
概要 / 目的:

小型モジュール炉（SMR）研究開発の概要

講演者紹介:

原子力発電は、低出力で小型の原型炉・試験炉から始まりましたが、ニーズの
高まり、規模の経済、立地可能なサイトの制限により、比較的早い段階から、発
電方式は大型炉による発電に代わりました。しかしここ数年は、小型モジュール
炉（SMR）への関心が高まっており、50以上の概念が現在検討されています。
IAEAでは、個々のモジュールの出力が300MWeまでの先進炉をSMRと定義して

います。モジュールは工場で製造でき、プラントサイトに輸送、設置されますが、
必要に応じて追加することができます。またSMRは先進技術の全て（水冷却、第4

世代システム、超小型炉等）と関連付けられ、受動安全機能の強化、シンプルな
設計及び運転、大量生産による経済性、ハイブリッドシステム及び非電気利用
に対する柔軟性も兼ね備えています。このウェビナーでは、SMRの魅力、課題、
開発状況、今後の展開に焦点を当て、紹介します。

Mr. Frederik Reitsmaは、ウィーンにある国際原子力機関
（IAEA）の原子力技術開発部門（NP）でSMRのチームリーダー
を務めている。約7年前にIAEAに入局し、この分野のプロジェ

クトの管理、調整、監督を行っている。加盟国と協力して将来
の主要なトレンドと技術開発のニーズを特定し、技術的およ
びプログラム的なリーダーシップをとっている。また、以前は、
高温ガス冷却炉プロジェクトの責任者を務めていた。多くの技
術論文（90以上）を発表し、国際ワークショップや国際会議に
スピーカーとして招聘されるほか、国際協力プロジェクト

（OECD/NEAやGIFなど）をリードしてきました。原子炉物理学者でもあり、SMRおよ

び高温ガス炉の核工学と解析に豊富な経験を持ち、炉心の中性子工学設計と安
全性の専門家です。南アフリカのPBMRプロジェクトでは、13年間にわたってさま
ざまな指導的立場にあり、キャリアの最初の10年間は、OSCARの原子炉計算シ
ステムの開発に貢献してきました。

 

Join us on July 29, 2020 
for the next                    webinar 

Overview of Small Modular Reactor Technology 

Development 
Nuclear electricity generation started with prototype- and test reactors of a small size and 
low power. Relatively quickly these were replaced by increasingly larger nuclear power 
plants due to increased needs, economy of scale and limited available sites. For several 
years the interest in small modular reactors (SMRs) has increased with over 50 concept 
designs now under development. The IAEA defines SMRs as advanced nuclear power plants 
with one or more individual modules that each produce electric power up to 300 MWe. A 
module may be built in factories and shipped to nuclear sites for installation and added as 
the need arises. All advanced technologies are included (water cooled, Gen-IV systems and 
micro-reactors). SMRs claim enhanced passive safety features, simplified design and 
operations, economy by numbers and the flexibility in hybrid energy systems and non-
electric applications. The webinar highlights the attractive features of SMRs, major 
challenges, the current status of SMR technology and near-term deployment plans. 

Free webcast 
July 29, 2020 at 8:30 am (EDT) (UTC -4)  

 

Register NOW at 
Registration URL: 
https://attendee.gotowebi
nar.com/register/70169252
86117373965.  

Who should attend: policy makers, managers, 
regulators, students, general public 

Meet the Presenter...   

Mr. Frederik Reitsma is the Team Leader for SMRs in the Nuclear Power 
Technology Development Section of the International Atomic Energy 
Agency (IAEA) in Vienna. He joined the IAEA nearly 7 years ago and 
manages, coordinates and supervises the projects in this area. He provides 
technical and program leadership by identifying key future trends and 
technology development needs in cooperation with Member States. 
Previously, he was head of the High Temperature Gas Cooled Reactor 
project. Frederik holds a master’s degree in Reactor Science and has 
published more than 90 papers. He has been invited as a speaker to many 
international workshops and conferences and led several international 
cooperation projects (such as OECD/NEA and GIF). He is a reactor physicist 
by training with extensive experience in SMRs and HTGRs nuclear 
engineering and analysis with core neutronics design and safety as focus 
areas. He worked on the South African PBMR project in different 
leadership positions for 13 years. For the first 10 years of his career, he 
contributed to the OSCAR reactor calculational system development and 
performed cycle and reload analysis. 

 

The Generation IV International Forum invites you to attend web-based lectures on the next generation of 
nuclear energy systems and other cross-cutting subjects. Join internationally recognized subject matter experts 
and leading scientists in the nuclear energy arena for these short presentations. 

Upcoming Webinars 

26 August 2020 MSR Safety Evaluation in the U.S., Dr. David Holcomb, ORNL, USA 

22 September 2020 Integrated Energy Systems Laboratory Initiative, Shannon Bragg-Sitton 

28 October 2020 
Global Potential for Small and Micro reactor Systems to Provide 
Electricity Access, Dr. Amy Schweikert, Colorado School of Mines, USA 

For more information, please contact: Patricia Paviet at patricia.paviet@pnnl.gov or visit the GIF website at 
www.gen-4.org 

 

https://gif.jaea.go.jp/webinar/index.html#webinar043


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。




