材との溶
接部を対象に、溶接性の
基礎試験に着手する。

○ノズルを模擬した鍛造材とポンプ
ケーシングを模擬したステンレス
鋳造材との溶接部の溶接基礎試
験に着手した。

達成

＇３（応力腐食割
れ評価技術
の開発

溶接部等の基礎特性試験
に必要な溶接継手の製作
に着手する。

○入手した材料の溶接を開始し、
溶接部等の基礎特性試験に必
要な溶接継手の製作に着手した。

達成

＇４（スケール
モックアップ
試験での組
立て、溶接
技術開発

スケールモックアップ試験
を試験体の製作に着手す
る。

○伝熱管等、試験体を製作するの
に必要な材料を入手し必要な
データを取得し、スケールモック
アップ試験体の製作に着手した。

達成
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③主蒸気安全弁実用化開発

ⅡｰＢｰ３．目標、成果、目標の達成度

要素技術 目標・指標

＇事後評価時点（

目標・指標

＇中間評価時点（

成 果 達成度

＇１（ばねの基本性
能の確認

51B60材＇ASTM材（
が国内で使用してい
るJISSUP10材と比
較し、使用出来るか
判断する。

51B60材＇ASTM材（
が国内で使用してい
るJISSUP10材と比
較し、使用出来るか
判断する。

○５１Ｂ６０材の熱処理条件が明ら
かになった。
○５１Ｂ６０で製作されたバネは、原
子力用安全弁に使用しても問題
ないことが確認できた。

達成

＇２（コバルトフリー
材の開発

コバルトフリー材の
絞込みを実施して、
選定する。

最終的に採用される
材料の絞込みが行
われ、候補材が選別
できていることを確
認する。

○コバルトフリー材については、候
補材の絞込みが完了し、最終候
補材による実機サイズの環境模
擬試験を実施し、性能の最終確
認を実施した。

達成

＇３（蒸気試験設備
の新設

必要な性能を満たす
蒸気試験設備を製
作する。

蒸気試験設備製作
に関する工程に間に
合うよう、必要な機器
を設置した。

○必要機器の搬入が完了し、組立
てに着手した段階であり、試運転、
引渡しまで完了した。

達成

報告書案/資料２_05第３章_技術に関する事業の概要.doc
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④非常用炉心冷却システム用ポンプ実用化開発

ⅡｰＢｰ３．目標、成果、目標の達成度

要素技術 目標・指標

＇事後評価時点（

目標・指標

＇中間評価時点（

成 果 達成度

＇１（ヒートショック
試験装置開発

ヒートショック試験
装置を構築すると
ともにヒートショック
運転手順を確立す
る。

試験装置系統設計を
完了し、補機類、計
装品類の仕様、運転
手順、試験方案を作
成する。

○試験装置配管系統図を作成、試験
装置配管系統の基本仕様の決定
した。

○試験装置に必要なバルブ類の種
類等を検討し仕様書決定した。

○運転手順、試験方案書を作成した。

達成

＇２（ヒートショック
試験供試ポン
プの熱解析

ケーシング部分の
温度解析を実施す
るとともに、ポンプ
全体の熱流動解
析、熱伝導解析、
構造解析を実施す
る。

ヒートショック状態で
の過渡的な温度変化
の解析を行う。
また、解析モデル定
義方法の検討とメッ
シュ品質評価、解析
結果の妥当性を確認
する。

○非定常熱流動解析と固体伝熱解
析を実施し、ポンプ内部の流体及
び固体の温度分布や流速分布を
導出できた。

○また、温度変化の上昇下降が見ら
れる中胴ケーシングの壁面温度分
布の妥当性を確認する点と解析時
間の短縮化が必要な点等を今後
の課題としてピックアップした。

達成

＇３（モックアップ品
の設計製作

モックアップ品の設
計を実施し、製作
する。

ASME用品質保証プ
ログラムに沿ったモッ
クアップ品の設計・製
造を実施する。

○ASME用品質保証プログラムに
沿ったモックアップ品の基本設計
＇板厚、応力（を完了した。

達成
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⑤原子炉大型構造部材製造技術開発

ⅡｰＢｰ３．目標、成果、目標の達成度

要素技術 目標・指標

＇事後評価時点（

目標・指標

＇中間評価時点（

成 果 達成度

＇１（大型鋼塊製造
技術

３６０トン鋼塊による
品質評価を実施する。

押湯保温材煉瓦化
のための押湯枠およ
び溶鋼流中へのAr

ガス吹き込みのため
のノズルを試作し、
110ton鋼塊による品
質評価を行う。

○押湯枠、Arガス吹き込みストッ
パーノズルを製作し、110ton鋼
塊での品質評価を実施して、介
在物欠陥、水素性割れ欠陥とも
になく、良好な結果が得られた。

○この結果を基に230ton用押湯枠
を設計・製作し、リング品鍛造試
作実験を開始した。

達成

＇２（３次元異形鍛
造技術

縮尺モデル、実寸モ
デルを試作し、形状
評価を実施する。

小型モデルを用いて
鍛造工程を決定し、
1/2サイズのクロー
ジャーヘッド、縮尺サ
イズのアッパーシェ
ルコース、トランジ
ションコーンの金型
を作成する。

○対象部位毎に基本的な鍛造工程、
金型形状を決定し、縮尺モデル
の金型を設計した。

○クロージャーヘッド、アッパーシェ
ルコース、トランジションコーンに
ついては縮尺モデル用金型を製
作し、鍛造試作実験を開始した。

○特に、クロージャーヘッドについ
ては1/2モデルの鍛造実験を行
い、問題なく鍛造できることを確
認した。

達成
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ⅡｰＢｰ４．評点結果

○本技術開発の成果については、我が国の原子力発電所へ適用できることなど事業化の道筋
が明確であり、また、原子力のシステム輸出、機器輸出など今後の海外展開にも資する事業
であることから波及効果も大きいとの評価を得ている。

○特に「成果、目標の達成度の妥当性」については、目標として設定した高品質の機器を実際
に試作するなど全テーマにおいて概ね妥当な成果が得られていると判断でき、日本の技術力
の優位性の維持に資するものと考えられるとの評価を得ている。
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ⅡｰＢｰ５．提言及び提言に対する対処方針

今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針

○本事業については、各メーカー等の技術には
共通する点も見られることから、今後日本の
技術力を高めるために、各メーカー等と協力し
て進めることが望まれる。

○技術開発を進めるに当たっては、国内での需
要に加え、今後の原子力のシステム輸出・機
器輸出など国際展開の見通しについても、明
確なビジョンを持つことが必要である。今後、
本技術開発により得られた成果を活用して国
際展開していく場合には、国際基準に合った
標準化に取り組むことが望まれる。また、国内
外の類似技術等とのベンチマーキングを行い
、本事業の成果の高さを明らかにしていくこと
が重要である。

○ 今後、更なる原子力産業の技術力の維持・強化
を図るための方策の検討を行い、厚みのある原
子力産業基盤の維持・強化を目指していく。

○原子力産業の国際展開を視野に入れて、本技術
開発により得られた成果の活用も含めて国際展
開する際の課題＇国際基準に合った標準化、国
内外の類似技術等とのベンチマーキング等（につ
いても検討していく。
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ⅡｰCｰ１．事業の概要

概 要

実施期間

予算総額

実 施 者

プロジェクト

リーダー

既存の原子力発電所に比べ約3倍のプルトニウムを利用することが

できる全炉心混合酸化物燃料原子炉施設の開発に必要な技術開
発を行うとともに、実機プラントで特性確認を行い、技術の確立を図
る。

平成8年度～平成23年度（16年間）

327億円＇平成22年度まで（
＇平成 8年度：17億円 平成 9年度：14億円 平成10年度： 8億円
平成11年度： 5億円 平成12年度：16億円 平成13年度：16億円
平成14年度：15億円 平成15年度：16億円 平成16年度：24億円
平成17年度：40億円 平成18年度：38億円 平成19年度：34億円
平成20年度：30億円 平成21年度：30億円 平成22年度：24億円（

電源開発株式会社

電源開発株式会社 原子力建設部長 佐藤 真治

ⅡｰC．全炉心混合酸化物燃料原子炉施設技術開発費
補助金に係る事業



ⅡｰＣｰ２．全炉心混合酸化物燃料原子炉施設技術開発費補助金

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

○我が国のプルトニウム利用の柔軟性を拡げ、プル
サーマルを含む核燃料サイクルの着実な推進を図る
ため、既設軽水炉に比べて約３倍のプルトニウムを
利用することができる、全炉心混合酸化物燃料原子
炉（フルＭＯＸ炉）の技術開発を行います。

○我が国がウラン資源の有効利用及び一層の安定供給
を図るためには、使用済燃料を再処理し、プルトニ
ウムを回収して再び燃料として利用する、核燃料サ
イクルの推進が重要です。

○当面の中軸として、混合酸化物（ＭＯＸ）燃料とし
て加工し軽水炉で燃焼するプルサーマルによるプル
トニウムの活用を推進します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

補助率（１／２）

電源開発株式会社

＜技術開発項目＞

●高性能原子炉停止システム開発試験

●燃料検査装置開発試験

●インターナルポンプ性能向上技術開発試験

●大容量逃がし安全弁開発試験

ABWRの概念図＇イメージ（
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ⅡｰCｰ３．目標、成果、目標の達成度＇1/2（

要素技術 目標・指標
＇事後評価時点※１（

成 果 達成度

＇１（大容量逃がし安全
弁開発試験

格納容器内の配置制約を満足するとともに、
保守作業増加を抑制するために、既存技術及
び構造をベースに460ｔ／ｈ級の大容量ＳＲＶを
開発する。

○ＳＲＶ１弁当たりの容量を増加させた大容量ＳＲ
Ｖを開発した。

○開発に当たっては、大容量ＳＲＶの設計、試作、
試験を行い、大容量ＳＲＶが必要な容量を持つ
こと、現行のＳＲＶと同等以上の機能及び供用
中の信頼性を有していることを確認した。

達成

＇２（インターナルポンプ
システム性能向上
技術開発試験

最大炉心流量を先行ＡＢＷＲの111％から
120％に増加するため、炉心流量120％に対
応したＭＧセット、ＡＳＤ及びＲＩＰを組み合わせ
た特性確認試験を実施し、制御切替特性、ＡＳ
Ｄ1台トリップ時特性等を確認し、既存技術と同
等の特性を有する、最大炉心流量120％に対
応したＲＩＰ電源装置を開発する。

○炉心流量120％に対応したＭＧセット、ＡＳＤ及び
ＲＩＰを組み合わせた特性確認試験を行い、電源
装置を開発した。

○さらに、最近のインバータ素子の開発動向を踏
まえた、ＲＩＰ電源装置の最適化を検証するとと
もに、実機への適用性が評価できた。

達成

※１ 要素技術開発は、全て終了しているため、事後評価時点の目標・指標のみ記載した。
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要素技術 目標・指標
＇事後評価時点※１（

成 果 達成度

＇３（燃料検査装置開発
試験

MOX新燃料検査作業員の被ばく低減を図る
ため、ＭＯＸ新燃料の取扱い及び検査作業を
遠隔・自動化したＭＯＸ燃料検査装置を開発す
る。

ＭＯＸ燃料検査装置は、検査時間短縮の観
点から複数のＭＯＸ新燃料を連続して取扱え
るようにし、ＭＯＸ新燃料の取扱い及び受取検
査の目標体数を8時間当たり6体とするととも
に作業員の被ばく線量を手作業の1/10程度と
する。

○ＭＯＸ新燃料の取扱い及び検査作業を遠隔・自
動化したＭＯＸ燃料検査装置を開発した。

○開発に当たっては、燃料検査装置の設計、試作
及び模擬燃料を用いた全体組合せ試験を実施
するとともに最適な運転手順を確立した。これに
より8時間当たり6体の受入検査及び手作業に
比べた作業員の被ばく量を約1/10とできる見通
しが得られた。

達成

＇４（高性能原子炉停止
システム開発試験

ボロンカーバイド型制御棒として10Ｂを50％
まで濃縮したボロンカーバイドを用い、制御棒
価値を約10％増加させた高価値制御棒を開
発する。

高価値制御棒を実機条件において健全に使
用することができることを確認するため、原子
炉の運転中に制御棒を挿入した状態と同一の
条件が得られるように設定した高価値制御棒
の供試体を試験炉で照射し、照射後の供試体
から得られる試験データに基づいて高価値制
御棒の機械的健全性を確認する。

○新たにＢ4Ｃ型制御棒として10Ｂを50％まで濃縮
したＢ4Ｃを用い、制御棒価値を約10％増加させ
た高価値制御棒を開発した。

○開発に当たっては、供試体の製作、照射試験、
照射後試験等を行い、実機条件での高価値制
御棒の機械的健全性を確認することができた。

達成

ⅡｰCｰ３．目標、成果、目標の達成度＇2/2（

※１ 要素技術開発は、全て終了しているため、事後評価時点の目標・指標のみ記載した。
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ⅡｰCｰ４．評点結果

○本事業については、これまでの要素技術の開発及び実証に向けた機器等の設計・製作につ
いて、概ね妥当な成果が得られており、研究開発が着実に進んでいるとの評価を得ている。

○特に、「事業化、波及効果についての妥当性」については、これまでに本技術開発により得ら
れた、インターナルポンプ等の成果が、既設のプラントでも適用可能であること、また、本技術
開発の成果は他の電力会社等も活用できること等からその波及効果は大きいとの評価を得
ている。
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＇各項目：３点満点（
平 均 点

標準偏差
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ⅡｰCｰ５．提言及び提言に対する対処方針

今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針

○ ABWR炉型でのフルＭＯＸ燃料の利用

は、まず最初に到達すべき目標であるが、
今後、APWRへの技術の適用や海外への
展開も期待される。

○また、フルＭＯＸ原子炉である大間原子力
発電所の建設計画の見直しに合わせて本
事業の実施期間も整合を図るべきである。

○建設に際しては安全性について地元住民
などへの広報・公聴活動も重視すべきであ
る。

○ 本技術開発により得られた成果については、
事業者である電源開発＇株（から他の電力会社
に開示されるとともに、論文等により公表する
ことを検討しており、幅広く活用されるよう努め
ていく。

○ 大間原子力発電所の建設計画に見直しが生じ
た場合には、本技術開発の計画についても整
合性の取れた計画となるように見直しを行って
いくこととする。

○ なお、安全性に関する地元住民への説明につ
いては、これまで電源開発＇株（が中心となって
実施しているところであるが、引き続き、地元
住民の理解が得られるよう広報・公聴活動に
取り組む。
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事業の概要

概 要

実施期間

予算総額

実 施 者

プロジェクト

リーダー

平成２０年度～平成２２年度（３年間）

１２．３億円
＇平成２０年度：４．０億円 平成２１年度：６．１億円 平成２２年度：２．２億円（

株式会社東芝、財団法人エネルギー総合工学研究所、
国立大学法人東京大学、国立大学法人九州大学、
国立大学法人京都大学、独立行政法人日本原子力研究開発機構、
日立ＧＥニュークリア･エナジー株式会社、株式会社日立製作所

松井 秀樹 京都大学教授
有江 和夫 株式会社 東芝 原子力開発設計部FBR・新型炉シ

ステム担当部長

我が国の原子力利用技術の高度化と国際展開を図るため、原子
力発電の経済性・信頼性等を向上させることが可能な革新的実
用原子力技術開発を行う。

ⅡｰＤ．革新的実用原子力技術開発費補助金に係る事業



ⅡｰＤｰ２．革新的実用原子力技術開発費補助金

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

○我が国の原子力利用技術の高度化と国際展開を図るため、核

燃料サイクルを含む原子力発電の経済性・信頼性等を向上さ

せることが可能な革新的実用原子力技術開発を行います。

○具体的には、ＧＩＦ（第４世代原子力システムに関する国際

フォーラム）を通じた革新的原子炉（超臨界圧水冷却炉）の

技術開発や、日米原子力エネルギー共同行動計画の枠組みの

下で協力を行っている中小型炉の技術開発等を支援し、国際

的な原子力の研究開発及び利用拡大に貢献します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

補助（定額または補助率
2/3）

民間団体等

■特徴
・電気出力10MWeの小型炉
・燃料無交換（30年間）、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ負担減
・小さい初期投資（大規模送電設備が不要）
→遠隔地や島嶼国等の小規模電力需要向け
→米国アラスカ州ガリーナ市が誘致を表明

現行の沸騰水冷却型炉(BWR)と
加圧水冷却型炉(PWR)の優れた
点を集めた原子炉型。超臨界
圧水を用い、システムの簡素
化と高い発電効率を有する。

■特徴
・建設コストが20％程度減。（既存炉比）
・最新型BWRに比して熱効率が30％程度
増。（既存炉比）

○中小型炉の開発

4S炉(4S: Super-Safe, Small 
and Simple Reactor）

高い安全性、構造の簡素化、
保守・補修の軽減、運転の単

純さに優れている。

○超臨界圧水冷却炉（SCWR）
(Super Critical Water cooled Reactor)
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ⅡｰＤｰ３．目標、成果、目標の達成度

①GIFの国際協力による超臨界圧水冷却炉＇ＳＣＷＲ（の開発＇フェーズⅠ（(1/2)

要素技術 目標・指標
＇事後評価時点（

目標・指標
＇中間評価時点（

成果 達成度

ＧＩＦ活動による研
究開発協力の推進

ＧＩＦ活動への参画＇情報
の提供と入手（

GIFのSCWR開発会議へ
の出席及びGIF活動全
体の動向調査

GIFのSCWR開発会議へ代表者を派
遣し、日本の開発方針・意見を提示
した。
GIFのWG活動状況を調査し、国内関
係機関に情報を伝達した。経済性評
価手法については、WGメンバーによ
る説明会を開催した。

達成

日本型SCWR (JSCWR)
概念の実現可能性の客
観的評価

JSCWR概念のチェック
＆レビュー(C&R)会議の
計画立案

C&R会議の基本計画を作成し、GIF
ステアリング会議メンバーの協力を
取り付けた。

達成

システム統合・評価
に関する技術開発

高機能炉心の技術的成
立性評価

ロバスト性を 考慮した炉
心・燃料仕様を決定し、
安全評価及び燃料挙動
評価により、技術的成立
性を確認

炉心設計を改良し、目標仕様 を満足
する概念を構築した。
統計評価により被覆管温度のロバス
ト性向上を図った。
JSCWRプラントの安全評価解析モデ
ルを構築し、事故・異常過渡時の挙
動を解析した。
定常運転時及び異常過渡時の燃料
挙動を評価した。

達成



35

要素技術 目標・指標
＇事後評価時点（

目標・指標
＇中間評価時点（

成果 達成度

伝熱流動・安全
に関する技術
開発

JSCWR概念設計に最適
な伝熱流動相関式の選
定

公開文献及び国内機関の
データを基にデータベース
を構築し、最適な相関式を
選定

公開の試験データ及び国
内の関係機関で得られた
試験データを整理・統合し
たデータベースを作成し、
JSCWRの設計に最適な熱
伝達率相関式及び圧力損
失相関式を選定した。

達成

燃料内熱流動現象の把
握とスペーサ効果の評
価

超臨界圧水の流動解析に
適した乱流モデルを比較
検討し、予備解析を実施

乱流モデルについて検討
し、最も適切な解析結果が
得られる乱流モデルを選
定した。乱流熱伝達率予
測手法の開発に目途をつ
けた。

達成

材料・水化学に関する技
術開発

JSCWR候補材料の選定 既存の材料・水化学データ
の整理及び評価

既存のデータを収集・整理
し、 JSCWR候補材として
適用性を評価した。

達成

材料データの充実及び
評価手法の精度向上

候補材料の長時間腐食特
性評価の準備・開始

長時間の腐食挙動の経時
変化データを取得するため、
長時間腐食特性試験を開
始した。

達成

①GIFの国際協力による超臨界圧水冷却炉＇ＳＣＷＲ（の開発＇フェーズⅠ（(2/2)
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②GNEPの中・小型炉に適合する大口径高温電磁ポンプとパッシブな
フローコースト補償電源の研究開発(1/2)

要素技術 目標・指標
（事後評価時点）

目標・指標
（中間評価時点）

成果 達成度

(1)管―管継
ぎ手の開発

組網線入り二重伝熱
管の管-管溶接に関し
て、内／外管各々の
溶接装置を開発、試
験を行い、組網線部
を閉塞しない良好な
溶接断面を製作する
技術を確立する。

平成22年9月まででは、
内外管溶接装置（長尺管
用ヘッド・送り装置、連
絡管用ヘッド･送り装
置）を開発し溶接試験か
ら条件検討を完了する。
さらに、通気率試験装置
の製作を完了する。

伝熱管長尺化のための継ぎ手
構造の製造技術確立に向け、
溶接時の開先加工、溶接方
法・条件等のデータを採取し、
条件検討を完了した。また、
溶接には内外管の個別接合が
必須であるため、内管溶接用
の小型溶接ヘッド溶接装置及
び外管溶接用の溶接装置の設
計・検討を実施した。さらに、
組網線部の通気率測定装置を
製作した。

中間目標を達成

(2)二重伝熱
管蒸気発生器
組み立てプロ
セス開発

溶接後のヘリカル加
工によって通気性が
あることで、溶接継
ぎ手の健全性を確認
する。

平成22年9月まででは、
二重伝熱管の3次元ヘリ
カル加工のための要素技
術として、単管でのヘリ
カル加工、実機製作時を
考慮した現地加工が可能
なポータブル開先加工装
置の開発・試験を完了す
る。

内管用、外管用溶接装置を設
計・製作し、良好な伝熱管継
ぎ手部の溶接が出来る設備を
設計・製作した。また、ポー
タブルな開先加工装置の開
発・試験を完了した。

中間目標を達成

③GNEPの中・小型炉に適合する高信頼性ヘリカル二重伝熱管蒸気
発生器の研究開発(1/2)
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(3)大口径電磁
ポンプの開発

4Sに対応した実規サイ
ズの大口径電磁ポンプ
のステータ機構の製作
性と高温状態の電気特
性を確認し、設計定格
の確認、ポンプ特性の
取得、運転制御性を把
握することを目標とす
る。

平成22年度9月までで
は、大口径電磁ポンプ
のステータ機構の製作
性、高温状態の電気特
性と設計定格を確認す
ることを目標とする。

大口径電磁ポンプを設
計・試作し、ステータ機
構の製作性を確認した。
また、1ポールセグメント
試験体の試作を行い、高
温状態でのコイル絶縁の
健全性とステータ支持機
構の妥当性を評価した。
さらに、流動試験装置を
用いたナトリウム実流試
験を行い、設計定格が満
足することを確認した。

中間目標を達成

(4)バックアッ
プ電源システ
ムの開発

バックアップ電源とし
てフライホイール付同
期機のフローコースト
ダウン特性を把握し、
フライホイール付同期
機の適用性を評価する
ことを目標とする。

平成22年度9月までで
は、フライホイール付
同期機の設計を行うこ
とを目標とする。

本開発により、電磁ポン
プとフライホイール付同
期機を並列駆動できる電
源制御システムを検討し
た。フライホイール付同
期機の設計が完了した。
フローコーストダウン特
性の動特性解析では、要
求半減時間が満足するこ
とを確認した。

中間目標を達成

(5)長期間メン
テ ナ ン ス フ
リーの開発

コイル絶縁や電磁コイ
ル間に設置する接続線
のロウ付け部の要素レ
ベルを対象とした加速
寿命試験を行い、寿命
を評価することを目標
とする。

平成22年度9月までで
は、試験体及び加速寿
命試験装置の設計を目
標とする。

本開発より、加速寿命試
験計画と加速寿命試験装
置の設計が完了した。

中間目標を達成

＇続き（
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ⅡｰＤｰ４．評点結果
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＇各項目：３点満点（ 平 均 点

標準偏差

○ 「事業化、波及効果についての妥当性」の評点が相対的に低いのは、他の補助事
業と比較して基礎的な研究開発段階であり、国内外におけるプラント導入に向け
た道筋が明確でないことなどの理由によるものと考えられる。
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ⅡｰＤｰ５．提言及び提言に対する対処方針

今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針

○国際協力に資する上での適切な枠組みと
スケジュールを確立することが望ましく、こ
れによる研究開発資源のより効率的・効果
的な活用を目指すことが期待される。

○基礎研究段階の事業に関しては、日本原
子力研究開発機構との連携が必要であ
る。

○本補助事業は、次年度、公募の更新時
期に当たっており、最新の原子力研究開
発の国際動向を俯瞰して、より効率的・
効果的な国際協力の活用方策を検討す
る。

○基礎研究段階の事業に関しては、日本原
子力研究開発機構や大学との連携を考慮
する。
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ⅡｰEｰ１．事業の概要

概 要

実施期間

予算総額

実 施 者

プロジェクト

リーダー

平成２０年度～平成２７年度（８年間）

５１．３億円
＇平成２０年度：１２．５億円 平成２１年度：１９．４億円 平成２２年度：１９．４億円（

財団法人 エネルギー総合工学研究所
＇株式会社東芝、日立GE・ニュークリア・エナジー株式会社、三菱重工業株
式会社 等（

＇財（エネルギー総合研究所 原子力工学センター部長 笠井滋

２０３０年前後に見込まれる代替炉の建設需要に備え、高い安全
性・経済性等を有し、世界標準を獲得できる次世代軽水炉を開発
する。

ⅡｰE．次世代軽水炉等技術開発費補助金に係る事業



ⅡｰEｰ２．次世代軽水炉等技術開発費補助金

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

○２０３０年前後に見込まれる既設炉の大規模な代替炉建設
（リプレース）需要に対応するため、安全性、経済性、信
頼性等に優れ、世界標準を獲得し得る次世代軽水炉の技術
開発を行います。

○使用済燃料の発生量を低減する新型燃料技術や免震技術等
の技術開発を官民一体となって実施します。

○また、規制当局と連携して最新の技術的知見に基づいた安
全規制の高度化を推進します。

○技術開発成果は、既設炉や２０２０年までに新設される軽
水炉に適用可能。既設炉の高度利用や新増設の円滑な実施
を通じて２０２０年までのＣＯ２排出削減に大きく貢献し
ます。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間団体等

補助（１／２）

次世代軽水炉の開発目標

※写真は設計イメージの一例

• 建設工期を約３
０ヶ月に短縮

• 現行の最新鋭炉
と同等以上の安

全性
• 建設費・保守作
業量を約半減

• 使用済み燃料の
発生量を約３割

削減
• プラント設計寿命
を８０年に延伸

• 被ばく線量を現
状の１割以下に

低減

• 出力１７０～１８０万ｋＷ級＇標準化効果を阻害しない範囲
で８０～１００万ｋＷ級も視野（

• 我が国原子力産業の国際展開、規制高度化

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

既設の軽水炉
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炉＇次世代軽水
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高速増殖炉

年度

設
備
容
量
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ⅡｰEｰ３．成果、目標の達成度(1/4)

プラント
概念

目標・指標
＇事後評価時点（

目標・指標
＇中間評価時点（

成 果 達成度

1.基本条件 ・電気出力: 170～180万kW

・共通技術を採用し、標準化

効果を阻害せずに80～100

万kWにも対応可能

左記目標の達成

見通しを得ること

BWR: 176万kW級炉心熱出力増、機器容量増加と高性能化

PWR: 178万kW級炉心熱出力はAPWRと同等ながら熱効率向上、

機器容量増加と高性能化

BWR: 主機の基数や容量削減＇RIP6台構成等（により標準化効果

を阻害せず94万kW級に対応

PWR: 2ﾙｰﾌﾟ化による主機基数削減により標準化効果を阻害せず

85万kW級に対応

達成

2.安全性 ・国際的に遜色のない水準の

炉心損傷頻度及び格納容器

機能損失頻度

・ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策を設計上

考慮

左記目標の達成

見通しを得ること

・外的事象を含め、最終ﾋｰﾄｼﾝｸ多様化など現行最新ﾌﾟﾗ ﾝﾄより信

頼性が向上されており、左記水準を達成見通 し

・ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策として以下を設計上考慮

BWR: ﾃﾞﾌﾞﾘ冷却設備、静的格納容器冷却系

PWR: IVR、1次系減圧、最終ﾋｰﾄｼﾝｸ多様化

達成

3.経済性 ・建設単価(成熟機):約13万円

/kW

・建設期間: 30ヶ月以下(岩盤

検査～運転開始)かつ建設

工期遵守できること

・時間稼働率: 97%＇寿命平均（

、24ヶ月運転ｻｲｸﾙ

・設計寿命: 80年

・発電ｺｽﾄは他電源に対し競

争力を有すること

左記目標の達成

見通しを得ること

・目標まで達成していないが海外最新炉に比べ十分に低く競争力が

ある。

・ﾓｼﾞｭｰﾙ化工法採用 (BWR:SC構造格納容器､PWR:船殻構造格納

容器)により建設現場環境や労働者資質の影響の排除が可能

・定検期間を燃料交換中心や機器保守を中心とする短期/中期/

長期に最適化しﾌﾟﾗﾝﾄﾗｲﾌ中に振り分け実施

・長寿命材料の採用、適切な保守管理により達成可能

・現行の原子力発電ｺｽﾄは、OECDによると、石炭火力や天然ｶﾞｽ燃

焼複合ｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ等の他電源に比較し、割引率5%で競争力を有し

、割引率10%では北米や欧州で拮抗するが、建設単価、保守物量大

幅削減、燃料ｻｲｸﾙｺｽﾄ削減効果により、競争力を確保できる見通し

一部未達成

＇建設単価のみ
未達成（
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ⅡｰEｰ３．成果、目標の達成度(2/4)

プラント概念 目標・指標
＇事後評価時点（

目標・指標
＇中間評価時点（

成 果 達成度

４．社会的受容性 ・環境への放射性物質の大規模放

出の確率を十分に低くできる設計

であること

・地震・津波に関する残余のﾘｽｸへ

の裕度を確保

・米欧の航空機落下とｾｷｭﾘﾃｨ対策

に対応可能

・従事者線量: 現行水準を十分に

下回るものであること

左記目標の達成

見通しを得ること

・ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策を設計上考慮しており、かつ、安全

系ﾄﾚﾝ分離等の設計強化により要件を達成可能

・免震により基準地震動の2倍以上の裕度を確認、並び

にﾋｰﾄｼﾝｸ多様化(大気)により海水冷却系使用不可時

でも安全に停止可能

・格納容器及び原子炉建屋壁にて航空機衝突を防護、

並びに安全設備の物理的分離配置による対策強化

により達成可能

・保守物量の削減、保守性の向上、保守作業の合理化

により達成可能

達成

５．運営・運転・保全 ・保守物量: 現行最新ﾌﾟﾗﾝﾄの50%

・保守性の向上、保守負荷の平準化

・炉心設計: 取出平均燃焼度

７0GWd/t、全炉心MOX対応可

・新技術はﾌﾟﾗﾝﾄ導入時までに十分な

成熟度を有すること

左記目標の達成

見通しを得ること

・50%程度削減(単位発電電力量あたり)

・ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾘｰや保守性の良い機器採用、信頼性重視

保全(RCM)やｵﾝﾗｲﾝ保守による平準化等を図る。

・BWR: 70GWd/t、PWR: 70～90GWd/t、

BWR/PWRともに全炉心MOX対応可能

・開発段階における確証試験等の実施、早

期技術導入により成熟度を高める

達成

６．国際標準 ・米欧の許認可・規格基準類へ対応

可能

・立地条件によらずに標準的な設計

が可能

左記目標の達成

見通しを得ること

・米欧のﾕｰｻﾞ要件並びに安全規制に適合可能

・免震設計導入により標準化した設計

達成
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要素技術 目標・指標
＇事後評価時点（

目標・指標
＇中間評価時点（

成 果 達成度

経済性

BWR／PWR共通

・次世代軽水炉

燃料の開発

＇ウラン濃縮度

10%未満（

・免震装置の実証

BWR

・ＢＷＲ次世代燃料

の開発

・ｽﾍﾟｸﾄﾙｼﾌﾄ燃料

の開発

・高性能炉心燃

料気液二相流

挙動解明試験

技術開発

・ＳＣ構造格納容器
の開発

使用済み燃料削減

、燃料経済性向上

立地条件によらな

いプラントの標準化

高燃焼度化に対す

る被覆管の健全性

向上

省ウラン化

燃料設計の自由度

拡大による燃料サ

イクルコスト低減

建設工期の大幅短

縮

成立性確認

成立性確認

候補材選定

成立性確認、省

ウラン効果確認

研究計画が策定さ

れていること

＇平成２２年度開始（

成立性確認

この約２年間で、調達性や技術課題に関し解決不能な課題がないこと、経済的なメ
リットや規制上の課題などを確認し、実用化に対する課題について明確化できた。特
に、調達については海外依存度が高いため欧米の調査を行い、課題を明確化した。

この約2年間にて免震装置の特性データ取得、入力地震動の検討、免震プラントの
試設計等を実施し、免震プラント成立性や物量低減効果を確認できた。

BWR燃料被覆管については、更なる高燃焼度化に伴う水素吸収量の増加による
機械特性への影響が課題となる。そこで、既往の技術・知見を結集し、Zrをベースに
組成及び熱処理方法を変えた合金を設計した。各種スクリーニング試験を実施し、
水素吸収特性が現行材以上で、耐食性、機械特性、製造性が現行材と同等の材料
を選定した。

模擬試験装置により熱水力試験を実施し、SSR内水位が炉心流量により制御可能
であり、安定に形成されることを確認した。また炉心の詳細解析により約5%の省ウラ
ン効果が得られることを確認した。

燃料集合体内の液膜挙動やクロスフロー効果を三次元的に把握するための熱水
力試験を体系的に実施するための計画を策定した。

これまでの2年間で、熱圧縮・座屈試験等の基礎試験や解析を実施し、事故時の耐
熱・耐圧性能、高温条件下での耐震性能が、鉄筋コンクリート製格納容器と同等以
上との結果を得て、基本的な成立性を確認した。

達成

達成

達成

達成

達成

達成

ⅡｰEｰ３．成果、目標の達成度(3/4)
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要素技術 目標・指標
＇事後評価時点（

目標・指標
＇中間評価時点（

成 果 達成度

PWR

・PWR次世代燃

料の開発

PWR

・高度化炉心の

開発

運営・運転・保全

BWR/PWR共通

・プラントデジタ
ル化技術開発

BWR

・炉内j構造部材

開発

・材料・水化学

技術高度化

高燃焼度化、冷却材

の高温化に対する被

覆管の健全性向上

＇候補材選定（

炉心特性最適化に

対し、炉内構造物等

の信頼性確証

ヒューマンエラー防

止、保守物量削減、

運転中保守の適

用拡大による保守

物量の平準化

長寿命化による保

守性向上、放射性

廃棄物低減

従事者被ばく低減

候補材選定

候補材選定

システム概念構築

候補材選定

適用技術選定

高耐腐食性が期待できるステンレス鋼の適用性について設計評価を行い、機
械特性・耐食性試験を実施し候補を選定した。

伝熱管新材料の設計評価、試作、耐食性試験等を実施し、現行材料より耐
食性改善が期待できる候補材を選定した。

ニーズ調査を実施し、システムに必要な機能要素と要素間を流れるデータ種
別を明確化してシステム概念を構築した。

４つの耐IASCC向上コンセプトを基に、成分と組織を調整した候補材を設計し
た。これまでの約２年間で製造性の確認、機械特性試験、腐食試験、イオン照射
試験を実施し、候補材を絞り込むと共に、期待通りの粒界腐食特性、照射誘起
粒界偏析特性等を有することを確認した。

高温浄化系、材料表面改質、燃料へのCo付着制御技術、N-16移行低減技術
に関して、実現性と実機適用性の観点から検討し、基礎試験に進める技術を選
定した。

達成

達成

達成

達成

達成

ⅡｰEｰ３．成果、目標の達成度(4/4)
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ⅡｰEｰ４．評点結果

○本事業は、当初計画通り概念設計の検討が終了するなど、妥当な成果を出してい
るとの評価を得ている。

○また、政策的位置づけも妥当であり、我が国の原子力産業における技術、人材の
厚みを維持・発展させていくために官民が連携して実施する重要性が極めて高いと
の評価を得ている。
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ⅡｰEｰ５．提言及び提言に対する対処方針

今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針

○検討されている新しい概念は2030年以前

に導入される軽水炉についても適用できる
ものもあり、信頼性の面から、既存の技術
からの連続的な発展が望ましい。今後は、
既に建設計画がある国内の原子力プラント
に、新概念がどの程度まで導入される予定
になっているかを明らかにしていくことが期
待される。さらに、得られた成果は主に
ハード面＇技術面（であるが、今後の実機導
入を目指し、ソフト面＇規格・基準等（もさら
に注力していくことが必要である。

○今後は、プラントの標準化に向けて、PWR

とBWRの関係者が協力しあう体制づくりが

不可欠である。また、事業推進のための合
理的なマネジメント体制の構築も含め、官
民一体で取り組んでいくことが期待される。

○次世代軽水炉開発では、プラント全体の開発計
画、要素技術の開発計画、これらと一体的に取り
組む安全規制及び規格基準の整備計画について
整合性をとり、ロードマップを作成している。この
ロードマップに沿ってプラントの実用化とその円滑
な導入に向け、技術開発に加え、規格基準の整
備を着実に進める。また、導入見通しについては
、新技術の導入計画を電気事業者において検討
中であり、導入条件が整った技術については、早
期の実用化が図られることを期待。

○来年度以降は、メーカーが主体となり、電気事業
者・財団法人エネルギー総合工学研究所・国が
協力して進めていく開発体制を構築し、次世代軽
水炉開発をより本格化していく予定である。


