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高速炉技術に対する評価のまとめ
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ナトリウム冷却高速炉開発の流れ

「常陽」、「もんじゅ」までの開発によりナトリウム冷却高速炉による発電システムに必要な技
術は概ね取得した。

残された課題としては安全性向上、信頼性向上、経済性向上が抽出され、「もんじゅ」以
降も検討が進められてきた。
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炉技術の今回のTRL評価の範囲（現時点の技術）

 「常陽」、「もんじゅ」で開発された技術（技術基盤）
 高速炉炉心の基本性能確認
 発電炉炉心、機器、システムの設計技術
 Na機器の製作技術・実績など

 FaCTフェーズⅠで検討された革新技術
 安全性向上技術
 信頼性向上技術
 経済性向上技術

 FaCTフェーズⅠ以降の主要な技術

一部は、大型化等の改良を施し次期炉
に適用される。これらについては「もんじゅ」
に導入された実績をめやすにTRL評価
（改良技術）

現時点の技術評価の主な検討対象（革新技術）
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革新技術

「常陽」、「もんじゅ」の
改良技術
（ 実用炉に向け要改良（大
型化等）だが未着手の部分）

今回の評価対象

「常陽」、「もんじゅ」で
開発された技術

注：TRL評価の棒グラフ（資料４）の各色の面積比から算出
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TRLまとめ棒グラフ（資料４参照）
炉技術



高速炉技術に対する評価のまとめ
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炉システムの実用化に必要な技術課題の多くは、TRL5以上であり、実機設計に適用可
能なTRL7の技術も複数保有することから、技術の実証段階にあるか、技術の実証段階に
進める状況にある。

TRL４の課題は、着手段階のものについては研究開発を進めることでTRLの向上が見込め
る。また、一部の課題については今後の技術選択の見直しも含めて検討する。

 安全関連設備の技術はTRL6～7であり、技術の実証段階にある。
 ナトリウム対策、運転保守の技術は一部を除きTRL5～6である。追加の開発も一部必
要だが技術の実証段階に進める状況にある。

 炉心燃料の技術は一部を除きTRL5～7である。追加の開発も一部必要だが技術の実
証段階に進める状況にある。

 原子炉構造の技術はTRL5～7である。技術の実証段階にあるか、技術の実証段階に
進める状況にある。

 冷却系・その他設備の技術としては一部を除きTRL5～7である。技術の実証段階にある
か、技術の実証段階に進める状況にある。

 原子炉補助設備の技術は、大部分は「もんじゅ」までで実証されている。燃料取扱システ
ムの簡素化の技術はTRL6である。技術の実証段階にある。

 計測制御の技術は「もんじゅ」までで実証されている。
 電気設備、タービン設備等の技術は軽水炉、火力等との共通技術が大半となっている。



燃料サイクル技術に対する評価のまとめ
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再処理技術開発の流れ再処理
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東海再処理施設（TRP）, 六ヶ所再処理工場（RRP）の軽水炉燃料再処理
技術に関する豊富な成果をベースに、高速炉燃料再処理の技術開発を進めた。

経済性、核拡散抵抗性、持続可能性の向上等の課題を検討してきた。

軽水炉燃料再処理（L再）

高速炉燃料再処理（F再）

CPF

Chemical Processing Facility 
東海再処理施設

TRP

PUREX法による

高速炉でのMA燃焼を目指し、
・MA分離工程の追加
・核拡散抵抗性の向上など、
高速炉燃料サイクルに特有のプラント設計

累積処理量 1,140トン
（国内再処理需要の一部を賄う）

MA分離技術開発
各種高速炉再処理機器開発

JNFL六ヶ所再処理工場

・技術協力
・人材育成

高速炉燃料再処理実証施設

機器開発（コールド工学試験、ウラン工学試験）

プロセス開発
（コールド小規模試験、使用済燃料小規模ホット試験）オーソドックスな再処理法



再処理技術のTRL評価の範囲（現時点の技術）

 東海再処理、CPF等で開発された技術

 軽水炉燃料再処理技術
 MOX燃料再処理試験
 関連する機器開発

 FaCTフェーズⅠの検討された革新技術

 経済性向上技術
 安全性、信頼性向上技術
 核不拡散性、環境負荷低減技術

 FaCTフェーズⅠ以降に実施された技術開発

再処理

実機である「TRP,RRP」に導入さ
れた実績をめやすにTRL評価

現時点の技術評価の主な検討対象（革新技術）
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革新技術
今回の評価対象

「TRP,RRP」の改良技術
（TRP,RRPに導入された
実績をめやすにTRL評価）

「TRP,RRP」で
開発された技術

注：TRL評価の棒グラフ（資料４）の各色の面積比から算出
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TRLまとめ棒グラフ（資料４参照）
再処理技術



高速炉燃料製造技術開発の流れ燃料
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軽水炉用（UO2)
燃料製造施設

次期高速炉に向けた燃料供給及び廃棄物減
容等のためのMA燃焼を目指し、
・MOX燃料製造の高度化技術
・MA含有燃料製造技術等を
段階的に採用した高速炉燃料製造施設

JNFL-MOX燃料加工工場

・技術協力
・人材育成

高速炉燃料製造施設

Pu-1

Pu-2

Pu-3

小規模試験施設

工学規模施設

遠隔自動化された工学規模施設

●Pu-3（全自動：1980年代）
・MOX燃料製造実績

常陽： 約3 tHM
もんじゅ：約11 tHM

●Pu-2（半自動：1970年代）
・MOX燃料製造実績

常陽 ： 約4 tHM
ふげん ：約123 tHM
その他 ：約10 tHM 

●Pu-1（研究開発：1960年代）
・製造技術開発
・基礎物性研究

・量産技術

・MOX取扱い
技術

・遠隔自動化技術等

・スケールアップ

 Pu-1,Pu-2,Pu-3における製造経験を経てMOX燃料の量産に必要な技術を取得した。
経済性、核拡散抵抗性、持続可能性の向上等の課題を検討してきた。



燃料製造技術のTRL評価の範囲（現時点の技術）

 東海Pu-1, Pu-2, Pu-3等で開発された技術

 MOX燃料製造試験
 関連する機器開発

 FaCTフェーズⅠで検討された革新技術

 FaCTフェーズⅠ以降に実施された技術開発

 経済性向上技術
 安全性、信頼性向上技術
 核不拡散性、環境負荷低減技術

燃料

「Pu-3」に導入された実績をめやすにTRL評価

現時点の技術評価の主な検討対象（革新技術）
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「Pu-2,Pu-3」で
開発された技術

革新技術
今回の評価対象

「Pu-2,Pu-3」の改良技術

注：TRL評価の棒グラフ（資料４）の各色の面積比から算出
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TRLまとめ棒グラフ（資料４参照）
燃料製造技術



燃料サイクル技術に対する評価のまとめ

技術の開発段階に位置づけられた技術の多くは、経済性向上を目指す高効率分離ﾌﾟﾛｾｽ
開発、Npを含むMA分離および簡素化燃料製造ﾌﾟﾛｾｽ開発に関する課題である。

技術の実証段階に位置づけることができる技術の多くは、再処理では軽水炉燃料再処理
技術、燃料製造では、もんじゅ、常陽の燃料製造技術開発の延長線上にある開発課題で
ある。
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 清澄ｼｽﾃﾑの高度化を除き、解体から溶解・清澄までの技術はTRL5以上であり、追加
の開発も一部必要だが技術の実証段階に進める状況にある。

 Npを取扱う分離ﾌﾟﾛｾｽに課題が残されているものの、分離・精製から脱硝工程までの
技術は、追加の開発も一部必要だが技術の実証段階に進める状況にある。

 MA回収工程には課題が残されている。廃液処理、ｵﾌｶﾞｽ処理等の技術は従来技術
の多くを適用可能であるため、ｼｽﾃﾑ成立性が見通せる。

 Puオンラインモニタリングの技術開発は未実施であるものの、技術の実証段階にある
か、技術の実証段階に進める状況にある。

 脱硝から造粒工程までの技術については、全体的にTRL5以上であり、技術の実証段
階にあるか、技術の実証段階に進める状況にある。

 O/M調整の量産化については課題が残されているものの、成型、焼結技術について
は、ｼｽﾃﾑとしての成立性が見通せる。

 燃料製造に関連する検査技術については、開発期間が短いためTRLを低く評価してい
るものの、他の産業技術を応用することが可能であるため、技術的なハードルは低い。



金属燃料高速炉サイクル技術に対する評価のまとめ
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「金属燃料サイクル」の開発の位置付けと開発状況

金属燃料サイクルは、金属燃料の特性を活かした高増殖率やコンパクトなサイクルシステム等のた
め、電源需要やサイクル施設需要に対してMOX燃料サイクルよりも柔軟に対応できる可能性があ
る。

本技術は米国を中心に開発が行われてきた。国内では、FaCTにおいて副概念と位置付けられ、電
中研が中心となって開発してきた。

中国やインドでは高増殖率に着目し、将来的には金属燃料サイクルの導入を想定している。

世界の開発状況

米国： 米国エネルギー省のIFRプログラム（1984～1994）の下で本格的
開発を開始、金属燃料照射試験・照射済金属燃料を用いた工学
規模の乾式再処理・廃棄物固化体製造試験などを現在まで継続

韓国： 米国との協力により、核拡散抵抗性が高い技術位置づけで、金属
燃料照射試験、Uを用いた基礎試験、工学規模機器開発などの
研究開発を実施中

インド・中国：高い増殖率に着目して、金属燃料サイクルの研究開発を独
自に実施。2030年以降の実用化を目指している

乾式再処理（電解精製）

U

U, Pu, 
MA, RE

U, Pu, MA

AM,AEM,RE,I

500℃
溶融塩

－
－

＋

U-Pu-Zr合金

Na冷却高速炉

金属燃料
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日本： 電中研とJAEAとの共同研究、米国や欧州との協力等を通じて、
MA含有金属燃料照射後試験、照射済燃料の乾式再処理小規
模実証、工学規模乾式再処理機器開発等を実施
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TRLまとめ棒グラフ（資料４参照）
金属燃料高速炉

金属燃料サイクル技術



金属燃料高速炉に対する評価のまとめ

「金属燃料炉心の安全評価技術」、「金属燃料開発」に係る課題は、TRL4～5であり、
一部は技術の実証段階に進める状況にある。

TRL4とした課題は、今後、実機環境を考慮した安全評価用検証データの更なる充実
や照射試験データの拡充により、TRLの向上が見込める。

18

 シビアアクシデントの安全評価技術はTRL4である。実機環境を考慮した検証データの充実等
が必要であり技術の開発段階にある。

 金属燃料の高性能化に係る技術は、TRL4～5である。高燃焼度・高被覆管温度化について
は技術の実証段階に進める状況にあり、MA含有については技術の開発段階にある。



金属燃料サイクル技術に対する評価のまとめ

金属燃料サイクル技術（再処理技術＋燃料製造技術）は、一部を除いてTRL5～6
であり、技術の実証段階にあるか、技術の実証段階に進める状況にある。

TRL4とした課題は、現段階では技術的困難さに伴う開発リスクが高いものではなく、各
課題に着実に取り組んでいくことにより、TRLの向上が見込める。
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 解体・せん断の技術はTRL4～5である。技術の実証段階に進める状況にあるか、技術の開発段階
にある。

 電解精製、電極処理の技術はTRL5～6である。技術の実証段階にあるか、技術の実証段階に進
める状況にある。

 使用済塩処理及び廃棄物処理の技術はTRL4である。今後の技術開発や海外での先行開発実
績を参考にした性能検証が必要であり、技術の開発段階にある。

 燃料ピン製造の技術はTRL5～6である。技術の実証段階にあるか、技術の実証段階に進める状
況にある。


