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2017年までのフランスの高速炉プログラム



フランスの原子力政策：クローズドサイクルの意義と更なる持続可能性へ
の発展

第2世代・第3世代：プルトニウムのモノリサイクル

第4世代：プルトニウム＋マイナーアクチニド
のマルチリサイクル

プルトニウムのモノリサイクル
-軽水炉（LWR）
-混合酸化物（MOX）燃料によるプルトニウムリサイクル プルトニウムのマルチリサイクル

-マルチスルーサイクル
-高速炉（FR）

第4世代原子炉開発の主なインセンティブ
→ 大幅な資源利用の節減
→ プルトニウム備蓄の最小化
→ エネルギー自給と経済的安定性
→ 廃棄物負荷の低減と処分の最適化
→ 国民的受容

より持続可能性が高くなる

サイクルと高速炉のブレークス
ルーが必要
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→ フランスの多年度エネルギー計画（MEP）は5年ごとに改定される。次期改訂は、現在進められている国
民的な議論の後、2018年末になされる予定。エネルギーに関する国民的な議論をサポートするために発行
された政府文書は、クローズド燃料サイクル戦略を支持している。その理由は、クローズド燃料サイクル
戦略はプルトニウムの管理を可能にし、原子力エネルギーの持続可能性を確保するため。

→ フランスのロードマップは、酸化物燃料の再処理（湿式）と高速炉の利用に基づくもの。その中でも、ナ
トリウム冷却高速炉（成熟技術）が最も重視されている。他の技術についても、協力を通じて積極的に調
査されている。



ASTRID（アストリッド）プログラムの内容
（2010年に締結されたフランス政府とCEAの協定）

シビアアクシデント実験
プログラム

研究開発
→新世代のシミュレーションツールの開発

→フェニックス（Phénix）とスーパーフェ
ニックス（Superphénix）の情報の活用

→実規模での機器試験
大規模なナトリウム試験ループ

臨界実験装置MASURCAの改修

燃料製造工場（MOX

燃料）

ASTRIDの設計検討
統合技術実証炉：600 MW(e)

第4世代原子炉

照射ツール

ASTRIDはサイクルとSFRのブレークスルーの実証を目指す。
協定は2010年～2019年の期間（原子炉の基本設計まで）をカバーし、4つの柱から成
り立っている。
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ASTRID
(ADVANCED SODIUM TECHNOLOGICAL REACTOR FOR INDUSTRIAL DEMONSTRATION)

（工業利用のための先進ナトリウム技術実証炉）

ASTRIDは、安全性や運転性に関する革新技術の成立性や性能を工業規模（～600MWe）で実証する
ための第4世代の技術実証炉（実用炉の初号機の前段階）である。

ASTRIDの技術により、外部事象（地震、洪水、電源喪失、航空機衝突など）に対して非常に頑健な
設計が可能となる。

世界で過去に運転されたナトリウム冷却高速炉の経験活用に基づ
く技術革新の事例

固有の挙動を活かした
炉心の改善

供用期間中検査能力の
拡大

緩和装置（コア
キャッチャーな
ど）

産業パートナー

原子力とハイテク
のリーダー
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ASTRID：日本の貢献

2014年5月：仏CEAと日本の経済産業省（METI）、文部科学省（MEXT）間で一般取
決めを締結。この協定は、基本設計が終了するまで（2019年末まで）の協力を対象
としている。
2014年8月：仏CEA、Framatome社、日本原子力研究開発機構（JAEA）、三菱重工業
（MHI）、三菱FBRシステムズ（MFBR）間で実施取決めを締結。以下の分野の協力
を実施。
設計

これまでに優れた協力が行われてきたことを踏まえ、ASTRIDの原子炉プラント設計に
対する日本の協力範囲を拡大することを決定。協力項目としては、機器製作性検討

（炉心上部機構、ポーラーテーブルなど）、過渡解析、主容器挙動評価が含まれる。

日本のパートナーは、現在行っている安全機能の共同評価と彼らの経験に基づき、
ASTRIDの設計改善の提案をしている。

2017年以降、フランスと日本の両国で適用可能な共同設計に発展させるための条件を

評価するために、ASTRIDの仕様に関する共同レビューを実施している。

研究開発（R&D）
協力項目としては、燃料の実証、炉心・構造材料（データベースの交換、製造技術の
共同開発）、計装、シビアアクシデント（SIMMER-Vの共同開発）、熱流動解析。
日本の施設（常陽、AtheNa、高砂などの試験施設）による実証試験の実施可能性が検
討されており、有意義な議論が行われている。PLANDTL-2試験は現在実施中。

日本の技術、知識、試験施設は、ASTRIDプログラムにおいて非常に重要。
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フランスのプログラムの発展



2017年末のフランスの状況
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2017年末の状況：高速中性子炉の実用炉導入の必要性は、現在のウラン市場の状況に鑑みると、それほど緊急ではな

いと考えられる。

この新しい状況下において、フランス政府は、ASTRIDプログラムの現在の位置付けについてCEAに質問した。

その質問に対する答えの中で、CEAは、実験施設を含むナトリウム高速中性子炉シミュレーションプログラムを提案

した。その実験施設には、100～200MWeの実証炉も含まれている。

SFRシミュレーションプログラムは、今後数年間の持続可能な費用展開と整合している必要がある。

SFRシミュレーションプログラムの上位目標は、ASTRIDプログラムの上位目標と同じである。

• 長期的にクローズド燃料サイクルの戦略を利用可能な状態に維持すること。

• 安全、高性能で競争力のある産業用大規模SFR電力網の導入を実現できること（経済的側面は、「発電」と

「燃料サイクル及び核分裂性物質（プルトニウム、ウラン）管理」の両面を考慮しなければならない）。

SFRシミュレーションプログラムの研究計画は、発電事業の仕様（フランスにおける例：60年寿命、稼働率80％、使

用済みMOX燃料からのプルトニウムと酸化物分散強化型（ODS）被覆管による燃焼度120GWd/tHMの(U,Pu)O2炉心）を

満たす1GWeの実用炉の設計及び許認可を開始できるようなデータを、先のASTRIDプログラムよりも低コストで入手

できる計画とする必要がある。

この研究計画により、実験プログラムと実証炉の運転経験のフィードバックを組み合わせることで、実用SFRの設計

及び許認可のスピードアップを実現する検証された数値シミュレーションツールを開発することができる。



SFRシミュレーションプログラム
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試験実証プログラム
• 物理モデルとシミュレーショ
ンコードの検証を支える実験
データの収集

• フランス及び外国の実験プ
ラットフォーム

• より小型の実証炉（ “New-

ASTRID”)

工業用SFRの開発に向けて特定された科学的、技術的課題
SFR（中性子工学、燃料、材料、技術など）及び関連する燃料サイクルの知識向上

数値シミュレーションプログラム

• 設計の成立性を示し、頑健な安全性の実証を支え
るため、すべての状況（通常運転、異常事象及び
事故の状況）をシミュレートする能力

• シミュレーションツールは、設計及び建設段階の
短縮化、その後の運転支援、保守最適化のための
予測可能性の観点から必要な性能を有する。

• シミュレーションコード、その検証レベル、コー
ド連成、裕度の改善。今後数十年にわたるHPC

（ハイパフォーマンスコンピューティング）の進
歩による利益の統合。

物理学の研究開発

• 燃料、核データ、中性子
工学、材料、主要技術に
関する基礎知識の向上



SFRシミュレーションプログラムの目的
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1GWe SFRへの
投資決定

• 炉心、60年寿命、稼働率など
の目標性能の検証

• 技術性能の検証
• ウラン、プルトニウム、マイ
ナーアクチニド管理のための
政策実現

2018年現在の知識

• 現在のASTRIDプログラムの成果
• 利用可能なデータベース、数値シミュレーションツール、
運転中又は設計中の施設（常陽、AtheNa、ジュールホロ
ビッツ炉（JHR）、Plinius2、ゼファー（Zephyr）など）

• ラプソディ（Rapsodie）、フェニックス、スーパーフェ
ニックス、常陽、もんじゅ、SPX2プロジェクト、欧州型高
速炉（EFR）プロジェクト、日本のナトリウム冷却高速炉
（JSFR）プロジェクトのフィードバック経験

New ASTRID

• 設計と許認可での利
用

• New-ASTRIDの実証
は、利用可能な施設
又は設計中の施設を
活用

• 検証への寄与
• プルトニウム
燃焼及び核変
換燃料の実証

物理研究開発及び日本
及びフランスの施設に
おける実験プログラム

検証への寄与



外挿の例

大規模炉心の挙動：

モンテカルロ・ツールの進歩＋スーパーフェニックス中性子工学データベースの検証への活用

実用炉炉心、核変換炉心、又はプルトニウム燃焼炉心の性能実証：「New-ASTRID」における一連

の燃料集合体照射＋モックアップ（ゼファー）での物理実験

60年寿命の実証：

フェニックスとスーパーフェニックスの材料サンプルの利用

ハイパフォーマンスコンピューティングの進歩と「New-ASTRID」のいくつかの場所に設置した特

定の計装からの実験データを考慮に入れた、原子力プラント全体の構造の挙動を評価するための

CFDと熱機械モデルをカップリングした手法の開発

大型機器：製造及び運転経験のフィードバックの活用。疑念がある場合には、特定のループ

に関する試験を常に実施できるようにする。

New-ASTRIDの許認可戦略は、シビアアクシデントの状況、ナトリウム漏えい、実質的排除

の状況に対して、実用炉と同じものとする。

原子炉出力の影響が少ない事項：ナトリウム中の検査、ナトリウム漏えい対策、シビアアク

シデント解析（実験の大部分は特定の原子炉又は施設で実施されるため）、設計コード

（例：RCC-MRx又はJSME）の最適化。
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SFRシミュレーションプログラムにおける
NEW-ASTRIDの目的

ウラン及びアクチニド管理に係る種々のオプション（プルトニウムのマルチリサイクル、プ
ルトニウム燃焼炉、核変換燃料の開発サポートなど）に応じた燃料性能実証能力
将来のSFRに向けたフランス及び日本の炉心の構成要素と性能の実証

SFRの挙動（例：自然循環試験の性能）と実際の条件（照射条件、総合実証など）下でのシ
ステム及び機器の挙動の特性評価を通じた実験側への貢献
発電事業として求められる性能がSFRによって達せられ得ることの、実際の条件下での確認
（特に供用期間中検査や保守・補修を考慮）
電力網との連結のため、蒸気発生器の性能の実証

フランスと日本が過去に実現したものがかなり古くなっている現在、プロジェクトの様々な
段階からの経験のフィードバックによって、将来の実用化SFRのために、最新の安全性及び

規制当局によって検証される規制枠組みを設定することができるとともに、全ての当事者
（エンジニアリング、ベンダー、サプライチェーン、管理、規制当局、研究開発）における
技能維持を支援することができる。
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SFRシミュレーションプログラム：実施に向けて

2018年：SFRシミュレーションプログラムの第１次戦略ロードマップの準備（以下の項目を

含む：目標、費用の予備評価、New-ASTRIDの仕様、可能性のある協力関係の評価）

2020年から実際に立ち上がるよう、2019年にSFRシミュレーションプログラムを策定。

SFRシミュレーションプログラムは1フェーズ5年単位で継続して実施される。その内容は5ヶ

年実施ロードマップで定められる。

あるフェーズにおけるパートナーの参画を次のフェーズでも継続するように義務付けること

はない。

2020年～2024年の第一フェーズの研究計画としては、数値シミュレーションや研究開発を実

施するとともに、詳細設計を開始できるレベルのNew-ASTRIDの設計を完了する。マイルス

トーンは2024年に設定され、この時点において建設許可の取得に向けた詳細設計プロセス及

び管理プロセスの開始を決定する条件が満たされているかどうかを確認する。
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SFR シミュレーションプログラム: 2020年～2024年の協力関係

日本はSFRシミュレーションプログラム全体の主要な外国パートナーであるべきということ

を、フランスは提案する。その理由は、両国の原子力政策が類似しており、2014年からの技

術協力が成功していることによるもの。

2020年～2024年における共同プログラムの一例：

数値シミュレーションツールの共同開発の推進と拡大（例：SIMMER V及びSEASONプラット

フォームの開発）

試験施設に係る共同ロードマップの実現（例：日本のAtheNa、MTL-3、常陽など、フランスの

Plinius2）、共同試験プログラムの推進

New-ASTRID：設計検討の共有

2018年における日本からの回答は、フランス政府にとって重要なインプットとなる。

他の協力関係については？ 米国とフランスは、2018年4月にSFRに係る将来の協力に関する

意図表明に署名。CEAは2018年に米国エネルギー省（DOE）へ働きかけて同国のSFRシミュ

レーションプログラムへの参加の可能性を確認していく予定。
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2017年3月20日：将来のASTRID協力
を強化する提案を含む、フランスと

日本の間の意図表明


