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(57)【要約】
【課題】一般的な用途に利用できるように、熱源におけ
る熱輸送の問題を解決し、電源の大出力化及びコンパク
ト化の両立を図る。
【解決手段】ストロンチウム熱源３２を被覆管３０で覆
った熱源ピン２０が銅製の熱媒体２２中に埋め込まれて
いる熱源部１０と、熱電変換部（アルカリ金属熱電変換
部１２）とを具備し、前記熱源部は、熱源ピンが垂直方
向となる状態で前記熱電変換部の加熱側に接触するよう
に配置されている熱電変換システムである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ストロンチウム熱源を被覆管で覆った熱源ピンが銅製の熱媒体中に埋め込まれている熱
源部と、熱電変換部とを具備し、前記熱源部は、熱源ピンが垂直方向となる状態で前記熱
電変換部の加熱側に接触するように配置されていることを特徴とする熱電変換システム。
【請求項２】
ストロンチウム熱源を被覆管で覆った熱源ピンが銅製の熱媒体中に埋め込まれている熱
源部と、アルカリ金属熱電変換部とを具備し、前記熱源部は、熱源ピンが垂直方向となる
状態で前記アルカリ金属熱電変換部の加熱側に接触するように配置されていることを特徴
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とする熱電変換システム。
【請求項３】
熱源ピンは、ハステロイ被覆管内にフッ化ストロンチウム熱源を充填し、上部端栓と下
部端栓とで塞いだ構造であり、複数本の前記熱源ピンが、銅製の熱媒体中に並列配置され
るように埋め込まれて熱源部が形成されている請求項１又は２記載の熱電変換システム。
【請求項４】
請求項１乃至３のいずれかに記載の熱電変換システムを交換可能なモジュールとして、
そのモジュールを多数、縦横２次元的に並置し集合体とした熱電発電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、ストロンチウムを熱源とし、その熱源部と熱電変換部とを組み合わせた熱電
変換システムに関するものである。この技術は、高レベル廃棄物の発熱源として問題にな
っているストロンチウム９０を有効利用でき、たとえば船舶用あるいは離島用などの電源
として有用である。
【背景技術】
【０００２】
電源は、通常、自然エネルギー（水力、風力、太陽光など）あるいは燃料（化石燃料、
核燃料）を必要とする。自然エネルギーを利用する場合は、エネルギー供給が外部の自然
環境に依存するために不安定であり、特定の環境を整備（ダム建設等）あるいは選択（風
量、日照時間等）する必要がある。そのため、たとえば離島用などの電源では、自然エネ
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ルギーを利用することが困難な場合も多い。他方、燃料を利用する場合は、定期的な燃料
補給が必要となり、燃料補給のコストも大きい。特に、船舶用あるいは離島用などのため
には、安定で長期間燃料補給を必要としない電源が望まれる。
【０００３】
ところで、ストロンチウム９０等の放射性同位体と熱電発電を組み合わせた電源は、従
来公知である（例えば非特許文献１参照）。しかし、この技術では、ストロンチウム化合
物の熱伝導率が低いために、熱源部の寸法に限界があり数ｋＷ以下の小規模電源の設計と
なっており、特殊な用途に限られている。その他、ストロンチウムを含む焼結固化体によ
るＲＩ電池が提案されているが（特許文献１）、焼結固化体の場合は発熱密度および熱伝
導率ともに低く、熱電変換システムの出力密度の低下が想定され、船舶等に設置するコン
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パクトな電源には不向きである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０６−１３８２９８号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Paul J. Dick and John W. McGrew,
o Thermo‑electric Power Generation
vol. 15, p. 91

Application of Strontium‑90 t

, Transactions of American Nuclear Society,
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明が解決しようとする課題は、一般的な用途に利用できるように、熱源における熱
輸送の問題を解決し、電源の大出力化及びコンパクト化の両立を図ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は、ストロンチウム熱源を被覆管で覆った熱源ピンが銅製の熱媒体中に埋め込ま
れている熱源部と、熱電変換部とを具備し、前記熱源部は、熱源ピンが垂直方向となる状
態で前記熱電変換部の加熱側に接触するように配置されていることを特徴とする熱電変換
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システムである。熱電変換部としては、典型的にはアルカリ金属熱電変換部を用いる。例
えば、熱源ピンは、ハステロイ被覆管内にフッ化ストロンチウム熱源を充填し、上部端栓
と下部端栓とで塞いだ構造であり、複数本の前記熱源ピンが、銅製の熱媒体中に並列配置
されるように埋め込まれて熱源部が形成されている構造とする。
【０００８】
このような熱電変換システムを交換可能なモジュール構成とし、必要に応じた個数、縦
横２次元的に並置し集合体とすることによって、容易に必要な規模の大出力熱電発電装置
を構成することができる。
【０００９】
熱源としては、原子炉使用済燃料中のストロンチウムが使用できる。ストロンチウムの
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同位体であるストロンチウム９０は発熱量が高く、半減期も３０年程度と長い。原子炉使
用済燃料中のストロンチウムはストロンチウム９０を多く含んでいるため、高レベル廃棄
物の発熱源として問題となっている。しかし、このストロンチウムを廃棄物から分離し熱
電変換の熱源にすると、高レベル廃棄物処分の問題を解決できると共に、長期間安定な熱
源として有望なものとなる。
【発明の効果】
【００１０】
本発明に係る熱電変換システムは、熱源部として、ストロンチウム熱源を被覆管で覆っ
た熱源ピンが銅製の熱媒体中に埋め込まれている構造であるので、熱源部の熱輸送の問題
（即ち、ストロンチウム化合物の熱伝導率が低いために、熱源部の寸法に限界があるとい
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う問題）を解決でき、電源の大出力化及びコンパクト化の両立を図ることができる。また
本発明は、ストロンチウムを熱源とする熱源部とアルカリ金属熱電変換部とで構成でき、
どちらも構造が簡素であり、可動部がないため、保守性にも優れている。
【００１１】
本発明に係る熱電発電装置は、熱電変換システムを交換可能な小型のモジュールの集合
体として設計可能なため、もし故障が生じた場合でも影響は特定のモジュール内部に限定
され、補修はモジュール交換により容易に対応可能となる。従って本発明は、長期間にわ
たり安定した電力を供給でき、保守にも高度な専門性を要しない。このため特に船舶用あ
るいは離島用の電源として有用であり、また定置用電源としても利用可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００１２】
【図１】本発明に係る熱電変換システムの概念図。
【図２】それをモジュール化し集合した熱電発電装置の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
図１は本発明に係る熱電変換システムの概念図である。この熱電変換システムは、スト
ロンチウムを熱源とする熱源部１０とアルカリ金属熱電変換部１２との組み合わせからな
る。ここでは、アルカリ金属熱電変換部を下方に設置し、その上方に熱源部を設置する構
成としている。
【００１４】
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熱源部１０は、ストロンチウム熱源を被覆管で覆った熱源ピン２０を銅製の熱媒体２２
の中に埋設した構造である。例えば、熱源ピン２０は、ハステロイ被覆管３０内にフッ化
ストロンチウム熱源３２を充填し、上部端栓３４と下部端栓３６とで塞いだ構造である。
銅製の熱媒体２２は、四角柱体であり、その長手方向に延びるように孔が複数本、平行に
均等間隔で穿設されている構造である。複数本の熱源ピン２０は、銅製の熱媒体２２の各
孔内に埋め込まれる。ここで、熱源ピン２０と銅製の熱媒体２２との間は、熱伝達性能を
考慮して互いに密接している必要がある。そこで具体的には、例えば銅製の熱媒体２２と
ハステロイ被覆管３０を熱間等方圧加圧加工（ＨＩＰ加工：Hot Isostatic Pressing）に
より一体結合するのが望ましい。その場合は、銅製の熱媒体とハステロイ被覆管を一体化
し、その後、ハステロイ被覆管に下部端栓を取り付け、内部にフッ化ストロンチウム熱源
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を充填し、上部端栓を取り付ける手順で製造する。その他、銅製の熱媒体を精度よく製作
し、形成した孔にフッ化ストロンチウムを充填した熱源ピンを機械的に嵌入する方法でも
よい。この場合には、運転時は銅製の熱媒体の熱膨張が生じるため、熱源ピンと銅製の熱
媒体との間で良好な接触を確保できる。
【００１５】
アルカリ金属熱電変換（ＡＭＴＥＣ：Alkali Metal Thermo‑Electric Conversion ）部
１２は、周知のように、アルカリ金属とアルカリ金属イオン伝導性を有する固体電解質と
を組み合わせた直接熱電変換装置である。高温のアルカリ金属と低温のアルカリ金属の蒸
気圧差を駆動源として固体電解質内をアルカリ金属が移動することで発電する。このよう
なアルカリ金属熱電変換部自体は、既に様々な構造が提案されているので、それを利用す
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ることができる。図１に示す例では、βアルミナ発電素子４０、及び毛細管４２で構成さ
れており、容器４４内にアルカリ金属４６が充填されている構造である。容器４４の下部
にあるアルカリ金属４６は低温（２５０℃程度）に保たれており、毛細管４２により容器
４４の上部のβアルミナ発電素子４０に輸送される。容器４４の上部は熱源部１０と接し
ているためアルカリ金属４６はこの部分で蒸発し低温部分へ再輸送される。このアルカリ
金属の低温部から高温部への輸送を通して発電が行われる。但し、本発明で利用可能なア
ルカリ金属熱電変換部はこのような構造のみに限定されるものではない。
【００１６】
更に、本発明では、アルカリ金属熱電変換以外の熱電変換方式を利用することも可能で
ある。例えば、周知のＣｏ−Ｓｂ系とＢｉ−Ｔｅ系の組み合わせを熱電変換素子とする方
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式、ケイ素化合物とＢｉ−Ｔｅ系の組み合わせを熱電変換素子とする方式等を採用するこ
とが可能である。これらは使用温度、効率等がアルカリ金属熱電変換と同等なため、開発
状況に応じて最適なものを熱電変換部に採用することが可能である。
【００１７】
前記のような熱源部１０は、各熱源ピン２０が垂直方向となる状態でアルカリ金属熱電
変換部１２の上面に載置される。アルカリ金属熱電変換部１２と熱源部１０とは熱伝達が
行われれば十分であるため、接合面表面を十分滑らかな状態として、熱源部をアルカリ金
属熱電変換部上に置くだけでよい。このような構造にすると、アルカリ金属熱電変換部と
熱源部を独立して交換可能となるため保守補修性も良好となる。
【００１８】
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図２は、熱電変換システムをモジュールとし、それを集合して大出力化する熱電発電装
置の例を示している。熱電変換モジュール５０は、熱源部１０とアルカリ金属熱電変換部
１２との組み合わせからなる。熱源部１０は、前記のように、ストロンチウム熱源を被覆
管で覆った熱源ピンが銅製の熱媒体中に埋め込まれている構造である。ここで、各熱電変
換モジュール５０の縦横寸法を１０×１０ｃｍ程度（熱源ピン３６本分）とすればＨＩＰ
加工の観点から製作や取扱いが容易となる。また、耐用年数を終了して熱源部を交換する
場合、あるいは不具合が発生して交換する場合に、モジュール毎の交換が可能となるため
保守補修性が向上する。更に、前記のように熱源部１０はアルカリ金属熱電変換部１２と
独立しているため、各モジュールの熱源部１０とアルカリ金属熱電変換部１２を個別に交
換および補修することが可能である。そのような熱電変換モジュール５０を、必要とする
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出力に応じた台数、縦横２次元的に並置して大容量の熱電発電装置５２とする。用途に応
じてモジュール設置台数を適宜選定することで、発電出力を自由に調整できる。また、必
要に応じて熱電変換モジュールを増設すれば、容易に出力増大にも対応可能となる。
【実施例】
【００１９】
アルカリ金属熱電変換部の運転条件としては、高温側を５００℃、低温側を２５０℃と
した場合、効率重視の場合は、効率１９．７％、熱流束１０．８Ｗ／ｃｍ2 、熱流束重視
の場合は効率１０．１％、熱流束３３．１Ｗ／ｃｍ2 が可能とされている。ストロンチウ
ム熱源は、崩壊が進むにつれて発熱が低下し、原子炉取出しから５年冷却で０．４４８Ｗ
／ｍ3 、２０年冷却で０．２８９Ｗ／ｍ3 である。このため、運転初期は高発熱低効率運

10

転、運転末期は低発熱高効率運転とすることにより安定な出力で運転が可能になる。
【００２０】
実施例として、１０００ｋＷ、寿命１５年の熱電変換システムを設計した。この条件で
必要な熱源部寸法を求めた。必要な熱源部の体積は、熱電変換システムの寿命末期の減衰
したストロンチウム（原子炉取出後２０年）を基準として評価すると、効率１９．７％、
熱流束１０．８Ｗ／ｃｍ2 の条件では電気出力密度は２．１Ｗ／ｃｍ2 、熱源部高さはフ
ッ化ストロンチウム単体では３７ｃｍと評価された。寿命初期で減衰が進んでいない状態
（原子炉取出５年）では熱流束１６．７

Ｗ／ｃｍ2 を提供可能であり、この時のアルカ

リ金属熱電変換部側の熱効率は１７％程度、電気出力は２．８Ｗ／ｃｍ2 と評価された。
このため、少なめに評価したとしても１５年間一定して２Ｗ／ｃｍ2 の出力が得られるこ
2

とになる。発電設備全体で１ＭＷ出力とすると、熱電変換システムの総面積は４７ｍ
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に

なると評価される。この場合、１ＭＷの発電設備に対するストロンチウムの必要量は全体
で５３ｋｇと見積もられた。
【００２１】
ところで、ストロンチウム熱源においては除熱性が問題となる。実際、熱源高さを３７
ｃｍ、発熱密度０．４４８Ｗ／ｃｍ3 （原子炉取出５年）の場合では、フッ化ストロンチ
ウムの熱伝導度を１．４２Ｗ／ｍＫとすると、概略評価においても最高温度は２万℃以上
となる。そこで本発明では図１に示すような銅製の熱媒体を利用した熱輸送構造を採用し
ている。寸法的には、ハステロイ被覆管は外径１３ｍｍ、フッ化ストロンチウム熱源は外
径１２ｍｍ、配列ピッチ１６ｍｍ、銅製の熱媒体は高さ１００ｃｍである。アルカリ金属
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熱電変換部は高さ１０ｃｍとした。この場合、フッ化ストロンチウムの体積密度は４４．
２％のため熱源部の必要高さは８５ｃｍと評価される。フッ化ストロンチウム熱源から発
生した熱は、ハステロイ被覆管を介し銅製の熱媒体に輸送され、その銅製の熱媒体によっ
て下部のアルカリ金属熱電変換部まで輸送されることになる。
【００２２】
本発明の有効性を確認するため、数値解析による温度分布評価を行った。熱源部は基本
的に対称な構造となっているため４本の熱源ピンに着目した計算を実施した。解析結果か
ら熱源部の最高温度は９２９℃（１２０２Ｋ）と評価された。熱源部の制限は、被覆管と
フッ化ストロンチウムの接触部の温度制限である１０００℃が目安となるが、熱源部の温
度はこれを下回ることが評価され、本発明の銅製の熱媒体による熱輸送構造の有効性が確
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認できた。
【００２３】
本発明では、アルカリ金属熱電変換部と熱源部とも単純な構造となっているため、熱電
変換モジュールの個数によって出力を自由に選択することが可能となる。１体の熱電変換
モジュールにおけるアルカリ金属熱電変換部を１００ｃｍ2 （１０×１０ｃｍ）とすると
１モジュール当たりの出力は０．２ｋＷとなる。１０００ｋＷのためには５０００体のモ
ジュールを縦１００体、横５０体に設置することとなる。この場合、設置面積は１０×５
ｍで５０ｍ2 と見積もられる。アルカリ金属熱電変換部と熱源部には可動部はなく、故障
の要因および運転中の保守項目は限定的になる。耐用年数終了あるいは万が一故障が発生
した場合に必要な交換についてはモジュールの交換で対応可能であり、また、前記のよう
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アルカリ金属熱電変換部１２と熱源部１０は独立して交換可能なため保守補修性にも優れ
ている。
【符号の説明】
【００２４】
１０

熱源部

１２

アルカリ金属熱電変換部

２０

熱源ピン

２２

銅製の熱媒体

３０

ハステロイ被覆管

３２

フッ化ストロンチウム熱源

３４

上部端栓

３６

下部端栓

【図１】

【図２】
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