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SMRは、導入に伴う経済性、モジュール構造、プラント展開の柔軟性、再生可能
エネルギーとの相性などの観点から関心を集めている。

IAEAはすでにSMRブックレットを発
行しており、ARISデータベースには
SMRのコンセプトが含まれている。

SMRの開発段階は、既にライセンス段階から
建設段階へ進んでいる。

水冷式だけでなく、液体金属、ガス、溶融塩冷却方式、そして海洋型からマイクロリ
アクターまで、100近いコンセプトが提案されている。

SMRの設計上の特徴は、モジュール構造、サイト条件との適合性（柔軟性）、物
理的セキュリティの確保方法、防護区域（EPZ）であり、それらの特徴の紹介がな
されている。また、グレーデッドアプローチ（等級別アプローチ）の適用が想定さ
れている。

SMRと再エネの相性は良好であるため、コージェネレーションを含
むハイブリッド概念に注目が集まっている。

これまで経済性評価に影響を及ぼす因子
の摘出が行われ、多くの経済性に関する
議論が行われている。
ただし、モジュール化の効果については、
不確定要素が多く、建設されるまで、その
評価は定まらないであろう。

課題と挑戦：
多くのチャレンジすべき課題はあるものの、メリットも多く指摘されており、
そのため開発対象として着目されている。

