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Outline of ATF development in Japan (1)

⚫ Action Item

• Update of ATF technological information such as technological readiness level 
(TRL), roadmap, international trend, etc.

• Consideration of standard and criteria, followed by ATF-related licensing action
• Development of common technologies (irradiation technology, fuel behavior 

analysis code etc.) for accelerating ATF implementation

➢ Background

• In order to enhance the safety of LWR, there is need for developing new fuel with 

enhanced accident tolerance, e.g. less melting and/or less hydrogenating fuel

（Lessons learned from Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident）

➢ Objective
• Establishment of “Technical Basis” for implementing an accident tolerant fuel (ATF) in the 

existing LWRs, supporting the industry-lead ATF development.

⚫ Research Team
• JAEA : Project coordination, etc. 
• Japanese power plant provider, fuel 

vendor, research institute, university : 
Collaborators (human resource, know-
how, experience, analytical tool, etc.)

• CNWG, Int‘l collaboration

⚫ Outcome
• Deployment of ATF → Enhancing 

LWRs safety（Decreasing potential 
risk in accident progression）

• Technology succession and human 
resource development in the field of 
nuclear fuel
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Outline of ATF development in Japan (2)

Both for PWR & BWR

[ SiC/SiC composite]
• Toshiba ESS

➢ Fuel cladding for BWR & PWR
➢ Cannel box for BWR

• Hitachi-GE

➢ Fuel cladding for BWR

[ FeCrAl-ODS ]

• Hitachi-GE (collaboration with GNF-J & 
Nuclear Fuel Development (NFD))

➢ Fuel cladding for BWR

[ Cr-coated Zry ]

• Mitsubishi Heavy Industry (MHI) & 
Mitsubishi Nuclear Fuel (MNF)

➢ Fuel cladding for PWR

[ ATCR ]

• Central Research Institute for 
Electric Power Industry (CRIEPI)

➢ Accident Tolerant Control Rod

Evolutionary ATF



Timeline to implementation of evolutionary ATF in existing LWRs 
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・Updating development roadmap for each 
ATF candidate

・Updating the TRL table with latest info. 
on development status on a regular basis
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・Conducting irradiation experiments and 
post irradiation examinations

LTR: Lead Test Rod
LTA: Lead Test Assembly 
LUA: Lead Use Assembly

2022 2030s

➢ Production of 
proto-type fuel 
and component

➢ Conductance of 
LTR, LTA and LUA 
irradiation test of 
production units 
for industrial 
scale

➢ Full-scale 
production of 
commercial fuel

By Industries

・Establishment of a network for ATF R&D 
cooperation with relevant organizations 
(Utility, Fuel vendor, Plant provider etc)

・ATF R&D activities lead by each fuel vendor/  
plant provider, which were supported by  
Japanese government (METI etc.)

Outline of ATF development in Japan (3)



General definition of TRL for practical use of 
ATF components

TRL Definition

Development 
prior to 

practical use

Operation of 
practical 
system

9 Commercial use in the power plant

Verification of 
practical 
system

8 Proof of finally-determined commercial-use conditions

7 Design completion of products for practical use

Technological 
demonstration 

Proof of 
industrial 

technology
6 Final selection of candidate technology for practical use

Development 
as industrial 
technology

5
Establishment and verification of production and design 
technologies for accident tolerant fuel components

4
Establishment of design parameter for proto-type ATF 
components

Proof of 
principle

Proof of 
feasibility

3
Clarification of subjects and targets of development in 
industrializing of technologies

Proposal and 
investigation of 

elements

2
Clarification of achievable range and applicable range 
of technologies

1
Proposal of candidate concept of new fuel components
Indication of principally achievable range based on 
clarification of attribute guide

F. Nagase, 5th Meeting of the OECD-NEA EGATFL, April 11, 2016.
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Detailed and specific TRL for every ATF 
candidate material and purpose 

Based on the general definition of TRL, detailed and specific TRL was 
created for the purpose of identifying and quantifying the gap between 
the present R&D status and the achievement of practical use.

As for the back-end category, there are two items identified; “Safety 
evaluation” and “Reprocessing, Waste disposal”

燃料設計（通常、過渡）
製造・品質管理

（工学規模製造）
核設計・炉心特性・熱水力特性

安全性評価
(DBA, BDBA, SA)

規格・基準 貯蔵・輸送 再処理・処分、その他

定義

・商業炉においてSiCチャンネルボックスの商用利用が行わ
れていること。（全炉心装荷）

・SiCチャンネルボックスが商業用に量産されていること。 ・既設BWRにおけるSiC燃料集合体の商用運転が行われて
いること。（全炉心装荷）

・既設にBWRおけるSiC燃料集合体の商用運転が行われて
いること。（全炉心装荷）

・新型燃料の規格・基準に従って、商用燃料の審査、検査
が実施されていること。

・実燃料（新燃料・使用済み燃料）の輸送が可能であるこ
と。
・実使用済み燃料の貯蔵が可能であること。

・処理・処分プラントの商用運転

達成のエ
ビデンス

定義

・チャンネルボックスの詳細設計が確定すること。
（燃料の最終的な仕様）
・商業炉においてSiCチャンネルボックス（LUC：最終仕様）
の少数体先行照射が実施され、商用利用条件での性能が
実証されること。

・SiCチャンネルボックス（最終仕様）が製造されること。
・実製造ラインでの量産技術が確立されること。

・実プラントでの核特性・炉心特性の性能確証（実プラントで
のデモ照射によりプラント特性に問題ないことが確認されて
いること。）
・実機起動試験

・解析により事故時の安全性が確認されていること。 ・SiC燃料集合体（最終仕様）の許認可が完了しているこ
と。

・少数体の実燃料（SiC先行照射デモ燃料集合体）を用いた
輸送試験及び先行貯蔵試験が実施され、問題ないことが
確認されていること。

・実商用燃料の再処理・処分技術の確立
・実プラント・実用キャスクの性能確認と安全性評価完了

達成のエ
ビデンス

定義

・SiCチャンネルボックスの基本設計が確定すること。
（炉心の安全性が検証されること）

・SiCチャンネルボックス（LUC）が製造されること。
・フルスケール製造技術が確立されること。

・実炉心動特性、静特性評価手法の確立・適用されている
こと。
・実プラント熱水力特性評価手法の確立・適用されているこ
と。

・実プラントでのDBA/BDBA/SA評価手法の確立されている
こと

・先行照射（LUA）の許認可が完了していること。 ・輸送・貯蔵システム（プロトタイプ）が設計、製造されてい
ること。
・実規模試験体（容器、模擬燃料等）を用いた安全性実証
試験（落下試験、耐火試験等）が実施され、輸送・貯蔵時
の安全性が実証されていること。

・実プラントの建設
・再処理・処分の安全性評価手法の確立と適用

達成のエ
ビデンス

定義

N/A ・製品検査技術（検査仕様）が確立されること。
・経済性が評価されること。

・炉心特性解析コードが検証・確立されていること。
・熱水力特性解析コードが検証・検証されていること。
・熱水力データが整備されていること。

・安全解析コードが検証・確立されていること。
・プロトタイプを用いた下記の試験が実施されていること。
　- LOCA模擬試験(照射環境)
　- SA模擬試験（プロトタイプ燃料)

・安全審査に係る基準が確立していること。
・設計基準が確立していること。

・SiCプロトタイプ燃料棒（照射済み）及び模擬燃料（棒・集
合体）を用いた輸送・貯蔵システム設計及びその安全性の
評価手法の検証が実施されていること。

・実規模機器のユニット試験(ホット)
・プロセスモニタリング・制御システムの実証
・プラント経済性の精密評価
・実プラントの設計
・処理・処分施設の安全性能評価コードの確立・検証

達成のエ
ビデンス

定義

・商業炉環境におけるプロトタイプの照射試験及び炉外試
験が実施され、性能が実証されること。
・上記試験により、設計に必要なデータが取得されること。
・チャンネルボックスの設計が実施されること。

・プロトタイプが製造されること。
・フルサイズのチャンネルボックス製造技術が確立されるこ
と。

・臨界実験による炉心特性データが取得されていること。 ・SA時の固有現象に関する基礎実験により、SA時のSiC燃
料の挙動が把握されるとともに、モデル化され、SA評価
コードの改良が行われていること。

・規制ガイドラインの策定
・規制基準の検討に必要な試験の実施III (過渡・事故挙動
試験、SA挙動試験)

・貯蔵施設での受け入れ可否評価
・SiC燃料の輸送・貯蔵の安全性評価手法が構築され、安
全に輸送・貯蔵できるシステムの設計が可能な状態である
こと。

・工学規模ユニット試験(ホット)
・機器設計の完成
・システム設計の完成
・再処理施設での受け入れ可否評価

達成のエ
ビデンス

定義

N/A ・模擬チャンネルボックスの製造が実施されていること。
・長尺チャンネルボックスの製造技術が確立されること。
・加工技術が確立されること。
・検査技術が確立されること。

・SiC炉心材料を装荷した炉心の
　- 炉心特性解析コードの改良
　- 熱水力特性解析コードの改良
が行われていること。
・上記に必要な材料特性データ及び照射特性データが取得
されていること。

・安全解析コードの改良が行われていること。
・安全解析コード改良のための材料特性データ及び照射特
性データが取得されていること。
・SA時の事故進展が予測され、必要なSA模擬試験が計画
されていること。

・規制ガイドラインの検討 ・輸送、貯蔵システムの設計及びその安全性の評価に必
要なSiCの材料特性、照射特性データが取得されているこ
と。（動的引張、動的破壊靭性、長期劣化等）

・工学規模でのプロセス実証(模擬物質)
・品質検査技術の確立
・スケールアップ上の開発課題の克服

達成のエ
ビデンス

定義

(a) 試験炉でのサンプル照射試験により、基礎的な照射
データが取得されていること。
(b) 実用化に向けた課題が抽出されていること。

(a) 照射試験に供試可能な試験片が製造されていること。
(b) 炉外試験に供試できるサンプルが製造されていること。
(c) 加工（所定の寸法への加工など）に関するデータが取得
されていること。
(d) 実用化に向けた課題が抽出されていること。

(a) 炉心特性・プラント特性解析の開発課題の明確化と重
要度判定がなされていること
(b) 炉心特性・プラント特性に係る照射データの取得・整備
がなされていること
(c) 熱水力BT/DNBデータの整備が為されていること（軽水
炉利用向け）

(a) 安全解析コードの開発課題の明確化がなされているこ
と
(b) 安全性に係る照射データの取得・整備がなされているこ
と
(c) 高温水蒸気での材料試験データ取得がなされているこ
と
(d) LOCA模擬試験（サンプル試験）によるデータ取得がなさ
れていること
(e) SA模擬試験（サンプル試験）によるデータ取得がなされ
ていること

(a) 規制基準の検討に必要な試験の実施Ⅱ(照射特性試
験)

SiCを用いる場合の輸送・貯蔵時の安全性における課題が
抽出され、これらの課題解決のための対応方針（開発方
針）が明らかになること。
(a) 貯蔵・輸送技術の要素試験
(b) 貯蔵における燃料健全性劣化要因の評価
(c) 機器設計要求の明確化
(d) 工学開発目標と開発優先度の設定
(e) プロセス安全性評価
(f) 貯蔵・輸送の概略コスト評価

(a) 処理・処分技術のラボスケール模擬試験およびベンチス
ケールホット試験
(b) 処理・処分周辺工程概念の確立
(c) 機器設計要求の明確化
(d) 工学開発目標の設定
(e) プロセス安全性評価
(f) 処理・処分の概略コスト評価

達成のエ
ビデンス

(a) 実施中 [18][28][29]
(b) 実施中

(a) 実施中
(b) 実施中 [4][5][6]
(c) 実施中 [25][32]
(d) 実施中

(a) 実施中
(b) 実施中
(c) 実施中

(a) 検討中
(b) 準備中
(c) 計画中
(d) 実施中
(e) 検討中

定義

(a) 材料特性試験が実施され、基礎的な物性データが取得
されていること。
(b) 上記データに基づいて、燃料設計への影響評価が実施
されていること。
(c) 技術オプションの評価が実施されていること。

(a) 材料特性試験に必要な試験片が製造されていること。
(b) 製造性（加工性）に関するデータが取得されていること。
(c) 上記データに基づいて、チャンネルボックス製造への影
響評価が実施されていること。

(a) 現行解析コードによる炉心特性・プラント特性への影響
評価が実施されていること
(b) 炉心特性・プラント特性に係る物性データの取得・整備
がなされていること
(c) 技術オプションの評価が実施されていること

(a) 現行安全解析コードによる安全評価への影響が定量化
されていること
(b) 安全に係る物性データが取得・整備されていること
(c) 高温水蒸気環境での材料試験データが取得されている
こと
(d) 現行SA解析コードによるSA時挙動の解析が実施されて
いること
(e) 事故シナリオの予測・検討が実施されていること
(f) 技術オプションの評価が実施されていること

(a) 規制基準の検討に必要な試験項目の抽出と試験計画
の立案
(b) 規制基準の検討に必要な試験の実施Ⅰ(材料特性試
験)

(a) SiCを用いる場合の輸送・貯蔵時の輸送、貯蔵時の安
全性への影響が評価されていること。
(b) 技術オプションの評価が実施されていること。

(a) 処理・処分フローシート確立とマスバランス評価
(b) ベンチスケール模擬試験
(c) 製品基本仕様へのプロセスパラメータの影響評価
(d) 技術オプションの評価

達成のエ
ビデンス

(a) 達成 [2][3][10][11][33]
(b) 達成 [13][21][30]
(c) 達成 [9][11]

(a) 達成 [4][5][6]
(b) 実施中 [15][24]
(c) 実施中 [8]

(a) 達成 [13][20]
(b) 達成 [16][17]
(c) 達成 [12]

(a) 実施中 [22][31]
(b) 実施中
(c) 実施中 [14][26]
(d) 実施中
(e) 実施中 [7]
(f) 検討中

(a)　実施中
(b)　実施中

定義

(a) 既存知見に基づいて、原理的に可能な新型燃料部材の
概念が提案されていること。
(b) 候補概念に特有の属性が明確化され、燃料設計に関す
る開発課題の抽出が実施されていること。

(a) 既存知見に基づいて、新型燃料部材の製造性に関する
概略的な影響評価が行われていること。
(b) 候補概念に特有の属性が明確化され、製造に関する開
発課題の抽出が実施されていること。

(a) 文献レビューによりプラント特性への影響評価が行われ
ていること。
(b) 新型燃料概念の炉心特性・プラント特性への影響概略
評価が実施されていること
(c) 開発課題の抽出が実施されていること

(a) 文献レビュー によりSiCの基礎的な材料特性が把握さ
れていること。
(b) 新型燃料概念の事故時挙動の影響概略評価 が行わ
れていること
(c) 開発課題の抽出が実施されていること

(a) 現行の設計基準の新型燃料への適用性評価
(b) 現行のDBA安全評価やSA有効性評価に関する設計基
準の新型燃料への適用性評価
(c) 開発課題の抽出

(a) 文献レビューによりSiCの基礎的な材料特性が把握され
ていること。
(b) 候補概念のクライテリア設定
(c) 開発課題の抽出が実施されていること。

(a) 文献レビュー
(b) プロセス原理の提示
(c) 候補プロセスのクライテリア設定
(d) 開発課題の抽出

達成のエ
ビデンス

(a) 達成 [1]
(b) 達成 [23]

(a) 達成 [1][19]
(b) 達成 [1][8]

(a) 達成 [1][13][20]
(b) 達成 [1][13][20]
(c) 達成 [1][19]

(a) 達成 [1]
(b) 達成 [1][19]
(c) 達成 [1]

(a) 達成 [12]
(b) 実施中
(c) 実施中

(a) 達成 [33]
(b)(c) 既存知見に基づくエンジニアリングジャッジ

(a) 検討中
(b) 検討中
(c) 検討中
(d) 検討中

開発
段階

TRL

検討分野

実用開
発段階

9

8

7

技術実
証段階

6

5

4

原理実
証段階

3

2

1

燃料設計（通常、過渡）
製造・品質管理

（工学規模製造）
核設計・炉心特性・熱水力特性

安全性評価
(DBA, BDBA, SA)

規格・基準 貯蔵・輸送 再処理・処分、その他

定義

・商業炉においてODS燃料集合体の商用利用が行われて
いること。（全炉心装荷）

・ODS燃料集合体が商業用に量産されていること。 ・既設BWRにおけるODS燃料集合体の商用運転が行われ
ていること。（全炉心装荷）

・既設にBWRおけるODS燃料集合体の商用運転が行われ
ていること。（全炉心装荷）

・新型燃料の規格・基準に従って、商用燃料の審査、検査
が実施されていること。

・実燃料（新燃料・使用済み燃料）の輸送が可能であるこ
と。
・実使用済み燃料の貯蔵が可能であること。

・商用再処理プラントでの処理実証
（商用プラントでトラブル、年間処理量、製品品質等に影響
なく、再処理実施可能であることが実証されていること）

達成のエ
ビデンス

定義

・ODS燃料集合体の詳細設計が確定すること。
（燃料の最終的な仕様）
・商業炉においてODS燃料集合体（LUA：最終仕様）の少数
体先行照射が実施され、商用利用条件での性能が実証さ
れること。

・ODS燃料集合体（最終仕様）が製造されること。
・実製造ラインでの量産技術が確立されること。

・実プラントでの核特性・炉心特性の性能確証（実プラントで
のデモ照射によりプラント特性に問題ないことが確認されて
いること。）
・実機起動試験

・解析により事故時の安全性が確認されていること。 ・ODS燃料集合体（最終仕様）の許認可が完了しているこ
と。

・少数体の実燃料（ODS先行照射デモ燃料集合体）を用い
た輸送試験及び先行貯蔵試験が実施され、問題ないこと
が確認されていること。

・商用再処理プラント設計上の適合性検証
（商用再処理プラントの許認可上必要となる安全性データ
等が不足なく、取得されていること）
安全性データ：例えば（a）溶解時の水素発生、（b）切粉によ
る発火・爆発性等

達成のエ
ビデンス

定義

・ODS燃料集合体の基本設計が確定すること。
（炉心の安全性が検証されること）
・商業炉においてSiC燃料集合体（LTA：先行仕様）の先行
照射試験が実施され、新型燃料の設計の妥当性が検証さ
れること。

・ODS燃料集合体（LUA）が製造されること。
・フルスケール製造技術が確立されること。

・実炉心動特性、静特性評価手法の確立・適用されている
こと。
・実プラント熱水力特性評価手法の確立・適用されているこ
と。

・実プラントでのDBA/BDBA/SA評価手法の確立されている
こと

・先行照射（LUA）の許認可が完了していること。 ・輸送・貯蔵システム（プロトタイプ）が設計、製造されてい
ること。
・実規模試験体（容器、模擬燃料等）を用いた安全性実証
試験（落下試験、耐火試験等）が実施され、輸送・貯蔵時
の安全性が実証されていること。

・ホット工学試験施設等での要求性能実証
（ホット条件において、要求される工学的性能が実証されて
いること）

達成のエ
ビデンス

定義

・商業炉（もしくは試験炉）においてODS燃料棒及びODS燃
料集合体の構造材から成るプロトタイプ燃料集合体の照射
試験が実施され、燃料集合体設計に必要なデータが取得
されること。
・ODS燃料棒設計コードが検証されること。

・ODS燃料集合体（LTA）が製造されること。
・製品検査技術（検査仕様）が確立されること。
・経済性が評価されること。

・炉心特性解析コードが検証・確立されていること。
・熱水力特性解析コードが検証・検証されていること。
・熱水力データ（DNBデータ）が整備されていること。

・安全解析コードが検証・確立されていること。
・プロトタイプ燃料を用いた下記の試験が実施されているこ
と。
　- LOCA模擬試験(照射環境)
　- RIA模擬試験(照射環境)
　- SA模擬試験（プロトタイプ燃料)

・安全審査に係る基準が確立していること。
・燃料棒設計基準が確立していること。
・燃料設計コードが認証されていること。
・燃料に係る技術基準が確立されていること。

・ODSプロトタイプ燃料棒（照射済み）及び模擬燃料（棒・集
合体）を用いた輸送・貯蔵システム設計及びその安全性の
評価手法の検証が実施されていること。

・コールド工学試験施設等での要求性能実証（集合体単
位）
（コールド条件において、集合体単位で要求される工学的
性能が実証されていること）
工学的性能：例えば、集合体せん断等

達成のエ
ビデンス

定義

・商業炉環境におけるプロトタイプ燃料棒（LTR）の照射試
験及び炉外試験が実施され、燃料棒の性能が実証される
こと。
・上記試験により、燃料棒設計に必要なデータが取得され
ること。
・燃料集合体の設計（構造材の開発、設計）が実施される
こと。

・プロトタイプ燃料棒（LTR）が製造されること。
・フルサイズの燃料棒製造技術が確立されること。

・臨界実験による炉心特性データが取得されていること。 ・SA時の固有現象に関する基礎実験により、SA時のODS
燃料の挙動が把握されるとともに、モデル化され、SA評価
コードの改良が行われていること。

・規制ガイドラインの策定
・規制基準の検討に必要な試験の実施III (過渡・事故挙動
試験、SA挙動試験)

・貯蔵施設での受け入れ可否評価
・ODS燃料の輸送・貯蔵の安全性評価手法が構築され、安
全に輸送・貯蔵できるシステムの設計が可能な状態である
こと。

・被覆管材料仕様の確立
（再処理適合性を含め、工学性能目標を満足し得る実用化
を想定した被覆管材料の仕様を具体化されていること）

達成のエ
ビデンス

定義

・試験炉での模擬燃料棒（燃料装荷あり、密封）の照射試
験により、プロトタイプ燃料（LTR）の設計に必要な照射特性
データが取得されていること。
・模擬燃料棒の炉外試験により、プロトタイプ燃料（LTR）の
設計に必要な材料特性データが取得されていること。
・燃料集合体の概念設計がなされていること。

・模擬燃料棒（燃料装荷あり、密封）の製造が実施されてい
ること。
・長尺燃料被覆管の製造技術が確立されること。
・燃料棒加工技術（溶接など）が確立されること。
・検査技術が確立されること。

・ODS燃料被覆管を装荷した炉心の
　- 炉心特性解析コードの改良
　- 熱水力特性解析コードの改良
が行われていること。
・上記に必要な材料特性データ及び照射特性データが取得
されていること。

・安全解析コードの改良が行われていること。
・安全解析コード改良のための材料特性データ及び照射特
性データが取得されていること。
・SA時の事故進展が予測され、必要なSA模擬試験が計画
されていること。

・規制ガイドラインの検討 ・輸送、貯蔵システムの設計及びその安全性の評価に必
要なODSの材料特性、照射特性データが取得されているこ
と。（動的引張、動的破壊靭性、長期劣化等）

・コールド工学試験施設等での要求性能実証（ピン単位）及
び工学性能目標の具体化
（a）ピン単位でのコールド試験により、要求される性能が満
足されること（例えば、模擬燃料含有せん断ピンの腐食速
度評価など）、並びに（b）再処理プラントでの工学性能目標
を具体化されていること））

達成のエ
ビデンス

定義

(a) 試験炉でのサンプル照射試験により、基礎的な照射
データが取得されていること。
(b) 管状サンプルの炉外試験により、燃料性能評価に必要
な材料特性データが取得されていること。
(c) 燃料ふるまい評価ツール（概略評価ができる解析コー
ド）が開発されていること。
(d) 燃料ふるまいへの影響評価が実施され、実用化の可否
が判断されていること。
(e) 実用化に向けた課題が抽出されていること。

(a) 照射試験に供試可能な試験片が製造されていること。
(b) 炉外試験に供試できる管状サンプルが製造されている
こと。
(c) 燃料棒加工（所定の寸法への加工、溶接など）に関す
るデータが取得されていること。
(d) 実用化に向けた課題が抽出されていること。

(a) 炉心特性・プラント特性解析の開発課題の明確化と重
要度判定がなされていること
(b) 炉心特性・プラント特性に係る照射データの取得・整備
がなされていること

(a) 安全解析コードの開発課題の明確化がなされているこ
と
(b) 安全性に係る照射データの取得・整備がなされているこ
と
(c) 高温水蒸気での材料試験データ取得がなされているこ
と
(d) LOCA模擬試験（サンプル試験）によるデータ取得がなさ
れていること
(e) SA模擬試験（サンプル試験）によるデータ取得がなされ
ていること

(a) 規制基準の検討に必要な試験の実施Ⅱ(照射特性試
験)

ODSを用いる場合の輸送・貯蔵時の安全性における課題が
抽出され、これらの課題解決のための対応方針（開発方
針）が明らかになること。
(a) 貯蔵・輸送技術の要素試験
(b) 貯蔵における燃料健全性劣化要因の評価
(c) 機器設計要求の明確化
(d) 工学開発目標と開発優先度の設定
(e) プロセス安全性評価
(f) 貯蔵・輸送の概略コスト評価

・ウラン・ホット基礎試験による基本要求性能の評価並びに
開発課題の摘出
（a） ウラン・ホット条件でのビーカースケール試験により求
められる基本要求性能が満足されていること
（b） 実用化に向けた工学的課題が遺漏なく摘出されている
こと

達成のエ
ビデンス

(a) 計画中および一部実施中[23, 26, 29, 31]
(b) 計画中および一部実施中[1, 22, 23, 24, 27, 28]
(c) 実施中[23, 24, 36]
(d) 実施中[23, 24]
(e) 実施中

(a) 達成[2, 23, 26, 29, 31]
(b) 達成[2, 23, 27, 28]
(c) 実施中[24, 27, 30]
(d) 達成[2, 23]

(a) 計画中および一部実施中[11, 23, 24]
(b) 計画中

(a) 計画中および一部実施中[4, 5]
(b) 計画中および一部実施中[4, 5]
(c) 実施中[1, 23, 24]
(d) 計画中および一部実施中 [23]
(e)  実施中[1, 23, 24]

定義

(a) 材料特性試験が実施され、基礎的な物性データが取得
されていること。
(b) 上記データに基づいて、燃料設計への影響評価が実施
されていること。
(c) 技術オプションの評価が実施されていること。

(a) 材料特性試験に必要な試験片が製造されていること。
(b) 製造性（加工性）に関するデータが取得されていること。
(c) 上記データに基づいて、燃料棒製造への影響評価が実
施されていること。

(a) 現行解析コードによる炉心特性・プラント特性への影響
評価が実施されていること
(b) 炉心特性・プラント特性に係る物性データの取得・整備
がなされていること
(c) 技術オプションの評価が実施されていること

(a) 現行安全解析コードによる安全評価への影響が定量化
されていること
(b) 安全に係る物性データが取得・整備されていること
(c) 高温水蒸気環境での材料試験データが取得されている
こと
(d) 現行SA解析コードによるSA時挙動の解析が実施されて
いること
(e) 事故シナリオの予測・検討が実施されていること
(f) 技術オプションの評価が実施されていること

(a)規制基準の検討に必要な試験項目の抽出と試験計画
の立案
(b)規制基準の検討に必要な試験の実施Ⅰ(材料特性試験)

(a) ODSを用いる場合の輸送・貯蔵時の輸送、貯蔵時の安
全性への影響が評価されていること。
(b) 技術オプションの評価が実施されていること。

・コールド基礎試験による基本要求性能の評価
（コールド条件でのビーカースケール試験により、下記で設
定した基本的な要求性能が満足されていること）
基本要求性能の観点：（a） 硝酸腐食評価、（b） 溶解Al成
分による抽出性能評価、（c） せん断時の影響評価

達成のエ
ビデンス

(a) 達成[1, 3, 22, 35, 37]
(b) 達成[1, 3, 22, 32, 35]
(c) 達成[1, 3, 22, 32, 35]

(a) 達成[1, 3, 22]
(b) 達成[1, 3, 22]
(c) 達成[1, 3, 22]

(a) 達成[12, 13]
(b) 達成[12, 13]
(c) 達成[12, 13]

(a) 実施中[23, 24]
(b) 実施中[1, 3, 23, 24, 35]
(c) 実施中[1, 3, 23, 24]
(d) 実施中[23, 24]
(e) 実施中[23, 24]
(f) 実施中[24]

(a) 達成[12, 35]
(b) 達成[12, 35]

(a) 達成[18, 19, 20, 21]
(b) 達成[18, 19, 20, 21]

定義

(a) 既存知見に基づいて、原理的に可能な新型燃料部材の
概念が提案されていること。
(b) 候補概念に特有の属性が明確化され、燃料設計に関す
る開発課題の抽出が実施されていること。

(a) 既存知見に基づいて、新型燃料部材の製造性に関する
概略的な影響評価が行われていること。
(b) 候補概念に特有の属性が明確化され、製造に関する開
発課題の抽出が実施されていること。

(a) 文献レビューによりプラント特性への影響評価が行われ
ていること。
(b) 新型燃料概念の炉心特性・プラント特性への影響概略
評価が実施されていること
(c) 開発課題の抽出が実施されていること

(a) 文献レビュー によりODSの基礎的な材料特性が把握さ
れていること。
(b) 新型燃料概念の事故時挙動の影響概略評価 が行わ
れていること
(c) 開発課題の抽出が実施されていること

(a)現行の燃料棒設計基準の新型燃料への適用性評価
(b)現行のDBA安全評価やSA有効性評価に関する設計基
準の新型燃料への適用性評価
(c)開発課題の抽出

(a) 文献レビューによりODSの基礎的な材料特性が把握さ
れていること。
(b) 候補概念のクライテリア設定
(c) 開発課題の抽出が実施されていること。

・文献調査に基づく適用性検討並びに基本要求性能の具
体化
（文献情報をもとに、硝酸溶解性、せん断性等について、適
合性の見通しが得られていること、並びに実績を有する材
料をリファレンスとして基本要求性能が具体化されているこ
と）
検討対象：（a）硝酸溶解性、（b）せん断性、（c）アルミニウ
ムによるプロセス性能影響、(d)溶解工程後に被覆管に残
留する放射能の評価（金属廃棄物処理系への影響と、廃

達成のエ
ビデンス

(a) 達成[1, 3, 22]
(b) 達成[1, 3, 22]

(a) 達成[1, 3, 22]
(b) 達成[1, 3, 22]

(a) 達成
(b) 達成
(c) 達成

(a) 達成[12]
(b) 達成[12]
(c) 達成[12]

(a) 達成 [9][10]
(b) 達成 [9][10]
(c) 達成 [9][10]

(a)  達成
(b)(c) 既存知見に基づくエンジニアリングジャッジ

(a) 達成 [37]
(b) 検討中
(c) 検討中
(d) 検討中

開発段階 TRL

検討分野

実用開
発段階

9

8

7

技術実
証段階

6

5

4

原理実
証段階

3

2

1

燃料設計（通常、過渡）
製造・品質管理

（工学規模製造）
核設計・炉心特性・熱水力特性

安全性評価
(DBA, BDBA, SA)

規格・基準 貯蔵・輸送 再処理・処分、その他

定義

・商業炉においてODS燃料集合体の商用利用が行われて
いること。（全炉心装荷）

・ODS燃料集合体が商業用に量産されていること。 ・既設PWRにおけるODS燃料集合体の商用運転が行われ
ていること。（全炉心装荷）

・既設にPWRおけるODS燃料集合体の商用運転が行われ
ていること。（全炉心装荷）

・新型燃料の規格・基準に従って、商用燃料の審査、検査
が実施されていること。

・実燃料（新燃料・使用済み燃料）の輸送が可能であるこ
と。
・実使用済み燃料の貯蔵が可能であること。

・商用再処理プラントでの処理実証
（商用プラントでトラブル、年間処理量、製品品質等に影響
なく、再処理実施可能であることが実証されていること）

達成のエ
ビデンス

定義

・ODS燃料集合体の詳細設計が確定すること。
（燃料の最終的な仕様）
・商業炉においてODS燃料集合体（LUA：最終仕様）の少数
体先行照射が実施され、商用利用条件での性能が実証さ
れること。

・ODS燃料集合体（最終仕様）が製造されること。
・実製造ラインでの量産技術が確立されること。

・実プラントでの核特性・炉心特性の性能確証（実プラントで
のデモ照射によりプラント特性に問題ないことが確認されて
いること。）
・実機起動試験

・解析により事故時の安全性が確認されていること。 ・SiC燃料集合体（最終仕様）の許認可が完了しているこ
と。

・少数体の実燃料（ODS先行照射デモ燃料集合体）を用い
た輸送試験及び先行貯蔵試験が実施され、問題ないこと
が確認されていること。

・商用再処理プラント設計上の適合性検証
（商用再処理プラントの許認可上必要となる安全性データ
等が不足なく、取得されていること）
安全性データ：例えば（a）溶解時の水素発生、（b）切粉によ
る発火・爆発性等

達成のエ
ビデンス

(a)未実施
(b)未実施

定義

・ODS燃料集合体の基本設計が確定すること。
（炉心の安全性が検証されること）
・商業炉においてODS燃料集合体（LTA：先行仕様）の先行
照射試験が実施され、新型燃料の設計の妥当性が検証さ
れること。

・ODS燃料集合体（LUA）が製造されること。
・フルスケール製造技術が確立されること。

・実炉心動特性、静特性評価手法の確立・適用されている
こと。
・実プラント熱水力特性評価手法の確立・適用されているこ
と。

・実プラントでのDBA/BDBA/SA評価手法の確立されている
こと

・先行照射（LUA）の許認可が完了していること。 ・輸送・貯蔵システム（プロトタイプ）が設計、製造されてい
ること。
・実規模試験体（容器、模擬燃料等）を用いた安全性実証
試験（落下試験、耐火試験等）が実施され、輸送・貯蔵時
の安全性が実証されていること。

・ホット工学試験施設等での要求性能実証
（ホット条件において、要求される工学的性能が実証されて
いること）

達成のエ
ビデンス

定義

・商業炉（もしくは試験炉）においてODS燃料棒及びODS燃
料集合体の構造材から成るプロトタイプ燃料集合体の照射
試験が実施され、燃料集合体設計に必要なデータが取得
されること。
・ODS燃料棒設計コードが検証されること。

・ODS燃料集合体（LTA）が製造されること。
・製品検査技術（検査仕様）が確立されること。
・経済性が評価されること。

・炉心特性解析コードが検証・確立されていること。
・熱水力特性解析コードが検証・検証されていること。
・熱水力データ（DNBデータ）が整備されていること。

・安全解析コードが検証・確立されていること。
・プロトタイプ燃料を用いた下記の試験が実施されているこ
と。
　- LOCA模擬試験(照射環境)
　- RIA模擬試験(照射環境)
　- SA模擬試験（プロトタイプ燃料)

・安全審査に係る基準が確立していること。
・燃料棒設計基準が確立していること。
・燃料設計コードが認証されていること。
・燃料に係る技術基準が確立されていること。

・ODSプロトタイプ燃料棒（照射済み）及び模擬燃料（棒・集
合体）を用いた輸送・貯蔵システム設計及びその安全性の
評価手法の検証が実施されていること。

・コールド工学試験施設等での要求性能実証（集合体単
位）
（コールド条件において、集合体単位で要求される工学的
性能が実証されていること）
工学的性能：例えば、集合体せん断等

達成のエ
ビデンス

定義

・商業炉環境におけるプロトタイプ燃料棒（LTR）の照射試
験及び炉外試験が実施され、燃料棒の性能が実証される
こと。
・上記試験により、燃料棒設計に必要なデータが取得され
ること。
・燃料集合体の設計（構造材の開発、設計）が実施される
こと。

・プロトタイプ燃料棒（LTR）が製造されること。
・フルサイズの燃料棒製造技術が確立されること。

・臨界実験による炉心特性データが取得されていること。 ・SA時の固有現象に関する基礎実験により、SA時のODS
燃料の挙動が把握されるとともに、モデル化され、SA評価
コードの改良が行われていること。

・規制ガイドラインの策定
・規制基準の検討に必要な試験の実施III (過渡・事故挙動
試験、SA挙動試験)

・貯蔵施設での受け入れ可否評価
・ODS燃料の輸送・貯蔵の安全性評価手法が構築され、安
全に輸送・貯蔵できるシステムの設計が可能な状態である
こと。

・被覆管材料仕様の確立
（再処理適合性を含め、工学性能目標を満足し得る実用化
を想定した被覆管材料の仕様を具体化されていること）

達成のエ
ビデンス

定義

・試験炉での模擬燃料棒（燃料装荷なし、密封）の照射試
験により、プロトタイプ燃料（LTR）の設計に必要な照射特性
データが取得されていること。
・模擬燃料棒の炉外試験により、プロトタイプ燃料（LTR）の
設計に必要な材料特性データが取得されていること。
・燃料集合体の概念設計がなされていること。

・模擬燃料棒（燃料装荷なし、密封）の製造が実施されてい
ること。
・長尺燃料被覆管の製造技術が確立されること。
・燃料棒加工技術（溶接など）が確立されること。
・検査技術が確立されること。

・ODS燃料被覆管を装荷した炉心の
　- 炉心特性解析コードの改良
　- 熱水力特性解析コードの改良
が行われていること。
・上記に必要な材料特性データ及び照射特性データが取得
されていること。

・安全解析コードの改良が行われていること。
・安全解析コード改良のための材料特性データ及び照射特
性データが取得されていること。
・SA時の事故進展が予測され、必要なSA模擬試験が計画
されていること。

・規制ガイドラインの検討 ・輸送、貯蔵システムの設計及びその安全性の評価に必
要なODSの材料特性、照射特性データが取得されているこ
と。（動的引張、動的破壊靭性、長期劣化等）

・コールド工学試験施設等での要求性能実証（ピン単位）及
び工学性能目標の具体化
（a）ピン単位でのコールド試験により、要求される性能が満
足されること（例えば、模擬燃料含有せん断ピンの腐食速
度評価など）、並びに（b）再処理プラントでの工学性能目標
を具体化されていること））

達成のエ
ビデンス

(a)未実施
(b)未実施

定義

(a) 試験炉でのサンプル照射試験により、基礎的な照射
データが取得されていること。
(b) 管状サンプルの炉外試験により、燃料性能評価に必要
な材料特性データが取得されていること。
(c) 燃料ふるまい評価ツール（概略評価ができる解析コー
ド）が開発されていること。
(d) 燃料ふるまいへの影響評価が実施され、実用化の可否
が判断されていること。
(e) 実用化に向けた課題が抽出されていること。

(a) 照射試験に供試可能な試験片が製造されていること。
(b) 炉外試験に供試できる管状サンプルが製造されている
こと。
(c) 燃料棒加工（所定の寸法への加工、溶接など）に関す
るデータが取得されていること。
(d) 実用化に向けた課題が抽出されていること。

(a) 炉心特性・プラント特性解析の開発課題の明確化と重
要度判定がなされていること
(b) 炉心特性・プラント特性に係る照射データの取得・整備
がなされていること
(c) 熱水力BT/DNBデータの整備が為されていること（軽水
炉利用向け）

(a) 安全解析コードの開発課題の明確化がなされているこ
と
(b) 安全性に係る照射データの取得・整備がなされているこ
と
(c) 高温水蒸気での材料試験データ取得がなされているこ
と
(d) LOCA模擬試験（サンプル試験）によるデータ取得がなさ
れていること
(e) SA模擬試験（サンプル試験）によるデータ取得がなされ
ていること

(a) 規制基準の検討に必要な試験の実施Ⅱ(照射特性試
験)

ODSを用いる場合の輸送・貯蔵時の安全性における課題が
抽出され、これらの課題解決のための対応方針（開発方
針）が明らかになること。
(a) 貯蔵・輸送技術の要素試験
(b) 貯蔵における燃料健全性劣化要因の評価
(c) 機器設計要求の明確化
(d) 工学開発目標と開発優先度の設定
(e) プロセス安全性評価
(f) 貯蔵・輸送の概略コスト評価

・ウラン・ホット基礎試験による基本要求性能の評価並びに
開発課題の摘出
（a） ウラン・ホット条件でのビーカースケール試験により求
められる基本要求性能が満足されていること
（b） 実用化に向けた工学的課題が遺漏なく摘出されている
こと

達成のエ
ビデンス

定義

(a) 材料特性試験が実施され、基礎的な物性データが取得
されていること。
(b) 上記データに基づいて、燃料設計への影響評価が実施
されていること。
(c) 技術オプションの評価が実施されていること。

(a) 材料特性試験に必要な試験片が製造されていること。
(b) 製造性（加工性）に関するデータが取得されていること。
(c) 上記データに基づいて、燃料棒製造への影響評価が実
施されていること。

(a)現行解析コードによる炉心特性・プラント特性への影響
評価が実施されていること
(b)炉心特性・プラント特性に係る物性データの取得・整備が
なされていること
(c)技術オプションの評価が実施されていること

(a) 現行安全解析コードによる安全評価への影響が定量化
されていること
(b) 安全に係る物性データが取得・整備されていること
(c) 高温水蒸気環境での材料試験データが取得されている
こと
(d) 現行SA解析コードによるSA時挙動の解析が実施されて
いること
(e) 事故シナリオの予測・検討が実施されていること
(f) 技術オプションの評価が実施されていること

(a) 規制基準の検討に必要な試験項目の抽出と試験計画
の立案
(b) 規制基準の検討に必要な試験の実施Ⅰ(材料特性試
験)

(a) ODSを用いる場合の輸送・貯蔵時の輸送、貯蔵時の安
全性への影響が評価されていること。
(b) 技術オプションの評価が実施されていること。

・コールド基礎試験による基本要求性能の評価
（コールド条件でのビーカースケール試験により、下記で設
定した基本的な要求性能が満足されていること）
基本要求性能の観点：（a）硝酸腐食評価、（b）溶解Al成分
による抽出性能評価、（c）せん断時の影響評価

達成のエ
ビデンス

(a) 達成[1, 3, 22, 35, 37]
(b) 達成[1, 3, 22, 32, 35]
(c) 達成[1, 3, 22, 32, 35]

(a) 達成[1, 3, 22]
(b) 達成[1, 3, 22]
(c) 達成[1, 3, 22]

(a) 達成[12, 13]
(b) 達成[12, 13]
(c) 達成[12, 13]

(a) 達成[12, 35]
(b) 達成[12, 35]

(a) 達成[18, 19, 20, 21]
(b) 達成[18, 19, 20, 21]

定義

(a) 既存知見に基づいて、原理的に可能な新型燃料部材の
概念が提案されていること。
(b) 候補概念に特有の属性が明確化され、燃料設計に関す
る開発課題の抽出が実施されていること。

(a)既存知見に基づいて、新型燃料部材の製造性に関する
概略的な影響評価が行われていること。
(b)候補概念に特有の属性が明確化され、製造に関する開
発課題の抽出が実施されていること。

(a)文献レビューによりプラント特性への影響評価が行われ
ていること。
(b)新型燃料概念の炉心特性・プラント特性への影響概略
評価が実施されていること
(c)開発課題の抽出が実施されていること

(a) 文献レビュー によりODSの基礎的な材料特性が把握さ
れていること。
(b) 新型燃料概念の事故時挙動の影響概略評価 が行わ
れていること
(c) 開発課題の抽出が実施されていること

(a) 現行の燃料棒設計基準の新型燃料への適用性評価
(b) 現行のDBA安全評価やSA有効性評価に関する設計基
準の新型燃料への適用性評価
(c) 開発課題の抽出

(a)文献レビューによりODSの基礎的な材料特性が把握さ
れていること。
(b)候補概念のクライテリア設定
(c)開発課題の抽出が実施されていること。

・文献調査に基づく適用性検討並びに基本要求性能の具
体化
（文献情報をもとに、硝酸溶解性、せん断性等について、適
合性の見通しが得られていること、並びに実績を有する材
料をリファレンスとして基本要求性能が具体化されているこ
と）
検討対象：（a）硝酸溶解性、（b）せん断性、（c）アルミニウ
ムによるプロセス性能影響、(d)溶解工程後に被覆管に残
留する放射能の評価（金属廃棄物処理系への影響と、廃

達成のエ
ビデンス

(a) 達成[1, 3, 22]
(b) 達成[1, 3, 22]

(a) 達成[1, 3, 22]
(b) 達成[1, 3, 22]

(a) 達成
(b) 達成
(c) 達成

(a) 達成
(b) 達成
(c) 達成

(a) 達成 [9][10]
(b) 達成 [9][10]
(c) 達成 [9][10]

(a)  達成
(b)(c) 既存知見によるエンジニアリングジャッジ

(a) 達成 [37]
(b) 検討中
(c)　検討中
(d)　検討中

開発段階 TRL

検討分野

実用開
発段階

9

8

7

技術実
証段階

6

5

4

原理実
証段階

3

2

1

燃料設計（通常、過渡）
製造・品質管理

（工学規模製造）
核設計・炉心特性・熱水力特性

安全性評価
(DBA, BDBA, SA)

規格・基準 貯蔵・輸送 再処理・処分、その他

定義

・商業炉においてSiC燃料集合体の商用利用が行われてい
ること。（全炉心装荷）

・SiC燃料集合体が商業用に量産されていること。 ・既設BWRにおけるSiC燃料集合体の商用運転が行われて
いること。（全炉心装荷）

・既設にBWRおけるSiC燃料集合体の商用運転が行われて
いること。（全炉心装荷）

・新型燃料の規格・基準に従って、商用燃料の審査、検査
が実施されていること。

・実燃料（新燃料・使用済み燃料）の輸送が可能であるこ
と。
・実使用済み燃料の貯蔵が可能であること。

・処理・処分プラントの商用運転

達成のエ
ビデンス

定義

・SiC燃料集合体の詳細設計が確定すること。
（燃料の最終的な仕様）
・商業炉においてSiC燃料集合体（LUA：最終仕様）の少数
体先行照射が実施され、商用利用条件での性能が実証さ
れること。

・SiC燃料集合体（最終仕様）が製造されること。
・実製造ラインでの量産技術が確立されること。

・実プラントでの核特性・炉心特性の性能確証（実プラントで
のデモ照射によりプラント特性に問題ないことが確認されて
いること。）
・実機起動試験

・解析により事故時の安全性が確認されていること。 ・SiC燃料集合体（最終仕様）の許認可が完了しているこ
と。

・少数体の実燃料（SiC先行照射デモ燃料集合体）を用いた
輸送試験及び先行貯蔵試験が実施され、問題ないことが
確認されていること。

・実商用燃料の再処理・処分技術の確立
・実プラント・実用キャスクの性能確認と安全性評価完了

達成のエ
ビデンス

定義

・SiC燃料集合体の基本設計が確定すること。
（炉心の安全性が検証されること）
・商業炉においてSiC燃料集合体（LTA：先行仕様）の先行
照射試験が実施され、新型燃料の設計の妥当性が検証さ
れること。

・SiC燃料集合体（LUA）が製造されること。
・フルスケール製造技術が確立されること。

・実炉心動特性、静特性評価手法の確立・適用されている
こと。
・実プラント熱水力特性評価手法の確立・適用されているこ
と。

・実プラントでのDBA/BDBA/SA評価手法の確立されている
こと

・先行照射（LUA）の許認可が完了していること。 ・輸送・貯蔵システム（プロトタイプ）が設計、製造されてい
ること。
・実規模試験体（容器、模擬燃料等）を用いた安全性実証
試験（落下試験、耐火試験等）が実施され、輸送・貯蔵時
の安全性が実証されていること。

・実プラントの建設
・再処理・処分の安全性評価手法の確立と適用

達成のエ
ビデンス

定義

・商業炉（もしくは試験炉）においてSiC燃料棒及びSiC燃料
集合体の構造材から成るプロトタイプ燃料集合体の照射試
験が実施され、燃料集合体設計に必要なデータが取得さ
れること。
・SiC燃料棒設計コードが検証されること。

・SiC燃料集合体（LTA）が製造されること。
・製品検査技術（検査仕様）が確立されること。
・経済性が評価されること。

・炉心特性解析コードが検証・確立されていること。
・熱水力特性解析コードが検証・検証されていること。
・熱水力データが整備されていること。

・安全解析コードが検証・確立されていること。
・プロトタイプ燃料を用いた下記の試験が実施されているこ
と。
　- LOCA模擬試験(照射環境)
　- RIA模擬試験(照射環境)
　- SA模擬試験（プロトタイプ燃料)

・安全審査に係る基準が確立していること。
・燃料棒設計基準が確立していること。
・燃料設計コードが認証されていること。
・燃料に係る技術基準が確立されていること。

・SiCプロトタイプ燃料棒（照射済み）及び模擬燃料（棒・集
合体）を用いた輸送・貯蔵システム設計及びその安全性の
評価手法の検証が実施されていること。

・実規模機器のユニット試験(ホット)
・プロセスモニタリング・制御システムの実証
・プラント経済性の精密評価
・実プラントの設計
・処理・処分施設の安全性能評価コードの確立・検証

達成のエ
ビデンス

定義

・商業炉環境におけるプロトタイプ燃料棒（LTR）の照射試
験及び炉外試験が実施され、燃料棒の性能が実証される
こと。
・上記試験により、燃料棒設計に必要なデータが取得され
ること。
・燃料集合体の設計（構造材の開発、設計）が実施される
こと。

・プロトタイプ燃料棒（LTR）が製造されること。
・フルサイズの燃料棒製造技術が確立されること。

・臨界実験による炉心特性データが取得されていること。 ・SA時の固有現象に関する基礎実験により、SA時のSiC燃
料の挙動が把握されるとともに、モデル化され、SA評価
コードの改良が行われていること。

・規制ガイドラインの策定
・規制基準の検討に必要な試験の実施III (過渡・事故挙動
試験、SA挙動試験)

・貯蔵施設での受け入れ可否評価
・SiC燃料の輸送・貯蔵の安全性評価手法が構築され、安
全に輸送・貯蔵できるシステムの設計が可能な状態である
こと。

・工学規模ユニット試験(ホット)
・機器設計の完成
・システム設計の完成
・再処理施設での受け入れ可否評価

達成のエ
ビデンス

定義

・試験炉での模擬燃料棒（燃料装荷なし、密封）の照射試
験により、プロトタイプ燃料（LTR）の設計に必要な照射特性
データが取得されていること。
・模擬燃料棒の炉外試験により、プロトタイプ燃料（LTR）の
設計に必要な材料特性データが取得されていること。
・燃料集合体の概念設計がなされていること。

・模擬燃料棒（燃料装荷なし、密封）の製造が実施されてい
ること。
・長尺燃料被覆管の製造技術が確立されること。
・燃料棒加工技術（溶接など）が確立されること。
・検査技術が確立されること。

・SiC燃料被覆管を装荷した炉心の
　- 炉心特性解析コードの改良
　- 熱水力特性解析コードの改良
が行われていること。
・上記に必要な材料特性データ及び照射特性データが取得
されていること。

・安全解析コードの改良が行われていること。
・安全解析コード改良のための材料特性データ及び照射特
性データが取得されていること。
・SA時の事故進展が予測され、必要なSA模擬試験が計画
されていること。

・規制ガイドラインの検討 ・輸送、貯蔵システムの設計及びその安全性の評価に必
要なSiCの材料特性、照射特性データが取得されているこ
と。（動的引張、動的破壊靭性、長期劣化等）

・工学規模でのプロセス実証(模擬物質)
・品質検査技術の確立
・スケールアップ上の開発課題の克服

達成のエ
ビデンス

定義

(a) 試験炉でのサンプル照射試験により、基礎的な照射
データが取得されていること。
(b) 管状サンプルの炉外試験により、燃料性能評価に必要
な材料特性データが取得されていること。
(c) 燃料ふるまい評価ツール（概略評価ができる解析コー
ド）が開発されていること。
(d) 燃料ふるまいへの影響評価が実施され、実用化の可否
が判断されていること。
(e) 実用化に向けた課題が抽出されていること。

(a) 照射試験に供試可能な試験片が製造されていること。
(b) 炉外試験に供試できる管状サンプルが製造されている
こと。
(c) 燃料棒加工（所定の寸法への加工、溶接など）に関す
るデータが取得されていること。
(d) 実用化に向けた課題が抽出されていること。

(a) 炉心特性・プラント特性解析の開発課題の明確化と重
要度判定がなされていること
(b) 炉心特性・プラント特性に係る照射データの取得・整備
がなされていること
(c) 熱水力BT/DNBデータの整備が為されていること（軽水
炉利用向け）

(a) 安全解析コードの開発課題の明確化がなされているこ
と
(b) 安全性に係る照射データの取得・整備がなされているこ
と
(c) 高温水蒸気での材料試験データ取得がなされているこ
と
(d) LOCA模擬試験（サンプル試験）によるデータ取得がなさ
れていること
(e) SA模擬試験（サンプル試験）によるデータ取得がなされ
ていること

(a) 規制基準の検討に必要な試験の実施Ⅱ(照射特性試
験)

SiCを用いる場合の輸送・貯蔵時の安全性における課題が
抽出され、これらの課題解決のための対応方針（開発方
針）が明らかになること。
(a) 貯蔵・輸送技術の要素試験
(b) 貯蔵における燃料健全性劣化要因の評価
(c) 機器設計要求の明確化
(d) 工学開発目標と開発優先度の設定
(e) プロセス安全性評価
(f) 貯蔵・輸送の概略コスト評価

(a) 処理・処分技術のラボスケール模擬試験およびベンチス
ケールホット試験
(b) 処理・処分周辺工程概念の確立
(c) 機器設計要求の明確化
(d) 工学開発目標の設定
(e) プロセス安全性評価
(f) 処理・処分の概略コスト評価

達成のエ
ビデンス

(a) 実施中 [18][28][29]
(b) 実施中 [27]
(c) 実施中 [13][30]
(d) 実施中 [2]
(e) 実施中

(a) 実施中
(b) 実施中 [4][5][6]
(c) 実施中 [25][32]
(d) 実施中

(a) 実施中
(b) 実施中
(c) 実施中

(a) 検討中
(b) 準備中
(c) 計画中
(d) 実施中
(e) 検討中

定義

(a) 材料特性試験が実施され、基礎的な物性データが取得
されていること。
(b) 上記データに基づいて、燃料設計への影響評価が実施
されていること。
(c) 技術オプションの評価が実施されていること。

(a) 材料特性試験に必要な試験片が製造されていること。
(b) 製造性（加工性）に関するデータが取得されていること。
(c) 上記データに基づいて、燃料棒製造への影響評価が実
施されていること。

(a) 現行解析コードによる炉心特性・プラント特性への影響
評価が実施されていること
(b) 炉心特性・プラント特性に係る物性データの取得・整備
がなされていること
(c) 技術オプションの評価が実施されていること

(a) 現行安全解析コードによる安全評価への影響が定量化
されていること
(b) 安全に係る物性データが取得・整備されていること
(c) 高温水蒸気環境での材料試験データが取得されている
こと
(d) 現行SA解析コードによるSA時挙動の解析が実施されて
いること
(e) 事故シナリオの予測・検討が実施されていること
(f) 技術オプションの評価が実施されていること

(a) 規制基準の検討に必要な試験項目の抽出と試験計画
の立案
(b) 規制基準の検討に必要な試験の実施Ⅰ(材料特性試
験)

(a) SiCを用いる場合の輸送・貯蔵時の輸送、貯蔵時の安
全性への影響が評価されていること。
(b) 技術オプションの評価が実施されていること。

(a) 処理・処分フローシート確立とマスバランス評価
(b) ベンチスケール模擬試験
(c) 製品基本仕様へのプロセスパラメータの影響評価
(d) 技術オプションの評価

達成のエ
ビデンス

(a) 達成 [2][3][10][11][33]
(b) 達成 [13][21][30]
(c) 達成 [9][11]

(a) 達成 [4][5][6]
(b) 実施中 [15][24]
(c) 実施中 [8]

(a) 達成 [13][20]
(b) 達成 [16][17]
(c) 達成 [12]

(a) 実施中 [22][31]
(b) 実施中
(c) 実施中 [14][26]
(d) 実施中
(e) 実施中 [7]
(f) 検討中

(a) 実施中
(b) 実施中

定義

(a) 既存知見に基づいて、原理的に可能な新型燃料部材の
概念が提案されていること。
(b) 候補概念に特有の属性が明確化され、燃料設計に関す
る開発課題の抽出が実施されていること。

(a) 既存知見に基づいて、新型燃料部材の製造性に関する
概略的な影響評価が行われていること。
(b) 候補概念に特有の属性が明確化され、製造に関する開
発課題の抽出が実施されていること。

(a) 文献レビューによりプラント特性への影響評価が行われ
ていること。
(b) 新型燃料概念の炉心特性・プラント特性への影響概略
評価が実施されていること
(c) 開発課題の抽出が実施されていること

(a) 文献レビュー によりSiCの基礎的な材料特性が把握さ
れていること。
(b) 新型燃料概念の事故時挙動の影響概略評価 が行わ
れていること
(c) 開発課題の抽出が実施されていること

(a) 現行の燃料棒設計基準の新型燃料への適用性評価
(b) 現行のDBA安全評価やSA有効性評価に関する設計基
準の新型燃料への適用性評価
(c) 開発課題の抽出

(a) 文献レビューによりSiCの基礎的な材料特性が把握され
ていること。
(b) 候補概念のクライテリア設定
(c) 開発課題の抽出が実施されていること。

(a) 文献レビュー
(b) プロセス原理の提示
(c) 候補プロセスのクライテリア設定
(d) 開発課題の抽出

達成のエ
ビデンス

(a) 達成 [1]
(b) 達成 [23]

(a) 達成 [1][19]
(b) 達成 [1][8]

(a) 達成 [1][13][20]
(b) 達成 [1][13][20]
(c) 達成 [1][19]

(a) 達成 [1]
(b) 達成 [1][19]
(c) 達成 [1]

(a) 達成 [12]
(b) 実施中
(c) 実施中

(a) 達成 [33]
(b)(c) 既存知見に基づくエンジニアリングジャッジ

(a) 検討中
(b) 検討中
(c) 検討中
(d) 検討中

開発
段階

TRL

検討分野

実用開
発段階

9

8

7

技術実
証段階

6

5

4

原理実
証段階

3

2

1

7

Y. Kaji, 2nd Research Coordination Meeting of the IAEA ACTOF, June 20-22, 2017, Vienna, Austria.



Back-end consideration on evolutionary ATF 
- Cr coated Zry -

8

➢ Items to be considered at reprocessing process of spent fuel; 

① Shear property

② Solubility

➢ Current status and future perspective; 

① The impact on shear property of Cr-coated Zry cladding tube 

would be small enough or negligible because a thickness of 

Cr-coating layer under consideration is much thinner than that 

of zirconium substrate.  

② The impact on solubility of Cr-coated Zry cladding tube in 

nitric acid solution would not be significant because chromium 

is one of additive elements in currently used Zry and, in 

Japan, there were a lot of experience on reprocessing for the 

currently used Zry.
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Back-end consideration on evolutionary ATF 
- FeCrAl-ODS – (1/2)

➢ For the purpose of understanding a basic corrosion mechanism 
of FeCrAl-ODS in nitric acid solution, preliminary experimental 
tests were conducted; 

① Immersion test

② Electrochemical test

➢ Test condition;

① Specimen size, mm3: 10 x 10 x 2

Solution: 3.0 mol/L HNO3 (Rokkasho Reprocessing Plant)

Temperature,℃: 30, 60, and 110 (boiling point)

→ weight measurement, surface observation, XPS, 

chemical analysis for solution

② Specimen size, mm3: 20 x 10 x 5

Solution: 3.0 mol/L HNO3 (Rokkasho Reprocessing Plant)

Temperature,℃: 30, 60, and 110 (boiling point)

→ A potential sweep rate: 20mV/min
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Back-end consideration on evolutionary ATF 

- FeCrAl-ODS – (2/2)

➢ Immersion test result 

 The corrosion rate was in the range of 0.0038 to 0.22 mm/y after 48h 

immersion test.

→FeCrAl-ODS showed a better corrosion resistance to nitric acid, giving    

a future perspective that corrosion of FeCrAl-ODS would not be severe.

Y. Takahatake et al., 
Proc. of TopFuel2018, 
Prague, Czech Republic, 
Sep.30-Oct.4, (2018)



Detailed TRL on “Back-end” category 

• TRLs on both safety evaluation 

and reprocessing, waste 

disposal for each evolutionary 

ATF concept developing in 

Japan are still on the stage of 

“Proof of principle”; TRL-2 or 

TRL-3

• However, consideration on 

“Back-end items” would be 

started in full swing with 

improvement of TRL in other 

area. 

Current TRL on 
“Back-end”

Target TRL after 
establishing the 
fabrication tech.

S. Yamashita et al., Proc. TopFuel2019, Seattle Wa, 
USA, September 22-26, (2019). 
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Summary

1. Several ATF R&D programs, supported by METI, are on-

going in Japan, and the current status of the programs

including “Back-end” consideration are introduced.

2. The first priority in Japan ATF R&D programs is to obtain

irradiation data for domestically developed ATF candidate

cladding materials as early as possible. Irradiation testing

for Cr-coated Zry will be started soon. In addition,

irradiation test plans for other ATF concepts are also under

consideration.

3. After obtaining the irradiation data and establishing the

fabrication technology, consideration on “Safety evaluation”

and “Reprocessing, Waste disposal” would be made.
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