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1. 機能的格納設備に対する放射性物質の保持能力の性能評価
米国の溶融塩実験炉MSREで採用された格納システムの例を紹介

2. MSRの他の炉型とは異なる安全解析上の課題
放射性物質がシステム内に分散していること、運転経験が少ないことに
対応させて、安全上の特徴を整理した。

3.最大想定事故（MCA）によるMSREの立地評価
米国のMSREの安全評価では、ハザード評価と合わせてMCAによる
事故影響の格納性が評価された。

4. MSRは、全ての想定事故を格納できるポテンシャルを有している
MSRの安全確保に向けた留意点、課題点を整理した。

5. MSR挙動モデルの信頼性向上の為、溶融塩燃料の適性条件の確立が重要
通常状態及び事故時の挙動をモデル化するために、溶融塩燃料の化学的、
物理的特性を十分に理解する必要がある。

6. MSRの安全評価に関して多方面からの開発が進められつつある
MSRに対する安全評価の能力の現状といくつかの課題点を整理した。

