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高速炉技術の技術成熟度（TRL）評価結果
実証段階以上
（TRL6以上）

開発段階
（TRL4~5）

安全関連設備の技術はTRL6～7である。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。

TRL評価

安全性向上に係る技術

ナトリウム漏洩検知、ナトリウム水反応対策の性能向上及
びナトリウム特有の検査装置等に係る技術

炉心燃料の性能向上、設計手法の高度化等に係る技術

原子炉容器とその内部構造物等の設計高度化（大出力
化、コンパクト化）等に係る技術

冷却系機器の設計高度化（大出力化、物量削減）等に
係る技術

原子炉補助設備の技術

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。

計装制御の技術

「もんじゅ」までで実証されている。

電気設備、タービン等

軽水炉、火力等との共通技術が大半となっている。

原子炉保護設備

工学的安全施設作動設備

制御棒長寿命化

受動炉停止系

駆動機構高度化

自然循環崩壊熱除去

機器大出力化（空気冷却器）

格納容器空調等

SC造格納容器

動特性解析

再臨界回避

コアキャッチャ評価技術

免震システム

高燃焼度燃料

従来被覆管

ODS鋼被覆管

従来集合体

内部ダクト付燃料集合体製造加工技術

MA含有燃料照射

熱設計評価手法高度化

核設計手法高度化

燃料設計手法高度化

新集合体・新材料燃料設計手法開発

遮へい材開発

遮へい評価手法高度化

材料開発（304鋼）

材料高度化（316FR）

設計手法高度化（RV）

コンパクト容器内流動

大口径化対策（RV）

回転プラグ簡素化

プラグ簡素化

新型UIS開発

耐震設計手法

耐熱設計手法高度化

炉心耐震評価手法高度化

流量分配高度化

大口径化対策（下部構造）

新型燃料交換機

材料開発（2 1/4Cr鋼）

材料高度化（改良9Cr）

設計手法高度化（冷却系）

配管

弁類

配管支持構造

予熱保温設備

2ループシステム

流量計高度化

機器大出力化（IHX）

伝熱部コンパクト化

伝熱性能評価手法

熱過渡評価手法

大流量化（ポンプ）

ポンプ組込型IHX

機器大出力化（SG）

高信頼性SG

伝熱評価手法

ナトリウム補助設備

アルゴンガス系設備

燃料出入機

炉外燃料貯蔵設備

燃料検査設備

燃料処理設備

水中燃料貯蔵設備

燃料搬出設備

新燃料受入貯蔵設備

簡素化燃料取扱システム

機器冷却系設備

FCCC
中性子計装

原子炉容器内計装

破損燃料検出装置

制御棒位置指示計装

プロセス計装

原子炉制御設備

：「常陽」、「もんじゅ」で開発が行われた基盤技術

：「常陽」、「もんじゅ」の改良技術（要改良だが未着手部分）

：今回評価した革新技術

水色で示した「常陽」、「もんじゅ」で開発された技術を基盤として、
実用炉の開発目標達成に向けた、安全性、信頼性、経済性向上
のための革新技術の開発が進められている。今回の技術検討に
おいては濃緑色で示した革新技術のTRL評価を行った。

大口径化対策（GV）

漏洩検知高度化

機器大出力化（ナトリウム水反応対策）

SGリーク検知開発

SG微小リーク検知性能向上

Na-水反評価手法

機構論的Na-水反応評価

補修技術開発

検査技術開発

Na中目視検査装置

●：安全性向上

◎：信頼性向上

〇：経済性向上

安全関連設備の技術●,〇

ナトリウム対策、運転保守の技術◎

炉心燃料の技術●,〇

原子炉構造の技術〇

冷却系の技術◎,〇

原子炉補助施設の技術〇

計装制御の技術

電気設備の技術

タービン及び付属設備の技術

放射性廃棄物廃棄施設の技術 2

*：SGリーク検知、漏洩検知高度化はナトリウム対策、運転保守の技術 、流量計高度化は冷却系の技術
に含まれている。また、破損燃料検出、破損燃料位置検出はコンパクト容器内流動に含まれている。

*：実証炉に向けての高圧蒸気加熱器の開発、実用炉に向けてのタービン開発等の他産業分野での開
発はここでは含まれていない。



使用済燃料受入、解体・せん断工程の技術はTRL6～７で
ある。技術の実証段階にある。

溶解、清澄工程の技術は一部を除きTRL5である。技術
の実証段階に進める状況にある。

晶析、分離・精製・溶媒洗浄工程の装置開発については
TRL5であり、技術の実証段階に進める状況にある。プロ
セス開発は、TRL4~5であり、技術の開発段階にある。

U,Pu蒸発濃縮、脱硝・転換工程の技術は、一部を除き
TRL5である。技術の実証段階に進める状況にある。

MA回収については、装置開発はTRL4である。プロセス
開発は抽出剤や吸着材の改良を進めている段階にあ
り、技術の開発段階か、そこに進める状況にある。

基本的に従来のTRP, RRPの技術を適用できるため、
一部の技術を除いてTRL7~8であり、システムの試運転
段階にある。廃棄物低減のためのソルトフリー洗浄技
術については、TRL4であり、技術の開発段階にある。

基本的に従来のTRP, RRPの技術を適用できるため、
一部の技術を除いてTRL7~8である。システムの試運転
段階にある。

：「TRP, RRP」で開発された技術

：「TRP, RRP」の改良技術

：今回評価した革新技術

高速炉用燃料集合体のラッパ管を解体し、燃料ピンを
せん断する技術

使用済燃料を溶解し、溶解液を清澄する技術

溶解液から晶析法によりUを粗分離したのちｺﾌﾟﾛｾｯｼﾝ
ｸﾞ等によりU-Puを分離精製する技術。またはｺﾌﾟﾛｾｯｼﾝ
ｸﾞによるU-Pu-Npの一括回収技術

回収したU, Puを脱硝したのち、酸化物に転換する技術

高ﾚﾍﾞﾙ廃液からMAを分離回収したのち、廃液をガラス
固化する技術

廃液、廃溶媒の処理、ｵﾌｶﾞｽ処理等の技術

各種工程管理、保障措置のための分析技術

高速炉MOX燃料再処理の技術成熟度（TRL）評価結果

水色で示した「TRP」、「RRP」で開発された軽水炉燃料再処理
技術を基盤として、高速炉燃料再処理の実用施設の開発目標
達成に向けた経済性向上、核拡散抵抗性強化、持続可能性向
上のための革新技術の開発が進められている。今回の技術検
討においては濃緑色で示した革新技術のTRL評価を行った。

受入・貯蔵、解体・せん断工程の技術 ○

FBR集合体貯蔵・搬送

FBR集合体解体機

FBR集合体せん断機

分配器

溶解、清澄工程の技術 ○

高効率溶解ﾌﾟﾛｾｽ

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ機構

回転ﾄﾞﾗﾑ型溶解槽

残渣溶解槽

溶解ﾌﾟﾛｾｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術

FBR用遠心清澄機

高性能清澄ｼｽﾃﾑ

晶析、分離・精製・溶媒洗浄工程の技術○, □

晶析（ﾌﾟﾛｾｽ）

（装置）

ｺﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞ（ﾌﾟﾛｾｽ：共除染部）

（ﾌﾟﾛｾｽ：分配部）

（装置）

U-Pu-Np一括回収（ﾌﾟﾛｾｽ）

（装置）

抽出ﾌﾟﾛｾｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術

U,Pu濃縮、脱硝・転換工程の技術 ○

U濃縮缶

Pu濃縮缶

大処理能力U/Pu濃縮缶

U脱硝装置

ﾏｲｸﾛ波脱硝装置

焙焼炉・還元炉

粉砕機

混合機

MA回収・ｶﾞﾗｽ固化工程の技術○, △

高ﾚﾍﾞﾙ廃液濃縮缶・蒸発缶・精留塔

MA分離（ﾌﾟﾛｾｽ）

MA分離（装置）

ｶﾞﾗｽ固化装置

自然空冷ｶﾞﾗｽ固化体貯蔵

廃液、廃溶媒、ｵﾌｶﾞｽ処理の技術○, △

中低ﾚﾍﾞﾙ廃液濃縮缶

ｾﾒﾝﾄ固化装置

ｿﾙﾄﾌﾘｰ洗浄（ﾌﾟﾛｾｽ）

ｿﾙﾄﾌﾘｰ洗浄（装置）

溶媒蒸発缶・精留塔

熱分解装置（MA吸着材系）

NOX吸収塔

ﾖｳ素追出し+銀系ﾖｳ素ﾌｨﾙﾀ

分析・その他の工程の技術○

ｵﾌﾗｲﾝ分析自動化

ｵﾝﾗｲﾝ化・計装化

遠隔保守機器

廃棄物処理装置（不燃固体）

（難燃固体）

（可燃固体）

使用前検査技術

供用中検査技術

核不拡散技術（計量管理・保障措置）

実証段階以上
（TRL6以上）

開発段階
（TRL4~5）

TRL評価

○：経済性向上

□：核拡散抵抗性強化

△：持続可能性向上
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脱硝、造粒工程の技術 ○, △

ﾏｲｸﾛ波脱硝（2kg/ﾊﾞｯﾁ）

（5kg/ﾊﾞｯﾁ）

Pu富化度調整（粉末機械混合法）

（溶液段階調整法）

造粒（ﾀﾌﾞﾚｯﾄ造粒法）

造粒（中空成形用ﾛｰﾙ解砕法）

（転動造粒法・ﾌﾟﾛｾｽ）

（転動造粒法・量産）

成形、焼結、O/M調整工程の技術○, △

成型（細径中実ﾍﾟﾚｯﾄ）

（太径中空ﾍﾟﾚｯﾄ）

（ﾀﾞｲ潤滑成形法）

焼結（細径中実ﾍﾟﾚｯﾄ）

（太径中空ﾍﾟﾚｯﾄ）

[外周研削]
焼結時外径制御

焼結・O/M調整（ﾌﾟﾛｾｽ）

（量産）

検査・分析、乾式ﾘｻｲｸﾙ工程の技術○

ﾍﾟﾚｯﾄ検査・分析（細径中実ﾍﾟﾚｯﾄ）

（中空ﾍﾟﾚｯﾄ内径検査）

外周研削

[焼結時外径制御]

乾式ﾘｻｲｸﾙ（規格外ﾍﾟﾚｯﾄ）

（不純物混入粉末等）

燃料ピン加工・集合体組立工程の技術○

燃料ピン加工

ODS鋼被覆材の溶接

集合体組立

加工組立検査

燃料製造システム全般 ○, □, △

ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ型MOX燃料製造設備

ｾﾙ内遠隔設備

MA取扱い技術

廃棄物処理技術

核不拡散技術（計量管理・保障措置）

中空ペレットの検査技術、乾式リサイクル技術はTRL4で、
技術の開発段階にある。

太径中空ペレット製造（成型、焼結）についてはTRL5～6
であり、技術の実証段階か、実証段階に進める状況にあ
る。焼結・O/M調整技術は、技術の開発段階にあり、技
術の選択または見直しが必要である。

脱硝、造粒工程の技術は、TRL5~7である。技術の実証
段階か、実証段階に進める状況にある。

脱硝、Pu富化度調整から造粒までの技術

ﾍﾟﾚｯﾄ成型及び焼結、O/M調整の技術

MOXペレットの検査・分析及びスクラップの乾式リサイク
ル技術

Pu-3の技術を採用し、技術の実証段階以上にある。
ODS鋼被覆材の溶接技術についてはTRL5で、技術の実
証段階に進める状況にある。

燃料ピン加工、集合体組立技術

燃料製造システムの共通基盤的技術

：「Pu-2, Pu-3」で開発された技術

：「Pu-2, Pu-3」の改良技術

：今回評価した革新技術

MA取扱い技術、セル内遠隔技術はTRL4～5であり、技
術の開発段階にある。

高速炉MOX燃料製造技術の技術成熟度（TRL）評価結果

実証段階以上
（TRL6以上）

開発段階
（TRL4~5）

TRL評価

○：経済性向上

□：核拡散抵抗性強化

△：持続可能性向上

水色で示した「Pu-2」、「Pu-3」等において開発された「常陽」、
「もんじゅ」等のMOX燃料製造技術を基盤として、実用施設の開
発目標達成に向けた経済性向上、核拡散抵抗性強化、持続可
能性向上のための革新技術の開発が進められている。今回の
技術検討においては濃緑色で示した革新技術のTRL評価を
行った。
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金属燃料高速炉技術の技術成熟度（TRL）評価結果

MOX燃料高速炉プラントと多くの技術は共通
だが、特有の技術課題である炉心の安全評
価技術や燃料開発を対象に評価を行った。

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。

安全性向上に係る技術

ナトリウム漏洩検知、ナトリウム水反応対策の性能向上
及びナトリウム特有の検査装置等に係る技術

炉心燃料の性能向上、設計手法の高度化等に係る技術

原子炉容器とその内部構造物等の設計高度化（大出力
化、コンパクト化）等に係る技術

冷却系機器の設計高度化（大出力化、物量削減）等に係
る技術

電気設備、タービン等

： MOX燃料高速炉プラントと共通の技術

： 金属燃料高速炉プラントに特有の技術（評価の対象）

実証段階以上
（TRL6以上）

開発段階
（TRL4～5）

TRL評価

原子炉補助設備の技術

計装制御の技術

5

安全関連設備の技術
原子炉保護設備

工学的安全施設作動設備

制御棒長寿命化

受動炉停止系

駆動機構高度化

自然循環崩壊熱除去

機器大出力化（空気冷却器）

格納容器空調等

SC造格納容器

動特性解析

再臨界回避

コアキャッチャ評価技術

免震システム

ナトリウム対策、運転保守の技術
大口径化対策（GV）

漏洩検知高度化

機器大出力化（ナトリウム水反応対策）

SGリーク検知開発

SG微小リーク検知性能向上

Na-水反評価手法

機構論的Na-水反応評価

補修技術開発

検査技術開発

Na中目視検査装置

炉心燃料の技術
高燃焼度・高被覆管温度金属燃料

従来被覆管

ODS鋼被覆管

従来集合体

内部ダクト付燃料集合体製造加工技術

MA含有金属燃料照射

熱設計評価手法高度化

核設計手法高度化

燃料設計手法高度化

新集合体・新材料燃料設計手法開発

遮へい材開発

遮へい評価手法高度化

原子炉構造の技術
材料開発（304鋼）

材料高度化（316FR）

設計手法高度化（RV）

コンパクト容器内流動

大口径化対策（RV）

回転プラグ簡素化

プラグ簡素化

新型UIS開発

耐震設計手法

耐熱設計手法高度化

炉心耐震評価手法高度化

流量分配高度化

大口径化対策（下部構造）

新型燃料交換機

冷却系の技術
材料開発（2 1/4Cr鋼）

材料高度化（改良9Cr）

設計手法高度化（冷却系）

配管

弁類

配管支持構造

予熱保温設備

2ループシステム

流量計高度化

機器大出力化（IHX）

伝熱部コンパクト化

伝熱性能評価手法

熱過渡評価手法

大流量化（ポンプ）

ポンプ組込型IHX

機器大出力化（SG）

高信頼性SG

伝熱評価手法

原子炉補助施設の技術
ナトリウム補助設備

アルゴンガス系設備

燃料出入機

炉外燃料貯蔵設備

燃料検査設備

燃料処理設備

水中燃料貯蔵設備

燃料搬出設備

新燃料受入貯蔵設備

簡素化燃料取扱システム

機器冷却系設備

計装制御の技術
中性子計装

原子炉容器内計装

破損燃料検出装置

制御棒位置指示計装

プロセス計装

原子炉制御設備

電気設備の技術

タービン及び付属設備の技術

放射性廃棄物廃棄施設の技術



金属燃料サイクル技術（再処理、燃料製造）の
技術成熟度（TRL）評価結果

金属燃料サイクル技術はMOX燃料のサイクル技術と

根本的に異なるものであり、プロセスを構成する技術

の内、MOX燃料のサイクル技術と類似の技術を除いた、

ほぼ全ての技術をTRL評価の対象とした。

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。

実証段階以上
（TRL 6以上）

開発段階
（TRL 4～5）

燃料集合体や燃料ピンの解体に関する技術

電解精製によりウランやプルトニウム、MA等のアクチニド元素を
陰極に析出させ、最終的な製品を得るための技術と関連技術

残留物が蓄積した塩の再生やアクチニド回収に関連する技術

廃棄物処理と安定固化体の製造に関連する技術

Naボンド型の金属燃料ピンの製造に関連する技術

集合体の組立に関連する技術

TRL評価

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。

MOX燃料サイクルと共通の技術
金属燃料サイクルに特有の技術（評価の対象）

金属燃料再処理技術

解体・せん断工程の技術

FBR集合体貯蔵・搬送

FBR集合体解体機

燃料ピンせん断

Na蒸留

電解精製、電極処理工程の技術

電解還元

電解精製

陰極処理

陽極処理

高温融体移送

使用済塩処理工程の技術

向流抽出・逆抽出

ゼオライトカラム

廃棄物処理工程の技術

ドロス処理

ソーダライト固化

金属廃棄物溶融固化

金属燃料製造技術

燃料ピン製造工程の技術

射出鋳造

燃料ピン製造

集合体組立工程の技術

集合体組立技術（ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ技術）

セル内遠隔設備

MA取扱技術
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高速炉技術のASTRID協力の成果による技術の拡充

実証段階以上
（TRL 6以上）

開発段階
（TRL 4~5） TRL評価

原子炉保護設備

工学的安全施設作動設備

制御棒長寿命化

受動炉停止系

駆動機構高度化

自然循環崩壊熱除去

機器大出力化（空気冷却器）

格納容器空調等

SC造格納容器

動特性解析

再臨界回避

コアキャッチャ評価技術

免震システム

受動炉停止系(オプション設計)

崩壊熱除去系（オプション設計）

タンク型炉の炉心損傷対策

ポーラテーブル

3次元免震

大口径化対策（GV）

漏洩検知高度化

機器大出力化（ナトリウム水反応対策）

SGリーク検知開発

SG微小リーク検知性能向上

Na-水反評価手法

機構論的Na-水反応評価

補修技術開発

検査技術開発

Na中目視検査装置

高燃焼度燃料

従来被覆管

ODS鋼被覆管

従来集合体

内部ダクト付燃料集合体製造加工技術

MA含有燃料照射

熱設計評価手法高度化

核設計手法高度化

燃料設計手法高度化

新集合体・新材料燃料設計手法開発

遮へい材開発

遮へい評価手法高度化

ボイド反応度低減炉心

新型遮へい体

材料開発（304鋼）

材料高度化（316FR）

設計手法高度化（RV）

コンパクト容器内流動

大口径化対策（RV）

回転プラグ簡素化

プラグ簡素化

新型UIS開発

耐震設計手法

耐熱設計手法高度化

炉心耐震評価手法高度化

流量分配高度化

大口径化対策（下部構造）

新型燃料交換機

タンク型炉容器

タンク型炉容器内部構造

タンク型炉炉心支持構造

耐震強化タンク型炉

材料開発（2 1/4Cr鋼）

材料高度化（改良9Cr）

設計手法高度化（冷却系）

配管

弁類

配管支持構造

予熱保温設備

2ループシステム

流量計高度化

機器大出力化（IHX）

伝熱部コンパクト化

伝熱性能評価手法

熱過渡評価手法

大流量化（ポンプ）

ポンプ組込型IHX

機器大出力化（SG）

高信頼性SG

伝熱評価手法

ナトリウム補助設備

アルゴンガス系設備

燃料出入機

炉外燃料貯蔵設備

燃料検査設備

燃料処理設備

水中燃料貯蔵設備

燃料搬出設備

新燃料受入貯蔵設備

簡素化燃料取扱システム

機器冷却系設備

中性子計装

原子炉容器内計装

破損燃料検出装置

制御棒位置指示計装

プロセス計装

原子炉制御設備

原子炉容器内NIS

安全関連設備の技術●,〇

ナトリウム対策、運転保守の技術◎

炉心燃料の技術●,〇

原子炉構造の技術○

冷却系の技術冷却系の技術◎,○

冷却系の技術原子炉補助設備の技術○

冷却系の技術計装制御の技術

冷却系の技術

冷却系の技術

冷却系の技術

濃緑色の点線で示した部分について、わが国ですでに開発し
た技術について、仏から得られた知見及び設計概念構築を通
した知見が追加され技術が向上した。

橙色と紫色で示した部分について、仏が開発した技術について
協力して知見を獲得することにより、わが国にも適用可能な設
計オプションを拡充した。

安全関連設備の技術はTRL6～7である。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。

安全性向上に係る技術

ナトリウム漏洩検知、ナトリウム水反応対策の性能向上及
びナトリウム特有の検査装置等に係る技術

炉心燃料の性能向上、設計手法の高度化等に係る技術

原子炉容器とその内部構造物等の設計高度化（大出力
化、コンパクト化）等に係る技術

冷却系機器の設計高度化（大出力化、物量削減）等に
係る技術

原子炉補助設備の技術

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。

計装制御の技術

「もんじゅ」までで実証されている。

電気設備、タービン等

軽水炉、火力等の共通技術が大半となっている。

日仏協力によりTRLが向上した部分

日仏協力により新たに獲得した技術

タンク型炉の耐震性を強化するための技術

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。

計装制御等に係る
技術

安全性向上に
係る技術

ナトリウム漏洩検知、
ナトリウム水反応対
策の性能向上及び
ナトリウム特有の検
査装置等に係る技
術

炉心燃料の性能向
上、設計手法の高度
化等に係る技術

原子炉容器とその
内部構造物等の設
計高度化（大出力化、
コンパクト化）等に係
る技術

冷却系機器の設計
高度化（大出力化、
物量削減）等に係る
技術

燃料取扱設備の簡
素化等に係る技術

FCCC●：安全性向上

◎：信頼性向上

〇：経済性向上

電気設備の技術

タービン及び付属設備の技術

放射線廃棄物施設の技術
：「常陽」、「もんじゅ」で開発が行われた基盤技術

：「常陽」、「もんじゅ」の改良技術（要改良だが未着手部分）

：今回評価した革新技術

：日仏協力によって獲得した技術

：タンク型炉の耐震性を強化するための技術

：日仏協力により開発が進展した部分
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*：SGリーク検知、漏洩検知高度化はナトリウム対策、運転保守の技術 、流量計高度

化は冷却系の技術に含まれている。また、破損燃料検出、破損燃料位置検出はコン
パクト容器内流動に含まれている。

*：実証炉に向けての高圧蒸気加熱器の開発、実用炉に向けてのタービン開発
等の他産業分野での開発はここでは含まれていない。


