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2. 1 低減速軽水炉の研究開発の現状と展望
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2. 1. 1 低減速軽水炉の意義

日本原子力研究所では、原子力エネルギーの長期かつ安定的な利用を一層推進するため、軽水

炉技術の高度化を極限まで追求し今後の核燃料サイクル上の広範囲なニーズに対応できる原子炉

として、革新的水冷却炉「低減速軽水炉Jの研究開発を推進している[211-215)0

低減速軽水炉は、水による中性子の減速を抑制し中性子エネルギーを高くして運転することで

1を超える転換比を実現する水冷却炉であり、実績のある軽水炉の技術基盤を最大限に活用する

ことにより、プルトニウムの多重リサイクル利用の早期実現、ウラン資源の有効利用によるエネ

ルギーの長期安定供給を目指している。

低減速軽水炉は、高い転換比の特長を生かして、将来のプルトニウム・バランスに柔軟に対応

することができる。図 2.1・1に低減速軽水炉を利用した核燃料サイクル構築の展望を示す.ウラ

ンの需給動向から判断して、今後の 20--30年の期間においてはウラン資源節約の強いニーズは

なく、再処理で回収されるプルトニウムを安全かつ効率的に消費することが重要な課題となって

おり、現行軽水炉によるプルサーマル利用を当初の計画に沿って早期に実施することが直近の対

応として必要である。次に、プルサーマルでの技術蓄積を背景に、 2020年代に h 利用の主体を

現行軽水炉から低減速軽水炉に移行し、プルトニウム消費を拡大する.低減速軽水炉はプルトニ

ウムのインベントリが大きいので、少数基の炉で集中的な消費が可能である.さらにプルトニウ

ムバランス、 MOX使用済み燃料の貯蔵量等の状況を勘案して、 2030.....2050年頃に MOX燃料の

再処理も可能な処理設備を建設し、低減速軽水炉の基数を増やしてプルトニウムの多重リサイク

ル利用、最終的には転換比 1.05程度のプルトニウム増殖サイクル利用を実現する。

低減速軽水炉の導入効果を検討するために、我が国の発電炉・燃料サイクルシステムの長期的

なシミュレーション計算を実施してきた[216-217)。最近の検討結果の要点を図 2.1・2、図 2.1-3に

示す。本検討では、今後の原子力発電規模に関しては 2010年に約 61GWe、2020年に 75GWe、

2050年以降は 80GWeで一定と仮定している.現在の計画では 2005年に六ヶ所再処理工場が操

業を開始し、フル稼働すれば毎年 800トンの使用済み燃料が再処理される。これによって約 5ト

ン程度の核分裂性プルトニウムが回収され、その全量がプルサーマル燃料として利用される。一

方、プルサーマルの使用済み MOX燃料は再処理を行うことなく貯蔵される計画である。上記の

発電規模の下では使用済み燃料の年開発生量は六ヶ所工場の処理規模を上回り、使用済み燃料の
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貯蔵量は、再処理をしない場合よりは緩和するものの、六ヶ所工場がフル稼働しでもなお増大を

続ける(図 2.1・2)。また、天然ウランの消費量も際限なく増大し、 2100年に約 140万トン、 2150

年には約 210万トンの規模となる(図 2.1・3)。プルトニウム利用をまったく行わず、濃縮ウラン

軽水炉のみで発電を行った場合に比べると天然ウランの消費量は低減するが、その割合は小さい。

一方、低減速軽水炉は、少数基の炉で効率的にプルトニウムを利用することができ、例えば、

六ヶ所工場を閉鎖後新たに第二再処理工場の操業を開始して濃縮ウラン燃料と MOX燃料の再処

理を行ない、プルサーマルから低減速軽水炉に移行すれば、使用済み燃料貯蔵量を最大 2.5万ト

ン程度の水準に抑制でき、長期的には低減速軽水炉が潰縮ウラン軽水炉をすべて置換して、究極

的な天然ウラン消費量を有限量に抑えることが可能である(図 2.1・3)。

2. 1. 2 研究開発の現状

低減速軽水炉を実現するための研究開発として、(1)炉心概念の確立、 (2)成立性確認のた

めの研究開発、さらに経済性を向上させるための研究開発を推進している。またこれらの技術開

発を集約し、低減速軽水炉システムの総合的な実証を行う技術実証炉の概念検討にも着手した。

(1) 炉心概念の確立

持続的なプルトニウム多重リサイクルを可能とするには、 1以上の高い転換比を達成する必要

が有り、これが低減速軽水炉に不可欠な第 1の設計目標となる。また、現行軽水炉は、何らかの

原因で出力が異常に増加したり燃料棒の除熱が異常に低下して発熱が除熱を上回る様な状況にな

っても、自然に炉出力が低下すると云う安全上の観点から優れた特徴がある。低減速軽水炉でも、

この特徴である負のボイド反応度係数の達成を設計目標とした.

原研ではこれまでに低減速軽水炉の炉心設計を中心とした種々の検討を実施し、低減速軽水炉

に関する多くの知見を蓄積してきた。それらの検討結果を総合的に評価し、 1以上の転換比と負

のボイド反応度係数を同時に達成する基準炉心概念として次の特長を有する炉心概念を選定した

(図 2.1・4)0 1)減速効果を持つ水の割合を出来る限り少なくして高速中性子の割合を高くする

ために、燃料棒配置を従来の四角格子配列に変えて、三角格子配列とし、かつ燃料棒間隔を狭め

た調密炉心とする。 2)負のボイド反応度係数を達成するために、炉心の冷却材中にボイドが発

生・増加する状況で中性子のロスが大きくなる様に炉心を扇平にして中性子の炉心外への漏れを

増やし、さらに中間プランケットを適切にE置してそこでの中性子吸収を利用する扇平二重炉心

とする。 3)比較的広い燃料棒間隔で実効的な水対燃料体積比を小さくすることができるBWR

型を採用し、転換比の向上を図るため炉心部の平均ポイド率を 70%まで高めた設計とする。

図2.1・5に設計目標を達成した 1，356MWeBWR型低減速軽水炉の炉心と燃料構成を示す。表

2.1・1に大型炉と小型炉について主な設計諸元と炉心性能をまとめた.燃料集合体は燃料棒の三角

格子配列に最適な六角形のチャンネルボックスに納められる構成であり、各燃料棒には平均核分

裂性プルトニウム富化度が18%のMOX燃料ペレットと劣化ウランを使用したプランケットペレ

ットが図に示す高さ方向の構成で詰められている。即ち、 2カ所に分けられた MOX領域は高さ

が約 20cm で、その聞に中間プランケット領域が設けられ、さらに上下にプランケットを有し、

全体の高さが1.2m程度の短尺な構造となっている。転換比 (pu残存比)は1.04、1.01といず
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れも 1を上回り、ボイド反応度係数は負の値を達成している。中間プランケットを含む炉心部の

平均燃焼度は65GWdltである。

プルトニウムの多重リサイクル性についても検討を行っている[21810 これまでの検討結果によ

れば、核分裂生成物 (FP)を再処理前の 1/10程度まで除去した場合には、炉心性能に大きな影

響を与えずに対応が可能であり、マイナー・アクチニド (MA)が除去されずに全量リサイクルさ

れる場合を想定すると、転換比は数%程度の低下を余儀なくされるものの、その場合でもなお 1

以上の値を確保出来る等の結果が得られている。

(2)成立性確認のための研究開発

‘低減速軽水炉の炉心設計で得られた結果を実現するための課題としては、 1)調密炉心除熱性

能の確認、 2)炉物理的性能の確認、 3)燃料照射特性の確認が挙げられる。

1)調密炉心除熱性能の確認

低減速軽水炉では、燃料棒間隔が狭い調密炉心を採用するため、除熱性能の確認が不可欠であ

る。原研ではこれまでに 7本ロッド体系での限界出力実験を実施し、調密炉心体系でも従来の限

界出力評価式が低減速軽水炉設計に拡張できることを確認した[21 9-2 1 1210 今後は、図 2.1・6に示

す37本大規模ロッド体系での除熱限界に関する実験を進め、調密炉心での限界出力予測手法を確

立するとともに、燃料棒間隔や燃料棒曲がり等の除熱性能への影響についてのデータを取得する。

2)炉物理的性能の確認

原研の高速炉臨界実験装置 (FCA)を用いて低減速軽水炉の炉心中性子スペクトルを模擬し

た体系での臨界実験を実施し[211司、核設計手法の精度を評価する(図 2.1・7)。これまでの検討か

ら、 FCAにおいて低減速軽水炉の炉心中性子スペクトルの模擁が可能であることを確認してお

り、臨界性、反応率、反応度係数等の実験データの取得を進めている.

3)燃料照射特性の確認

低減速軽水炉では核分裂性プルトニウム富化度 15%以上の高富化度MOX燃料を、高中性子ス

ペクトルの照射条件下で使用する。このような条件下での燃料の健全性を確認するため、解析的

な研究として、高富化度 MOX燃料の照射時の挙動の評価を進めており、燃料棒の温度履歴，燃

料棒の内圧の変化，被覆管の歪み量等の検討を実施している[211410

また、低減速軽水炉では、燃料棒の被覆管は軽水炉に比べて高速中性子束及び燃焼度の高い条

件で使用されることから、それらに十分耐える能力を持つことが要求される。現行軽水炉で使用

されているジルカロイ被覆管の適用性検討と併行して、これまで原研で開発を進めてきたステン

レス系の高燃焼度化軽水炉用高性能被覆管を低減速軽水炉用の被覆管として応用するための検討

を行っている。

2. 1. 3 研究開発計画

低減速軽水炉は軽水炉技術に立脚しているものの、炉心性能は現行軽水炉と異なるため.実用

化の前段階として、燃焼試験を実施して増殖性能等の炉心性能と安全性を確認する必要があり、

また実用炉での経済性向上の観点から、高燃焼度化に向けて燃料及び被覆管に対する照射挙動の
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確認とともに照射実績を積むことが必要になる。このため、原研では、低減速軽水炉技術の総合

的な実証と本格的な実用化のための技術データの蓄積を目的とした技術実証炉の建設を計画して

いる。

図 2.1・8に技術実証炉のシステム概念例を示す。現在、技術実証炉として熱出力 180MW規

模の自然循環冷却型の小型炉を考えており、低減速軽水炉がめざす炉心性能、プラント性能の総

合的実証とともに、高燃焼度化に向けた照射実績の蓄積を進めるための照射試験炉としての利用

を想定している.

図2.1・9に技術実証炉の開発計画を示すo 2010年代前半の技術実証炉の安全審査・建設開始に

向けて、炉心・システムの概念設計・基本設計を進めるとともに、実用化のための要素技術開発

として、①大規模限界出力実験データの取得とそれを用いた熱設計の精度の確認，②MOX炉心

を模擁したFCA臨界実験データの取得とそれを用いた核設計精度の確認，③高富化度MOX燃

料及び被覆管の照射挙動等のデータの取得とそれらによる安全性の確認を行う計画である。

技術実証炉については、低減速軽水炉のユーザからのニーズを十分に反映するとともに、原子

力メーカーの技術を結集して計画を進めていく。

2. 1. 4 研究開発の協力体制

原研では、これまで電気事業者(日本原子力発電、東京電力、東北電力)、軽水炉メーカー(東

芝、日立製作所、三菱重工業)、核燃料サイクル開発機構、大学等との協力のもとに、低減速軽水

炉の研究開発を進めてきた。図 2.1・10に低減速軽水炉の研究開発体制を示す。

圏内軽水炉メーカーとは、現行軽水炉技術を最大限に活用して低減速軽水炉の早期実用化を目

指した研究開発の円滑な推進を図るため、「革新的水冷却炉の研究開発に係わる検討会Jを組織し、

連携して開発を進めている。

日本原子力発電を中心とした電力会社とは、炉心概念設計、核及び熱水力設計手法の改良、臨

界実験検討、及び熱流動実験等を共同研究として実施しており、今後は大規模熱流動試験等の実

施を計画している。

また、経済産業省の「革新的実用原子力技術開発提案公募事業Jにおいて、原研、原電、目立、

東工大の4機関が連携して「受動的安全性を具備した低減速軽水炉に関する技術開発Jを平成 12

年度から 14年度までの3年計画で実施した。本事業は、低減速軽水炉の研究を小型受動的安全炉

システムに適用したものである.

さらに、平成 14年度からは、文部科学省の競争的特会公募事業「革新的原子力システム技術開

発Jにて「超高燃焼水冷却増殖炉用燃料集合体に関する技術開発Jが採択され、原研、原電、東

芝、目立、三菱、東大、阪大の 7機関の連携のもとに、 18年度までの5ヵ年計画で低減速軽水炉

の実用化に必要な要素技術の基盤的な研究開発を開始した。

核燃料サイクル開発機構とは、平成 11年度に高速増殖炉サイクル実用化戦略調査研究に関する

研究協力取決めを締結し、平成 13年度からはフェーズ2として水冷却炉の検討を共同で実施して

いる。

海外については、米国DOEとの情報交換、ロシアのRIAR研究所については燃料照射関連

での協力を計画中である。
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低減速軽水炉の実用化に向けて、今後とも産学官の一体的な推進体制のもとで開発を進めてい

く.
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表 2.1-1 低減速軽水炉の主要諸元と炉心性能

項 目

電気出力

顕子炉ff力
炉心外接半饗
藤料集合体費支
露五，f)部平鞠取出鯨鰻度
炉心取出様蟻度事 1

炉心部高さ
炉心部平均ポイド率
信心部平鞠Puf富化度

Pul犠措置
PU鶏存比

最大錬出力密度

最小醸界出力比

ポイド反応麗保護主
連続運転期間

位
一
倍

a

一八

p
n

単一

M

M
…
i

大型炉

1356 
7.2 

3.80 
900 
65 
50 

0.855本 2

70 
9.6 
16.1 
1.04 
52 
1.3 

回 0.5
15 

小型事ヨ

330 
7.2 

2.07 
282 
65 
50 

0.88本 3

70 
9.8 
4.8 
1.01 
39 
1.3 
・0.5
25 

GWd/t 

GWd/t 

円1

% 

% 

kW/m 

10-4 b k/k/%void 
月

炉心部:MOX+中間ブランケット(上下ブランケットを除く PUf:核分裂プルトニウム

率 1:上下ブランケットを含めた取出蝶蝶度

本2:上下ブランケット22，18cm付設 本3:上下ブランケット20，24cm吋設

2000年 2020年 2050年

軽水露五主主鯖

によるPU朝関 [ブルサーマJ(.， ] [韓議選軽水炉]

軽水炉
天然ウラン

ブJレザーマJ(.，

鑑識遠軽水炉

軽水露五技術による
鱗料サイクルの完結

使用済燃料再処理

凶2.1-1 低減速軽水炉による核燃料サイクルの構築

ハ
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(原子力発電設備容量:2050年以降80GWeと飯定)

農用済燃料貯蔵施設審量

聞サイト貯蔵 12，000t 
園大ヶ所再処理工場 3，00Ot 
回中間貯蔵計画 10，000t 

12 

10 

軽水炉(U02)と
ブルサーマル

低減速軽水炉を2020
年代より導入

2 

使
用
済
燃
料
蓄
積
量
(
万
t〉

ゆ
し

向
い
な

炉
理

水
処

軽
再

8 

8 

4 

。

年

2075 2050 2025 2000 

使用済燃料蓄積量の予測図 2.1.2

(原子力発電設構容量:2050年以降80GWeと仮定)

FBRを2050年

から導入

万トンU
200 

50 

天
然 150

ウ
フ
ン
累 100

積
消
費
E墨

0 

2000 年2200 2150 

天然ウランの累積消費量の予測

句

E
i

2100 2050 

図 2.1.3
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盟 1を越える転換比(増殖性)の

確保

水による中性子の減速を

抑制するため、

調密炉むを探用

現行炉心 帯電欝炉心

盟賞のボイド展j本度{系数の
確保

炉心の除熱器下時に核反応を

自然抑制するため、

罵平ニ重炉心を課用
盤 MOX撚料
ロブランケット

時

f 

-1.5~ 

4....7m 

麗平ニ重炉心

撚料捧径約11mm 村田14.5mm

間隔 3mm 約1mm

図 2.1-4 低減速軽水炉の設計目標と炉心概念

電気出力 1，356MWe 制調棒

燃料棒

チャンネル

ポッウス

い

ミブランケット部

4 
228 mm 

7.600 mm 

燃料集合体 900体

制御樺 283本

炉心全体概略図

燃料捧数 217本

撚料轄外径 13.7mm 

燃料韓関隙 1.3mm 

燃料集合体撤略図

凶 2.1-5 低減速軽水炉の炉心・燃料構成
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さ選炉の流動
際熱臨界ラオ

性試験議案霞を闘いて
気制離器へ千

図 2.1-6 調密炉心除熱性能の確認

臨界実験装置(FCA)

10-411
;"1 ! !!lf..L'! ，-" 日ご) 、)

10 1102 .103 104 105 1 ()61 07 

エネルギー (eV)

図 2.1-7 炉物理的性能の確認

つd



JAERI-Conf 2003-020 

主要{士犠

熱出力 : 180醐W

電気出力 :60醐w
系JIt.J :7.2醐Pa

野襲料轄笹 : 13間間

撚料韓関踊:1.3間開

藤料集合体数 :85

炉心経 :1.8開

炉心長 :1.5開

畠然鯖環冷却

凶 2.1-8 低減速軽水炉技術実証炉の概念と主要仕様

項自 再審
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

重量
事費金設計

基本設計 安全審査
E技術翼証炉設計 C&R 

富十
建設

星高
Ir_"，，:よ1-__1園田園

E富国司 E盤-_.冨塑.-

回熱流動実験 著書審構子大規模臨界出力襲験
全近

投
園臨界実験 霊童

鯖
FCA臨界喪

開 醐ox藤耕設計

発
毘藤料自費射特性評iiffi

安全評髄

醐ox藤料購射試験
総~

安全審査準儀作業 安金審査準鶴作業

(制御棒挿入試験等の実証試験、環境調査など)

図 2.1-9 低減速軽水炉技術実証炉の開発計両
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震震 護費 1---

区和号本冷却額の研露関笠iこ犠わる検討金|

[議麓1f目見lr墨饗|
(国内軽水事ヨメーカー〉 私~刊誌|

統合後は一体化

図 2.1-10 低減速軽水炉の研究開発協力体制

-15 
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Q&A 低減速軽水炉の研究開発の現状と展望 (原研:内川貞夫)

[Ql]岩村部長からの開会の挨拶で、当面基盤研究としての位置付けで進めるという話で、あった

が、今紹介された計画は技術実証炉を含めて基盤研究の範囲内にあると考えてよいのか?

[A]基盤研究の範囲内にあると考えている。基盤的なデータを蓄積するという位置づけである。

[Q2 ]実用化戦略調査研究 (FS)の中で、核燃料サイクル開発機構 (JNC)では水型増殖炉とい

う名前で呼ばれていた。それに対し低減速軽水炉という名前は増殖というイメージが薄れるが、

増殖についてどのように考えているか。

[A]転換比1.0以上と述べたが、増殖比1.05程度あり、増殖炉と考えてかまわない。 FSの中で

は、水炉の 1つとして評価することになっている。

[C]最初の質問 (Q1)は、技術実証炉は基盤研究としては大掛かりすぎるのではないかという

意味だと思うが、技術実証炉は低減速軽水炉の実用化をはかるための 1つの開発ステップであり、

それに向けた研究開発は基盤研究である。技術実証炉は発電も行うので、実際に建設する段階に

は、当然、(プロジェクトとして)国レベルでの評価、利用主体の参画があって初めて進む。誤解

のないようお願いしたい。

次の質問 (Q2)のFSでの名前について。 FSフェーズ11では、当初要求されていたような1.2

程度の高い転換比だけで評価するのでなく、炉心の性能を生かした様々な展開の仕方がある。例

えば、水炉については、研究開発にかかわる現在の技術からの延長性、早期実現性等、を含めて

FSの中で評価している。水冷却増殖炉という名前が残っているが、名称はともかく、原研の低減

速軽水炉は FSの中で位置づけられているとご理解いただきたい。

[Q3] (財)電力中央研究所では、過去のアメリカの実験データ等を集めて、金属燃料を軽水炉

で使えるという調査結果を得ている。仮に今の炉心のMOX燃料を金属燃料に変えたときに、増

殖比は上がるが、ボイド係数は危ないと推測される。これに関する試算を行ったことはあるか?

[C]その話はいただいたことがあり、試算しである。試算の結果、増殖比は1.1を軽く越えるが、

ボイド係数がかなりプラスの方に行くので、実現は難しいと考えている。

[Q] :質問

[A] :回答

[C] :コメント

[座]:座長

-16-
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付録 1 OHP資料集

付録 1-1 講演OHP資料集

「低減速軽水炉の研究開発の現状と展望」

内川貞夫 (原研)

-121-
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第6固低減速軽水炉研究会(平成15年3月6日)

革新的水冷却炉「低減速軽水炉Jの
研翼開発の現状と展望

田本原子力研寛所

エネルギーシステム高野究音B
内川貞夫

内容
1.革新的水冷却炉(鉱減速軽水炉)の概要
2.研究開発の現状
3.高野党開発言十圏
4.研第開発の協力体制
5.まとめ

。

|革新的水冷却炉(能減速軽水炉)の開発l

中性子エネルギー(eV)

中性子のエネルギー分布

(中性子スベクトJレ) 1 

-.} 71<を冷却材として高速

スペクト)1"炉心を襲現 i
+軽水炉技錆基盤の

活用

-.}PuO)多璽1)サイクJし

孝Ij1=自の皐期襲現

-.}U資話震の有効利用に

よるエネjレギーの長期

安定供給

q
d
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低減速軽水炉による核燃料サイクルの構築
2020年 2050年

[低減速軽水炉][プルサーマル]

軽水炉技術

によるPu利用

天然ウラン
軽水炉

ブルサーマル

低減速軽水炉

使用済燃料再処理

軽水炉技術による
撚料サイクんの完結

2 

• 2100 

年

! 10 ; 

低滅連軽水炉を2020
年代より導入

2050 • 

ω
比

，E
、4
t
目、

炉
理

水
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軽
再

i 6 : 

4: 

! 2 

no 

使
用
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天然ウランの累積消費量の削減
万トンu (原子力発電設備容量:2050年以降80GWeと仮定)

天
然
ウ
ラ
ン
襲
額
消
費
量

0 

2000 2050 2100 2150 2200 4 

l研党開発の現状l

炉Iむ轍愈の確立
• 1を越える転換比と負のポイド原応鹿係教を実現できる炉心離愈を構築

@炉心の詳細検討、制御籍計画、マルチリサイクル特性等の犠討終了

⑧ABWRをベースとした大型炉システムを構築

⑧受動安全性を具備した小型炉のシス予ムを構築

⑧安全評価解折、コスト評価等を実施

成立性の礎認のための萌究開発
⑧鞠欝炉心の除審毒性能について、隈界熱瀧東翼島義ヂー舎を取得

⑧様料の嬬射特性について、解析コードによる評価を実施

• FCAによる臨界実験による設計手法の糟鹿評舗を襲施

経議等性の向上のための輔費開発
⑧高撚蟻鹿(100GWd/t)被覆管材料の闘鶏

5 
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h
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低減速軽水炉の炉心概念

関 1を越える転換比(増殖性)の

確保
水による中性子の議速を

抑制するため、

事費密炉』むを撰用

現行炉心 調密炉心

時
燃料 樺径約刊mm 竹田14.5mm

間 関 3mm 約1mm

関負の~イド辰応鹿録数の
確保
炉むの除熱館下時に核底応を

自然抑制するため、

磨署平ニ璽炉心を諜用

四 1.5mI~

関 MOX様料
口フランケット

低減速軽水炉の炉心医燃料構成(大型炉)

電気出力 1，356醐We
制御樺i

撚料棒

6 

チャンネJ
ボックス

ド
7.600 mm 

撚料集合体 朗自体

制鱒韓 283本

炉心全体轍略圏

-126ー

最悪料繕数 217本
撚料轄外鍾 13.7mm 
嬬料韓関醸 1.3mm 

撚料集合体欄酪園
7 
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|低減速軽水炉の主要諸克と炉心性能|
項 目 | 単 位 | 大型炉 | 小型炉

-璽費出力 一一一一一一上一一型四ιm一一一L____J~5丘一一一l一一 ___J3旦一
原子炉圧力 MPa 7.2 7.2 

盟企娃鑓埜f量一一一一_-1-一一一旦一一一一一L-~ニ8Q____ーし一一_2..0Z_____
ー盤塑襲食佳整一一一一一一上一一一一一二一一一一一l一一一釦Q一一一一1___-.2.82一一一-
1;P 1暗黒士号車出目接接.JiL___GVjdι 一一J__________g_~_____.___J一一一一一位一一一一
長虫取崩壊鐘産~_~_____L一一 -5yv-oft-一一 __L_____50一一一一一L一一旦一一一-
1;P 1心ー静菌室一一一一斗一一 m一一一一_J一一_~~9竺」一一日巴竺-
E必盟主担当~_1_t.重一ーし--jt-一一J___7旦一ーム__J.立一一一一
短!時空均一日記童生産i一一一二生一一一_1.__9ヱ豆一~_______1)J!一一一
且糧費墨一一一一一j一一一 t 一一一_L___1EL1一一一L_~.8一一
E嘩葺睦一一一_J_______二一一一-L一」島一一」一一一 1旦工一一
最大鰻出力曹度 kW/m 52 39 
最小隈界出力比 | ー 1.3 1.3 
ポイド反応慶係数 10-4 d. klk/%void I 聞 0.5 ー0.5
通議蓮融蘭一一一一下一一一頁一一一一一一----{s-----------r一一一一語一一一

炉心部:MOX+中間ブランケット(上下ブランケットを除() Pu f:核分裂プルトヱウム

本 1:上下ブランケットを含めた取出掛焼鹿
*2:上下ブランケット22，18cm付設 申 3:上下ブランケット20，24cm付設 8 

|実用化のための技術開発課題|

炉，[，¥性能の襲誼に感績となる重要素技術

園調密炉心醸熱性能の確認
一翼事ヨの涜勤特性を模擁した大規鰻バンドJレ(37本口ツド)試験

薗炉鞠理的性能の確認

一中性子スベクトJレを模擁したFCAでの炉特性ヂー脅取得

園野義料購射特性の礎自暴
-ft震射炉による撚料開射データの取得

経溝性向上のための要素技鱗
歯炉DL'~覇撚焼居室化
一趨高藤焼度被覆雷材料の聞発

園再処理コスト億減
一単サイクJレブ口セスによる簡素化再処理技舗の開発

9 
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技術実証炉の開発計画

一低減速軽水炉シスァムの総合的実証一

内容
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

項目 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

E貴
概念設計

基本設計 C&R 安全審査
圃技術実証炉設計

建」設ーー富十 選

ー熱流動実験 輔曹格子大規諜隈昇出力襲験

技
園臨界実験 ノf:TA臨持母

補
開 Mox櫨料設監:虫、垂ψ|評価
発 圃燃料照射特性評価

MQX融輯照射蹴顧

安全審査準備作業 !蛍垂審査準備作諜?

(制御棒挿入試験等の実証試験、環境調査など)

10 

稿密炉心除熱性能の確認

翼炉の流動特性を模擬した熱特性試験装置を用いて
除熱眼界データを取得 気譲分離器へ千

-7本I~ンドル試験により
隈界出力式の低減速軽水炉
への拡強性を礎自悪

(
柏
哨
己
申
続
出
帆

)
E
E
8
2
P唱

E

v
h
l
 

ウ-フユ、ン発熱棒(37本)

-37本パンドん試験による
隈界出力評価王むの検証

e基準炉li)

阻ギャップ効果
周スベーサ効果
ー撚料樺曲がり効果

唱喝一一一一一

冷却水入口断面図

37本バンドル誤験体
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12 

燃料照射試験計画
…実施年度 H15 H16 

2H0107 5 
H18ぺ H191H20 H21 1 H22.IH23 IH24 1 H25. H26. |備考

2003 2004 2006 12007 12008 2009120101201112012 12013 2014 

d詳C&F AC&R AC&R AC&R 

ア~ータ整備レ予備隔射 時射特性評自回試験 安壬 審査!田製園作田惨

燃料集合体 燃料集合体

設計E評価 基埠 設計 詳翻 設計 特f位評価 T ・ーー院ペー|ス 健全性解析

T F 一一一田園 ... 
. ， 

高I(R速IA炉照射被譲管/ 1/関』仕様検討/i出作 t~手酷I Rの

構成材 A中陪PIE 争仲間 --一四国暗砂 sOR-60等)
PIE PIE 

燃料捧 仕掛検討/瞳作 照 付試麗 人 出冷却炉照射
(JMTR、

弘中間ドギ1
ド由問調 一副園中

I且TAロRの'‘SHaM--炉‘，椙、鍾PIE 

燃料安全
、当-
戸IA~障験〔 コード開発

評価
燃料ふるまい
解析

申炉の詳細設計と対応した照射材の評価条件を設定(NSRR利用等)13
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技術実証炉の概念と主要仕様

主要仕鶏

熱出力 : 180醐W

電気出力 :60醐W

系圧力 :7.2MPa 

撚料捧経 :13mm 

撚料棒閤臨:1.3m問

撚料集合体数 :85

炉心径 :1.8m 

炉心長 : 1.5m 

自然循環冷却

研境開発の協力体制

|革新的水冷却炉の研究開発に係わる検討金|

(圏内軽水炉メーカー)

化戦略観査研究

(大学) 統合後は一体化

15 
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まとめ

盟軽水炉技術の活用、ウラン資j原の有効利用と

プルトニウム多重リサイクルが可能な低減速

軽水炉の研涜開発を推進

璽欄密炉心の除熱性能~核的性能等の基礎的

データの取得~燃料の照射特性の確認等~実
用化に向けた研費開発を実施

璽早期実用化を目指して~産業界、大学等と連

携し~研究開発を推進

-131-
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