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THE RATIONALE FOR A CLOSE CYCLE AND ITS 
EVOLUTION TOWARDS MORE SUSTAINABILITY 

Gen. II & III 

1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100  

Pu-monorecycling 

GenIV : Pu + Minor Actinides multi-recycling Pu mono-recycling 
- LWR reactors 
- Pu-recycling in MOX fuel Pu multi-recycling 

- Multi-Through Cycle 
- Fast-Reactors (FR) 

Main incentives for Gen IV development 
→ Major resource saving 
→ Pu stockpile minimization 
→ Energetic independence and economic stability 
→ Decrease of waste burden and optimisation of the disposal 
→ Public acceptance 

TOWARDS INCREASING SUSTAINABILITY 
Dates are purely indicative 

Breakthroughs on cycle 
and fast reactors are needed 
 

ASTRID will validate breakthroughs on cycle and sodium-cooled fast reactors 
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WHAT IS ASTRID ? 
(ADVANCED SODIUM TECHNOLOGICAL REACTOR FOR INDUSTRIAL 
DEMONSTRATION) 

ASTRID is a technological reactor (pre-FOAK of commercial reactor) for Gen IV demonstration at an industrial 
scale (~600 MWe) of the relevancy and performances of innovations in the fields of safety and operability. 
The technology of ASTRID allows to have a very resilient design to external events (earthquake, flooding, loss 
of power, airplane crash…) 

Based on the feedback experiences of past Sodium-cooled 
Fast Reactors operated in the world, examples of innovations 

 

Core with an improved 
intrinsic behavior 

Larger in-service 
inspection capabilities 

Mitigation devices 
(core catcher…) 

Industrial partners 
  
Leaders in nuclear  

and high-tech 
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ASTRID : THE CURRENT JAPANESE CONTRIBUTION 

August 2014: Implementing Arrangement between CEA, AREVA, JAEA, MHI and MFBR with 
a contribution to the ASTRID design, to the R&D in support and a joint evaluation 
application: 
Design contribution 

Acknowledgment of excellent cooperation and decision to extend the scope of 
Japanese contribution to ASTRID nuclear island design: from 3 components 
designed by Japan in 2014 to 9 now. New topics have been included as component 
manufacturability studies in Japan. 
Japanese partners are making recommendations for ASTRID design improvements 
based on the on-going joint evaluation on safety function and their feedback 
experience. 

 
R&D contribution  

Topics: fuel qualification, core and structure materials, instrumentations, severe 
accidents, thermalhydraulic analysis. 
Feasibility studies for qualification experiments in Japanese facilities have been 
performed with positive conclusions. 

 
Japanese skills, knowledge and experimental facilities are very valuable to the 

ASTRID program.  
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ASTRID : SCHEDULE AND FUTURE COOPERATION BETWEEN 
FRANCE AND JAPAN 

Conceptual 
Design  Basic Design Development 

phase  Building  Phase Operation Consolidation 
Phase 

2015 | 2016 2019 | 2020 

Current CEA French state  
Convention 

Under the responsability  
of ASTRID Company 

Prefigurating 
ASTRID 

Company 

Design studies from 2010 to 2019 are performed under a CEA French state 
Convention with a dedicated funding.  
All milestones have been successfully reached during the Conceptual Design 
phase which included Japanese contribution. This led the French government to 
authorize in December 2015 the launch of the Basic Design phase. 
Next steps are under preparation (organization, governance, contribution from 
Japanese entities, …). Our proposal is to discuss the terms and conditions for a 
Japanese contribution from the end of the Basic Design to the construction and 
the operation.  
Japanese entities would be able to decide their involvement level. 

2010 

Licensing 
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Signature of the collaboration agreement on 
Astrid in the presence of Shinzo Abe and 

François Hollande Innovation Year – 2015 - Tokyo 
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核燃料サイクルの論理的根拠と 
更なる持続可能性に向けての展開 

第２～３世代炉 

1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100  

Pu リサイクル 

第４世代炉 : Pu + MA マルチリサイクル Pu リサイクル 
- 軽水炉 
- MOX燃料によるPuリサイクル Pu マルチリサイクル 

- マルチリサイクル 
- 高速炉 

第４世代炉開発の主なインセンティブ 
→ 大幅な資源の節約 
→ 保管Puの最小化 
→ エネルギー自給率の向上と経済の安定 
→ 廃棄物の減容・有害度低減 
→ 国民の受容 

持続可能性の向上 
時期はあくまでも目安 

核燃料サイクルと高速炉の 
大きな進展が必要 

ASTRID は、核燃料サイクルとナトリウム冷却高速炉における大きな進展を実証 



ASTRIDとは？  
（『工業利用のための先進ナトリウム技術実証炉』） 

• ASTRID は工業規模（60万kW）の第４世代炉の実証炉 （商用炉の前段階）であり、安全性能・運転
性能における革新技術を実証。 

• ASTRIDの技術により、外的事象（地震、洪水、電源喪失、航空機衝突など）に対する強靱な設計が可能。 

世界におけるこれまでのナトリウム高速冷却炉の 
運転経験を踏まえた革新技術の例 

低ボイド反応度炉心 運転中検査能力の向上 事故影響緩和装置 
 (コアキャッチャー等） 

協力企業 
  

原子力・ハイテク分野 
における先進機関 
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ASTRID : 日本からの協力の現状 

2014年8月：ASTRIDの設計、それを支える研究開発及び共同評価に係る協力
のためのCEA、アレバ、JAEA、MHI及びMFBR間での実施取り決め 

 
設計協力 

日本の優れた協力及びASTRIDの『ニュークリア・アイランド』部分の設計への協
力範囲拡大決定に対して感謝。日本の設計実施範囲は、2014年の3機器
から現在9機器に拡大した。日本国内での機器製作性の検討も含まれる。 
日本のパートナーからは、安全機能に関する日仏間の共同評価及び日本の過
去の経験を活かし、ASTRIDの設計改善に係る各種提案をいただいている。 

 
研究開発協力 

燃料試験、炉心・構造材料、計装、過酷事故、熱流動解析が対象。 
『日本の施設における実証試験は有効』との調査結果が得られている。 

 
日本が有する技術、知見、実験施設は、ASTRID計画にとって極めて重要である。 
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ASTRID : スケジュールと将来の日仏協力 

概念設計  基本設計 開発期間 建設期間 運転 調整期間 

2015 | 2016 2019 | 2020 

現行のCEA-フランス 
政府間の申し合せ  ASTRID 事業会社の責任の下で実施 

 ASTRID事業会社 
に向けた体制整備 

2010年から2019年までの設計に係る期間は、CEA-フランス政府間の申し合せの
下、所要の資金を得て実施することとしている。 
このうち2010年から2015年までの「概念設計」においては、日本からの協力による
成果も含めて、節目となる成果を全て成功裏に達成。これを受けてフランス政府は、
2015年12月、「基本設計」の開始を決定した。 
次のステップは、実施主体、統治機構、日本からの協力範囲等を巡る調整であり、
今後の検討事項。「基本設計」期間の終了時点から建設・運転に至るまでの日本
からの協力に係る諸条件について、今後議論していきたい。 
その際、日本からの参加者は、その関与の度合を自ら決めていただくことが可能。 

2010 

許認可取得 
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安倍総理とオランド大統領の立ち会いの下、 
ASTRIDに関する協力取り決めに署名 「日本フランス・イノベーション年」 

 （2015年 東京） 
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