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米 エ ネ省、溶 融塩炉な ど先進 的原 子力技術の商 業化支援対象を公表

2017年 7月 3日
米エネルギ ー省 (DOE)の 原子力局 (NE)は 6月 26日 、民間で開発進め られている先進 的原子力技術 の商業化を支援 するため、
「原子力の技術革新を加速するゲ ー トウェイ (GAIN)」 イニシ アチ ブにお ける 2回 目の支援対象 14社 に、合計 420万
約
ドル相 当
のノヽ
ウチ ャー (利 用権 )を 交付する と発表 した。テ レス トリアル ・エナジー社が開発 中の 一体型溶融塩炉 (IMSR)な ど、溶融塩 関係
の技術 が大半を 占める一方、小型モジュール炉 (SMR)や 高速炉 関係の技術 も多数、選定 された。 DOEと しては、次の段階 に進化 し
つつあ る原子力技術の 開発 ・ 商業化 に向けた支援の必要性 と緊急性 は、かつてな いほど高まつている と認識 している。既存の原子力発電
所で安全かつ信頼性のある経済 的な運転を保証 しつつ、 GAINを 窓口と して、 DOEが 全米で所有 する国立研究所な どの複合設備や人
材、材料、専門デ ータ といった広範な研 究機能 と専門的知 見を先進的な原子力技術の開発事業者 に提供 。コス ト効果の高 い迅速な方法で
革新的技術を商業化 するため、 DOEは 最先端の研究開発 ・実証インフラを利用できるように し、技術面や規 制面、財 IEx面 で事業者を支
援 してい く考えだ。

GAINは 2015年 11月 、ノくりで国連気候変動枠組条 約 ・締約国会議 (C tt P)が 開催 されるの に先だち、オバ マ政権が原子力を
ク リーン・エネルギ ー戦 略の重要なオ
議成要素 と認めた上で、世界 的な低炭 素経済へ の移行 を米 国が牽引する目的で倉」
設 した。 2016年
に第 1回 目のバ ウチ ャー交付を実施 した後 、 DOEは
者か ら関心表 明書

(LOI)を

2017会 計年度分 として、今 年 2月 9日 か ら 3月 9日 までの 間、ノヽウチ ャー希望
募集。今 回の交付先公表 は、 DOEが 6月 下旬 に、国内 28州 の大学等 における先進 的な原子力研究 と関

係施設の共用 、分野横 断的な技術 開発 、イ ンフラ整備な どへの年次支援 と して、合計 6′

700万

ドルの補助金交付 を発表 したの に続 く

措置 となる。
バ ウチ ヤーの受領 によ り、それぞれの技術 開発事業者 に支援金が直接支払われるわ けではな く、事業者 はノヽ
ウチ ャーを通 して、国立研
究所等 に備わ っている研究機能を無償で利用 することが可能 になる。具体 的 には、先進 的原子力技術の リソース に関する集 中情報ポ ータ
ツレの利用やニーズの評価 、研究 ワークシ ョップが実現するほか、 関連の新 しいコン ピューター ・ッール 開発 な どで国立研究所の科学者 と
事業者の連携が可能 。 DOEも 米原 子力規制委員会

(NRC)と

の調整 によ り、技術 開発事業者 に許認可手続 上の支援を行 うほか、事業

者 には訓1練 の機会 も与え られ る。
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モニタ リングが含 まれ る。また、3社 は金属冷却高速 炉概念の商業化を 目指 してお り、そのための規 制 /許 認可支援やナ トリウム冷却
炉、鉛 ビスマス 冷却炉の開発 に対 して支援が行われ る。このほか、モデ リング とシミュ レーシ ョン関係の作業や先進 的なデジタル式計浸リ
制御

(I&c)系

技術が支援対象 に選定 され ている。
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