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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
原子炉から取り出した使用済核燃料の再処理システムであって、
前記使用済核燃料を溶解した硝酸溶液からウランを分離し、硝酸プルトニウム溶液を
得る分離手段と、
前記分離手段からゾルゲル法による核燃料の製造手段へ送られる前記硝酸プルトニウ
ム溶液に、化学・核的に不活性な不活性母材を混合する混合手段と、を備える、
使用済核燃料の再処理システム。
【請求項２】
前記混合手段は、前記分離手段から前記製造手段へ送られる前記硝酸プルトニウム溶
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液の蒸発濃縮が行われる前に前記不活性母材を混合する、
請求項１に記載の使用済核燃料の再処理システム。
【請求項３】
前記混合手段は、前記不活性母材を、前記製造手段へ送られた前記硝酸プルトニウム
溶液が規定の核拡散抵抗性となる混合比で前記硝酸プルトニウム溶液に混合する、
請求項１または２に記載の使用済核燃料の再処理システム。
【請求項４】
前記混合手段は、前記分離手段において分離されたウランが溶解した硝酸ウラン溶液
を、前記製造手段によって製造された前記核燃料が炉心設計上必要とされるプルトニウム
富化度となる混合比で前記硝酸プルトニウム溶液に更に混合する、

20

(2)

JP 6210477 B2 2017.10.11

請求項１から３の何れか一項に記載の使用済核燃料の再処理システム。
【請求項５】
原子炉から取り出した使用済核燃料の再処理方法であって、
前記使用済核燃料を溶解した硝酸溶液からウランを分離し、硝酸プルトニウム溶液を
得る分離工程と、
前記分離工程からゾルゲル法による核燃料の製造工程へ送られる前記硝酸プルトニウ
ム溶液に、化学・核的に不活性な不活性母材を混合する混合工程と、を行う、
使用済核燃料の再処理方法。
【請求項６】
前記混合工程は、前記分離工程から前記製造工程へ送られる前記硝酸プルトニウム溶
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液の蒸発濃縮が行われる前に前記不活性母材を混合する、
請求項５に記載の使用済核燃料の再処理方法。
【請求項７】
前記混合工程は、前記不活性母材を、前記製造工程へ送られた前記硝酸プルトニウム
溶液が規定の核拡散抵抗性となる混合比で前記硝酸プルトニウム溶液に混合する、
請求項５または６に記載の使用済核燃料の再処理方法。
【請求項８】
前記混合工程は、前記分離工程において分離されたウランが溶解した硝酸ウラン溶液
を、前記製造工程によって製造された前記核燃料が炉心設計上必要とされるプルトニウム
富化度となる混合比で前記硝酸プルトニウム溶液に更に混合する、
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請求項５から７の何れか一項に記載の使用済核燃料の再処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、使用済核燃料の再処理システムおよび再処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、燃焼後も安定した化合物となる不活性母材燃料（例えば、非特許文献１を参照）
や、線量の高い物質を取扱い可能なセル内での遠隔燃料製造に適した振動充填法（例えば
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、非特許文献２を参照）の研究開発が行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】T. Shiratori, T. Yamashita, T. Ohmichi, A. Yasuda, K. Watarumi,
"Preparation of rock‑like oxide fuels for the irradiation test in the Japan Rese
arch Reactor No. 3", Journal of Nuclear Materials, 1999, Vol.274, p. 40‑46.
【非特許文献２】紙谷 正仁, 小島 久雄, 篠田 佳彦, "先進湿式プラント設計研究（III
）", 動力炉・核燃料開発事業団

東海事業所, 1998/03.

【非特許文献３】WILLIAM S. CHARLTON、他４名, "PROLIFERATION RESISTANCEASSESSMENT
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METHODOLOGY FOR NUCLEAR FUEL CYCLES", NUCLEAR TECHNOLOGY, 2007 FEB, VOL.157, p.
143‑156.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
我が国は、ＮＰＴ（核兵器の不拡散に関する条約）を締結しているため、保障措置上、
プルトニウムを単体で存在させることができない。このため、現行の再処理法では最終製
品がウランとプルトニウムの混合酸化物となるよう、脱硝前の硝酸プルトニウム溶液の硝
酸ウラン溶液を混合している。よって、現行の再処理法から出る製品では、この混合比を
超えるプルトニウム富化度の燃料を製造することができず、炉心設計の幅を狭めている。
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【０００５】
そこで、本願は、核拡散抵抗性を低下させることなく、核燃料のプルトニウム富化度を
高めることが可能な使用済核燃料の再処理システムおよび再処理方法を提供することを課
題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記課題を解決するため、本発明では、ゾルゲル法が硝酸溶液を直接利用することがで
きることに着目した。すなわち、本発明は、再処理で発生する硝酸プルトニウム溶液を脱
硝することなく、ゾルゲル法による核燃料の製造手段へ導くこととし、核燃料の製造手段
へ導く前に不活性母材を混合することにした。
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【０００７】
詳細には、本発明は、原子炉から取り出した使用済核燃料の再処理システムであって、
前記使用済核燃料を溶解した硝酸溶液からウランを分離し、硝酸プルトニウム溶液を得る
分離手段と、前記分離手段からゾルゲル法による核燃料の製造手段へ送られる前記硝酸プ
ルトニウム溶液に不活性母材を混合する混合手段と、を備える。
【０００８】
ここで、不活性母材とは、核拡散抵抗性の維持を目的として硝酸プルトニウム溶液に混
合される材料であり、例えば、化学・核的に不活性な材料が好適である。
【０００９】
上記再処理システムの場合、核燃料の製造手段へ送られる硝酸プルトニウム溶液に不活
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性母材を混合しているため、溶液中の硝酸が失われてもプルトニウム酸化物が単体で存在
せず、核拡散抵抗性が維持される。このため、上記再処理システムを用いることにより、
核拡散抵抗性を低下させることなく、例えば、プルトニウム富化度が５０％以上の燃料を
製造することも可能である。
【００１０】
また、既存（現行）の再処理施設において発生する脱硝前の硝酸プルトニウム溶液の濃
度は既に低減速領域の濃度なので、核燃料の製造手段の一種であるゾルゲル法が求める溶
液濃度とするための濃縮処理を施すと増倍率が更に低下することになり、臨界性の観点か
らも安全性を高めることが可能である。
【００１１】
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なお、前記混合手段は、前記分離手段から前記製造手段へ送られる前記硝酸プルトニウ
ム溶液の蒸発濃縮が行われる前に前記不活性母材を混合するものであってもよい。蒸発濃
縮が行われる前に不活性母材を混合しておけば、蒸発濃縮により溶液中の硝酸が失われて
もプルトニウム酸化物が単体で存在することが無いので、プルトニウム濃度の増加による
核拡散抵抗性の低下を防ぐことが可能である。
【００１２】
また、前記混合手段は、前記不活性母材を、前記製造手段へ送られた前記硝酸プルトニ
ウム溶液が規定の核拡散抵抗性となる混合比で前記硝酸プルトニウム溶液に混合するもの
であってもよい。
【００１３】
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ここで、規定の核拡散抵抗性とは、プルトニウムの核兵器への転用が困難となる値であ
り、例えば、保障措置上規定されている値等を適用することが可能である。混合手段が、
不活性母材をこのような混合比で硝酸プルトニウム溶液に混合することにより、プルトニ
ウムの核兵器への転用を防ぐことができる。
【００１４】
また、前記混合手段は、前記分離手段において分離されたウランが溶解した硝酸ウラン
溶液を、前記製造手段によって製造された前記核燃料が所望のプルトニウム富化度となる
混合比で前記硝酸プルトニウム溶液に更に混合するものであってもよい。
【００１５】
上記再処理システムでは、不活性母材の混合により核拡散抵抗性を確保しているため、
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所望のプルトニウム富化度の核燃料を製造することが可能であり、これにより、炉心設計
の幅を広げることが可能である。
【００１６】
なお、本発明は、方法の側面から捉えることもできる。すなわち、本発明は、例えば、
原子炉から取り出した使用済核燃料の再処理方法であって、前記使用済核燃料を溶解した
硝酸溶液からウランを分離し、硝酸プルトニウム溶液を得る分離工程と、前記分離工程か
らゾルゲル法による核燃料の製造工程へ送られる前記硝酸プルトニウム溶液に不活性母材
を混合する混合工程と、を行うものであってもよい。
【発明の効果】
【００１７】
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本発明に係る使用済核燃料の再処理システムおよび再処理方法であれば、核拡散抵抗性
を低下させることなく、核燃料のプルトニウム富化度を高めることが可能となる。
【００１８】
すなわち、本発明に係る使用済核燃料の再処理システムおよび再処理方法であれば、再
処理で発生する硝酸プルトニウム溶液を脱硝することなく、ゾルゲル法による核燃料の製
造手段へ導くこととし、核燃料の製造手段へ導く前に不活性母材を混合しているので、核
拡散抵抗性を低下させることなく、核燃料のプルトニウム富化度を高めることが可能とな
る。よって、例えば、プルトニウム富化度５０％以上の燃料を、核拡散抵抗性を低下させ
ることなく製造することが可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００１９】
【図１】実施形態に係る再処理システムの構成図の一例である。
【図２】再処理システムによって実現される再処理法のフロー図の一例である。
【図３】ゾルゲル法（外部ゲル化法）により燃料を製造する際のフロー図の一例である。
【図４】プルトニウム濃度と実効増倍率との関係を示したグラフの一例である。
【図５】現行の再処理システムの構成図の一例である。
【図６】現行の再処理システムによって実現される再処理法のフロー図の一例である。
【図７】現行の再処理法を踏襲して単離プルトニウム燃料を製造する場合のフロー図の一
例である。
【図８】核拡散抵抗性について比較を行ったグラフの一例である。
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【図９】臨界性を比較したグラフの一例である。
【図１０】Ｐｕ−２３９の消滅率を比較したグラフの一例である。
【図１１】ゾルゲル法（内部ゲル化法）により燃料を製造する際のフロー図の一例である
。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
以下、本願発明の実施形態について説明する。以下に示す実施形態は、本願発明の一態
様であり、本願発明の技術的範囲を以下の態様に限定するものではない。
【００２１】
図１は、本実施形態に係る再処理システムの構成図の一例である。再処理システム１は
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、使用済核燃料からウランおよびプルトニウムを回収するシステムである。再処理システ
ム１は、受入・貯蔵工程、せん断・溶解工程、分離工程、精製工程、脱硝工程、製品貯蔵
I工程、調整・製造工程、及び製品貯蔵II工程を司るシステムである。受入・貯蔵工程は
、使用済の燃料集合体２を貯蔵設備３に受け入れて貯蔵する工程である。せん断・溶解工
程は、燃料集合体２をせん断設備４にてせん断した後、溶解設備５にて硝酸で溶解する工
程である。分離工程は、ＦＰ（核分裂性生成物）分離設備６でＦＰを硝酸溶液から分離し
、更に硝酸溶液をウラン・プルトニウム分離設備７（本願でいう「分離手段」の一例であ
る）で硝酸ウラン溶液と硝酸プルトニウム溶液とに分離する工程である。精製工程は、硝
酸ウラン溶液をウラン精製設備８で精製し、硝酸プルトニウム溶液をプルトニウム精製設
備９で精製する工程である。脱硝工程は、ウラン脱硝設備１０で硝酸ウラン溶液を脱硝す
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る工程である。製品貯蔵I工程は、製品化したウラン酸化物をウラン貯蔵設備１１にて貯
蔵する工程である。調整・製造工程は、プルトニウム調整・製造設備１２（本願でいう「
混合手段」の一例である）にて硝酸プルトニウム溶液を調整し、プルトニウム燃料を製品
化する工程である。製品貯蔵II工程は、製品化したプルトニウム燃料を燃料貯蔵設備１３
にて貯蔵する工程である。
【００２２】
図２は、再処理システム１によって実現される再処理法のフロー図の一例である。再処
理システム１は、軽水炉や高速炉から搬送された使用済核燃料を燃料集合体のまま受け入
れ、貯蔵する（Ｓ１０１）。再処理システム１は、貯蔵した使用済の燃料集合体を細かく
せん断し（Ｓ１０２）、せん断片を硝酸にて溶解する（Ｓ１０３）。硝酸に溶けない被覆
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管等の細片は、燃料が溶解した硝酸溶液中で分離される。再処理システム１は、ウランや
プルトニウムが溶解した硝酸溶液の温度等を適当に調整し、ウランとプルトニウムとを分
離する（Ｓ１０４）。
【００２３】
再処理システム１は、ウランやプルトニウムが溶解した硝酸溶液からプルトニウムを分
離した硝酸ウラン溶液を精製し（Ｓ１０５）、脱硝してウラン酸化物とした後（Ｓ１０６
）、ウラン貯蔵設備１１に貯蔵する（Ｓ１０７）。
【００２４】
また、再処理システム１は、ウランやプルトニウムが溶解した硝酸溶液からウランを分
離した硝酸プルトニウム溶液を精製する（Ｓ１０８）。また、再処理システム１は、硝酸
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溶液に溶かして濃度等を適当に調整した不活性母材を用意する（Ｓ１０９）。再処理シス
テム１は、精製した硝酸プルトニウム溶液に、所望のプルトニウム富化度となるように硝
酸ウラン溶液を必要に応じて適当に混合し、更に、適当なプルトニウム濃度となるように
不活性母材を混合する（Ｓ１１０）。不活性母材は、焼結等の処理を経ても消失すること
の無い材料であり、化学・核的に不活性な材料である。不活性母材の材料の具体例として
は、例えば、イットリウムスタビライズドジルコニア等を挙げることができる。不活性母
材としてイットリウムスタビライズドジルコニアを用いる場合には、硝酸溶液と混合しや
すいよう、硝酸ジルコニウム溶液や硝酸イットリウム溶液を用意して混合する。なお、不
活性母材の混合比は、燃料の製造設備へ送られる硝酸溶液が、例えば、製造設備に規定さ
れている未臨界度となり、或いは、保障措置上規定されている核拡散抵抗性となるように
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適宜決定することができる。そして、再処理システム１は、ウランとプルトニウムと不活
性母材とを混合した硝酸溶液に蒸発濃縮等の処理を施して濃度等を適当に調整し（Ｓ１１
１）、ゾルゲル法による燃料製造を行う（Ｓ１１２）。
【００２５】
上述の燃料製造工程（Ｓ１１２）は、具体的には、例えば、以下のような処理を適用可
能である。図３は、ゾルゲル法（外部ゲル化法）により燃料を製造する際のフロー図の一
例である。再処理システム１は、不活性母材を混合したウランとプルトニウムの混合硝酸
溶液（以下、「Ｕ・Ｐｕ溶液」という）に増粘剤を混合し、粘度を調整する（Ｓ２０１）
。増粘剤は、Ｕ・Ｐｕ溶液を、アンモニア水溶液に滴下させるためのノズルから適正に滴
下させることが可能な粘度にするものであり、例えば、ＰＶＡ（polyvinyl alcohol）を
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適用可能である。なお、増粘剤としてＰＶＡを用いる場合、ポリマー水溶液にＴＨＦＡ（
Tetrahydrofurfuryl alcohol）等の水溶性環状エーテルを予め混合しておくことにより、
水溶液の表面にポリマーの皮膜が形成されるのを防止し、水溶液中のポリマーの均一な溶
解状態を保つことが望ましい。
【００２６】
再処理システム１は、増粘剤が混合されたＵ・Ｐｕ溶液を、振動させたノズルからアン
モニア水へ向けて滴下する（Ｓ２０２）。ノズルから滴下したＵ・Ｐｕ溶液は、落下中に
表面張力で球状化する。
【００２７】
ノズルから滴下したＵ・Ｐｕ溶液は、アンモニア水中に落下し、アンモニア水中を沈降
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する過程で液滴内部までゲル化が進行する（Ｓ２０３）。ノズルから滴下したＵ・Ｐｕ溶
液は、落下中に表面張力で球状化しているため、アンモニア水中を沈降する過程で球状に
ゲル化する。
【００２８】
再処理システム１は、アンモニア水中を沈降する過程で球状にゲル化したゲル玉を洗浄
液で洗浄する（Ｓ２０４）。例えば、洗浄液として水やアルコールを使った場合、硝酸ア
ンモニウムやアンモニア水が発生する。
【００２９】
再処理システム１は、洗浄によって湿潤状態にあるゲル玉を乾燥させる（Ｓ２０５）。
ゲル玉は、あらゆる方法で乾燥させてよく、例えば、自然に乾燥させてもよいし温風（例

10

えば、温度が３５０〜７７０Ｋ程度の空気）を当てて強制的に乾燥させてもよい。
【００３０】
再処理システム１は、乾燥させたゲル玉を焼結させる（Ｓ２０６）。ゲル玉は、あらゆ
る方法で焼結させてよく、例えば、ゲル玉が配置されている雰囲気を高温（例えば、１６
７０Ｋ程度）にする他、焼結体の性質（気孔率等）が所望のものとなるよう、ゲル玉が配
置されている雰囲気の圧力を減圧してもよい。ゲル玉を焼結させたものは、燃料核を構成
する。
【００３１】
再処理システム１は、上記一連の処理を行うことにより、プルトニウムを含有した燃料
核を完成させる。この燃料核には、上述のステップ（Ｓ１１０）において混合された不活
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性母材が、その後の焼結等の処理を経ても消失することなく残留している。また、硝酸プ
ルトニウム溶液を脱硝する工程も行わない。よって、プルトニウム酸化物が単体で存在す
ることがないので、核拡散抵抗性を維持可能である。
【００３２】
また、再処理工程と燃料製造工程とを配管で直結させることにより、プルトニウムは再
処理工程から燃料製造工程へ至るまでの一連の過程において同一ラインにより最終的な酸
化物燃料の焼結体まで加工可能である。このような工程は、ゾルゲル法による燃料製造で
は燃料物質は硝酸溶液に溶解させて用いるため、再処理によって発生する硝酸プルトニウ
ム溶液を直接利用することにより実現できる。ただし、再処理により発生する硝酸プルト
ニウム溶液とゾルゲル法による燃料製造で必要になる硝酸プルトニウム溶液の成分は異な
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るため、調整工程が必要になる。さらに、上記再処理システム１では、不活性母材を混合
後に蒸発濃縮を行う。例えば、ゾルゲル法による場合、燃料製造に用いる硝酸プルトニウ
ム溶液、硝酸ウラン溶液、もしくはその混合物は２ｍｏｌ／ｌｉｔ．程度の濃度で得られ
る必要があり、そこに付加される不活性母材は硝酸ジルコニウムが７ｍｏｌ／ｌｉｔ．、
硝酸イットリウムが２ｍｏｌ／ｌｉｔ．程度である。これらの組成は設計要求により異な
る。現行（従来技術）の再処理法では精製工程後、脱硝工程に進む前に蒸留濃縮が行われ
る。代表的な施設においては、濃縮後のウラン濃度が約３５０ｇＵ／ｌｉｔ．、プルトニ
ウム濃度が約２５０ｇＰｕ／ｌｉｔ．程度であるが、上記再処理システム１では代表的な
設計例に対して、不活性母材を混入した状態でプルトニウム濃度４８０ｇ／ｌｉｔ．程度
まで濃縮させる必要がある。
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【００３３】
ここで、臨界性についての評価を行った。図４は、プルトニウム濃度と実効増倍率との
関係を示したグラフの一例である。本評価は、円環容器で高さは無限大（無限円環）、内
半径は１ｍで、１０ｃｍの厚さの容器に溶液を格納した状態の体系を想定した。図７のグ
ラフから明らかなように、臨界性は、１００ｇ／ｌｉｔ．の辺りではプルトニウム濃度に
比例して増倍率の増加が見られるが、約２１０ｇ／ｌｉｔ．の濃度でその傾向が逆転し下
降する。この原因は、水溶液による中性子の減速の程度の違いによるもので、一般的な炉
物理現象である。この２１０ｇ／ｌｉｔ．の状態は最適減速とよばれ、それ以降は低減速
領域であり、低減速領域においてはプルトニウム濃度に反比例して増倍率が低下する。上
述したように、代表的な施設において、再処理によって発生する硝酸プルトニウム溶液の

50

(7)

JP 6210477 B2 2017.10.11

プルトニウム濃度は約２５０ｇＰｕ／ｌｉｔ．程度であり、既に低減速領域の濃度である
。よって、上記再処理システム１において発生するＵ・Ｐｕ溶液に、ゾルゲル法が求める
溶液濃度（例えば、４８０ｇＰｕ／ｌｉｔ．）とするための濃縮処理を施すと、増倍率が
更に低下することになり、臨界性の観点からも安全性を高めることが可能である。
【００３４】
また、上記実施形態に係る再処理システム１の場合、Ｕ・Ｐｕ溶液に不活性母材を混ぜ
てから蒸発濃縮を行っているため、Ｕ・Ｐｕ溶液に不活性母材を混ぜないで蒸発濃縮を行
う場合に比べると、核拡散抵抗性の高い状態を維持しながら燃料製造を行うことができる
。
【００３５】

10

例えば、ゾルゲル法に用いる硝酸溶液の組成の条件が、硝酸プルトニウム２ｍｏｌ／ｌ
ｉｔ．、硝酸ジルコニウム７ｍｏｌ／ｌｉｔ．、硝酸イットリウム２ｍｏｌ／ｌｉｔ．で
あったと仮定する。なお、この組成割合は、最終的な燃料製造の要求により変更可能であ
り、固定された値ではない。
【００３６】
ここで、蒸発濃縮を行った後に不活性母材を混ぜようとする場合、混合前の蒸発濃縮に
おいて、硝酸プルトニウム溶液の濃度を２ｍｏｌ／ｌｉｔ．よりも高い濃度にする必要が
ある。仮に、硝酸プルトニウムと硝酸ジルコニウム・イットリウム混合溶液を１：１で混
合する場合、それぞれの溶液は倍の規程数が必要となり、硝酸プルトニウム４ｍｏｌ／ｌ
ｉｔ．、硝酸ジルコニウム１４ｍｏｌ／ｌｉｔ．、硝酸イットリウム４ｍｏｌ／ｌｉｔ．
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となる。このような溶液濃度の組み合わせ自体は複数考えられ、硝酸プルトニウム溶液の
濃度は２ｍｏｌ／ｌｉｔ．から事実上の上限となる飽和濃度までの範囲内で存在すること
になる。不活性母材が混合されていない単体の硝酸プルトニウム溶液が高濃度で存在する
ことは、核拡散抵抗性の観点から好ましくない。
【００３７】
また、プルトニウム濃度が２ｍｏｌ／ｌｉｔ．の硝酸プルトニウム溶液に不活性母材を
混ぜ、不活性母材を混合したＵ・Ｐｕ溶液が２ｍｏｌ／ｌｉｔ．となるようにする為には
、結晶の硝酸ジルコニウム、硝酸イットリウムが必要になるが、連続処理を行うプロセス
において固形物の取り扱いを行うことは難しく、また、溶解後の濃度管理も難しい。
【００３８】
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しかし、上記再処理システム１であれば、Ｕ・Ｐｕ溶液に不活性母材を混ぜてから蒸発
濃縮を行っているため、Ｕ・Ｐｕ溶液に不活性母材を混ぜないで蒸発濃縮を行う場合に比
べると、核拡散抵抗性の高い状態を維持しながら燃料製造を行うことが可能であり、また
、不活性母材を取扱いが容易な硝酸溶液の状態で用いることが可能である。
【００３９】
図５は、現行の再処理システムの構成図の一例である。現行の再処理システム１０１は
、上記実施形態に係る再処理システム１と同様、受入・貯蔵工程、せん断・溶解工程、分
離工程、精製工程、脱硝工程、及び製品貯蔵工程を司るシステムである。しかし、現行の
再処理システム１０１の脱硝工程では、硝酸ウラン溶液の脱硝のみならず硝酸ウラン溶液
と硝酸プルトニウム溶液との混合溶液についても脱硝を行う。また、現行の再処理システ

40

ム１０１の製品貯蔵工程では、製品化したウラン酸化物のみならずウラン酸化物とプルト
ニウム酸化物の混合品についても製品として貯蔵する。
【００４０】
図６は、現行の再処理システムによって実現される再処理法のフロー図の一例である。
現行の再処理システム１０１は、軽水炉や高速炉から搬送された使用済核燃料を燃料集合
体のまま受け入れ、貯蔵する（Ｓ１１０１）。再処理システム１０１は、貯蔵した使用済
の燃料集合体を細かくせん断し（Ｓ１１０２）、せん断片を硝酸にて溶解する（Ｓ１１０
３）。再処理システム１０１は、ウランやプルトニウムが溶解した硝酸溶液の温度等を適
当に調整し、ウランとプルトニウムとを分離する（Ｓ１１０４）。
【００４１】
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再処理システム１０１は、硝酸溶液からプルトニウムを分離した硝酸ウラン溶液を精製
し（Ｓ１１０５）、脱硝してウラン酸化物とした後（Ｓ１１０６）、貯蔵する（Ｓ１１０
７）。
【００４２】
また、再処理システム１０１は、硝酸溶液からウランを分離した硝酸プルトニウム溶液
を精製し（Ｓ１１０８）、精製した硝酸プルトニウム溶液に、プルトニウム富化度が５０
％以下となるように硝酸ウラン溶液を混合した硝酸溶液を脱硝してウラン・プルトニウム
混合酸化物とした後（Ｓ１１０９）、貯蔵する（Ｓ１１１０）。
【００４３】
使用済核燃料の再処理によって製造される核燃料のプルトニウム富化度を高める際に、

10

現行の再処理システム１０１の再処理法を踏襲した場合、例えば、以下のようなフローが
考えられる。
【００４４】
図７は、現行の再処理法を踏襲して単離プルトニウム燃料を製造する場合のフロー図の
一例である。図７に示すフロー図のＳ１２０１からＳ１２０７までの処理については、図
６に示すフロー図のＳ１１０１からＳ１１０７までの処理と同様であるため、その説明を
省略する。現行の再処理システム１０１が行う再処理法を踏襲して単離プルトニウム燃料
を製造する場合、再処理システム１０１は、ウランやプルトニウムが溶解した硝酸溶液か
らウランを分離した硝酸プルトニウム溶液を精製した後（Ｓ１２０８）、精製した硝酸プ
ルトニウム溶液に硝酸ウラン溶液を混合することなく、硝酸プルトニウム溶液を脱硝する
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ことになる。そして、再処理システム１０１は、硝酸プルトニウム溶液を脱硝して得たプ
ルトニウム酸化物を必要に応じて貯蔵、輸送した後、燃料製造を行うことになる（Ｓ１２
１０）。
【００４５】
なお、核拡散抵抗性に関しては、非特許文献３に示されるように、Ｃｈａｒｌｔｏｎら
によって定量的な評価手法が提案されている。この手法では、各工程における核拡散抵抗
性を核燃料物質の兵器転用の観点からの利便性、発熱・放射線による取扱いの難しさ、接
触・運搬に関する利便性等の観点から核拡散抵抗性を定量化している。各工程において定
量化された核拡散抵抗性をそれぞれの工程で処理される物量と処理に要する時間の重みを
掛けて合成を行うことによりシステム全体の核拡散抵抗性を評価することができる。
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【００４６】
図８は、上記評価法により、現行の再処理法を踏襲してプルトニウムの単離を行うケー
ス（以下、ケース１という）と、現行の再処理法通りにウランとプルトニウムの混合を行
うケース（以下、ケース２という）と、上記再処理システム１でプルトニウムを取り扱う
ケース（以下、ケース３という）のそれぞれの核拡散抵抗性について比較を行ったグラフ
の一例である。なお、核拡散抵抗性がケース毎に異なるのは分離工程以降であるため、図
８では分離工程から燃料製造へ至るまでの核拡散抵抗性について示している。分離工程は
、各ケースで共通であり、その核拡散抵抗性は０．４程度（最大で１）である。精製工程
は、本実施形態（ケース３）の核拡散抵抗性が従来法の核拡散抵抗性と比較し若干（０．
０３程度）の低下が見られる。これは、精製工程においては、後に続く脱硝工程の前準備
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として蒸留濃縮を行うが、本実施形態においてはゾルゲル法へ接続するために４８０ｇＵ
／ｌｉｔ．程度の高い濃度への濃縮を行うためである。また、本実施形態において精製工
程の時間が８００時間程度と従来法の倍程度に長いのは、硝酸プルトニウム溶液の濃度が
倍程度になっているのに対し、貯蔵槽の体積が一定のため、濃縮後の貯蔵における滞在期
間が長くなっているためであり、設計変更により短くすることができる。本実施形態（ケ
ース３）ではこの精製工程後に燃料製造へ直結できる。
【００４７】
一方で、従来法では脱硝工程によりプルトニウムとウランの酸化物粉末が出来、運搬可
能な容器へと詰められ製品として貯蔵される。また、期間としては貯蔵期間が支配的であ
り、一般的な再処理施設では２年程度の貯蔵が可能な設計となっている。ここでは、貯蔵
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期間は１年としているが、仮に４００時間程度に設定したとしても結果は変わらない。脱
硝・貯蔵工程においては、核拡散抵抗性の低下が顕著に見られ、ケース２では０．２４程
度、ケース１では０．１９程度に低下する。これは、ケース１やケース２では、精製工程
までは、密閉された配管や容器に格納されていたプルトニウムが、脱硝工程以降において
は運搬可能な容器に詰め替えられることにより持ち出しが可能になったことが原因である
。特に、プルトニウム単体の分離を行うケース１は、ケース２に比べて核拡散抵抗性の低
下が著しい。このように、従来法において核拡散抵抗性が低下するのはプルトニウム酸化
物が持ち出し可能な形で存在するためであるが、本実施形態の手法（ケース３）において
は、単離プルトニウムを扱えるにも関わらず、従来の手法（ケース１やケース２）に比べ
10

て高い核拡散抵抗性を担保できる。
【００４８】
このように、本実施形態に係る再処理システム１であれば、燃料製造の際の核拡散抵抗
性が高いため、ウランを混合する必要が無い。また、炉心設計からの要求があれば、プル
トニウム富化度はプルトニウム単体の利用も含めて非常に幅広く設定が可能である。但し
、単離したプルトニウムの利用が可能であるか否かは、最終的に製造された燃料の核拡散
抵抗性に依存する。ガス冷却炉に用いられる被覆燃料粒子は再処理の難しさから核拡散抵
抗性の高い燃料であるため、単離したプルトニウムを単体で用いた燃料であっても、保障
措置上の制限を受けることなく、製造が許容される蓋然性が高い。また、単離したプルト
ニウムの使用による核拡散抵抗性に問題がある場合は、上記実施形態に係る再処理システ
ム１のように、イットリウムスタビライズドジルコニアやトリウム等の不活性母材を硝酸
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ウラン溶液の代わりに混合することで、現行の軽水炉燃料の再処理法及びＭＯＸ燃料より
も核拡散抵抗性が非常に高いプルトニウム富化度１００％の燃料の製造も可能である。ま
た、上記実施形態に係る再処理システム１は、現行の再処理法の一部を変更したものであ
るが、改良型再処理（Ｃｏ−ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ法）の一部を改造して本発明の実施形
態とした場合であっても同様の効果を得られる。
【００４９】
例えば、現行の軽水炉燃料の再処理法では、保障措置に基づきプルトニウムとウランが
１対１となるように硝酸プルトニウム溶液と硝酸ウラン溶液とを混合した後、脱硝工程を
行う。この理由は、酸化プルトニウムが、核拡散抵抗性の低い単体の状態で存在すること
を防ぐためにある。よって、現行の軽水炉燃料の再処理法では、製造可能な混合酸化物（
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ＭＯＸ）燃料のプルトニウム富化度が最大でも５０％に限られてしまい、炉心設計の幅を
狭めている。この制限は、改良型再処理（Co‑processing）法を用いた場合にも適用され
る。よって、プルトニウム富化度が５０％を超える燃料を製造するためには、核拡散抵抗
性が高い状態で再処理や燃料製造を行うことが可能なシステムが求められる。上記実施形
態に係る再処理システム１であれば、核拡散抵抗性を低下させること無く、硝酸プルトニ
ウム溶液あるいはＵ・Ｐｕ溶液を再処理工程から燃料製造工程へ送り出すことが可能であ
る。よって、例えば、保障措置に抵触することなくプルトニウム富化度５０％以上の燃料
を製造することも可能となる。
【００５０】
上記実施形態に係る再処理システム１により、核拡散抵抗性を維持しながらプルトニウ
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ム富化度５０％以上の核燃料が製造可能となることにより、例えば、高温ガス炉を用いた
プルトニウム専焼炉の性能は格段に向上する。このようなプルトニウム専焼炉概念として
Ｄｅｅｐ

Ｂｕｒｎと呼ばれる炉型が存在するが、この炉型においては単離プルトニウム

の使用を想定している。この炉型の設計諸元の概要としては、４バッチ炉心、１バッチ当
たりのプルトニウム装荷量は約３００ｋｇ、取出し燃焼度は約５５０ＧＷｄ／ｔである。
装荷したＰｕ−２３９の約９７％を消滅出来る。
【００５１】
図９は、Ｄｅｅｐ

Ｂｕｒｎ炉心概念において、使用した燃料の違いによる臨界性を比

較したグラフの一例である。解析手法は積分型中性子輸送方程式を衝突確率法により解い
たものを用いている。図９のグラフに示すＤｅｅｐ

Ｂｕｒｎ・ＵＳは、本来のＤｅｅｐ
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Ｂｕｒｎと同様に単離プルトニウムを用いた場合の臨界性を示している。図９のグラフ
に示すＤｅｅｐ

Ｂｕｒｎ・ＪＰは、現行の日本の再処理により得られる最大のプルトニ

ウム富化度５０％のＭＯＸ燃料を用いた場合の臨界性を示している。図９のグラフに示す
Ｄｅｅｐ

Ｂｕｒｎ・ＩＭＦは、上記実施形態に係る再処理システム１で製造した燃料の

臨界性を示しており、ウランを混合する代わりに不活性母材であるイットリウムスタビラ
イズドジルコニアを混入したものである。この時のプルトニウムインベントリ自体はＤｅ
ｅｐ

Ｂｕｒｎ・ＪＰと同様である。Ｄｅｅｐ

ＪＰとの比較ではＤｅｅｐ

Ｂｕｒｎ・ＵＳとＤｅｅｐ

Ｂｕｒｎ・

Ｂｕｒｎ・ＪＰの無限増倍率が大幅に低下していることが確

認できる。これは、ウランを混合することによって、Ｕ−２３８による中性子捕獲反応が
増大し、臨界性を大きく損ねていることによるものである。一方で、Ｄｅｅｐ

Ｂｕｒｎ

10

・ＩＭＦは高い無限増倍率を示している。これは、ウランを混合しないため、上記の臨界
性の低下が回避されるためである。この評価においてＤｅｅｐ
ｅｐ

Ｂｕｒｎ・ＪＰと同様、Ｄｅｅｐ

Ｂｕｒｎ・ＩＭＦはＤｅ

Ｂｕｒｎ・ＵＳと比較してプルトニウムインベ

ントリが半分程度になっている。それでも、Ｄｅｅｐ

Ｂｕｒｎ・ＩＭＦがＤｅｅｐ

Ｂ

ｕｒｎ・ＵＳと比較して無限増倍率が高いのは、中性子の減速が不足している体系である
ためであり、設計対応により同等の無限増倍率を得ることができる。しかし、Ｄｅｅｐ
Ｂｕｒｎ・ＪＰに示されているＵ−２３８の中性子捕獲反応による臨界性の低下は避けら
れないものである。実際は、複数バッチ炉心であるため、直接的な比較はできないが、図
９において増倍率が１となる値を比較すると、Ｄｅｅｐ
Ｄｅｅｐ

Ｂｕｒｎ・ＪＰの到達燃焼度は
20

Ｂｕｒｎ・ＵＳの半分以下になると推測される。

【００５２】
結論として、臨界性の観点からは、現行のウラン混合によるプルトニウム富化度５０％
のＭＯＸ燃料を用いることにより、Ｄｅｅｐ

Ｂｕｒｎ炉心概念の燃焼度は半分以下に減

少すると言える。
【００５３】
一方で、Ｐｕ−２３９の消滅率は次のようになる。図１０は、Ｐｕ−２３９の消滅率を
比較したグラフの一例である。Ｄｅｅｐ

Ｂｕｒｎ・ＵＳ及びＤｅｅｐ

Ｆについては、上記の臨界性に関する比較により、Ｄｅｅｐ

Ｂｕｒｎ・ＩＭ

Ｂｕｒｎの設計諸元である

、取出し燃焼度５５０ＧＷｄ／ｔを達成できるものとしている。一方で、Ｄｅｅｐ

Ｂｕ

ｒｎ・ＪＰはプルトニウム富化度が５０％であり、プルトニウムインベントリがＤｅｅｐ
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Ｂｕｒｎ炉心概念と比較し半分程度であるため、達成可能な燃焼度は２７５ＧＷｄ/ｔ
となっている。しかし、ウラン添加による臨界性の低下を考えると実際には燃焼度の２７
５ＧＷｄ/ｔの達成は難しいと思われる。この条件において、Ｐｕ−２３９の消滅率を比
較すると、Ｄｅｅｐ
ｅｐ

Ｂｕｒｎ・ＪＰはＰｕ−２３９の消滅率が８０％程度であり、Ｄｅ

Ｂｕｒｎ炉心概念と比較し１５％程度低下する。燃焼度は半分程度であるが、プル

トニウムのインベントリも半分程度であり、プルトニウムが優先的に燃焼しているのであ
れば、Ｄｅｅｐ

Ｂｕｒｎ・ＪＰについてもＰｕ−２３９の消滅率は変わらないはずであ

る。しかし、このようにＰｕ−２３９の消滅率が低下しているのは、Ｕ−２３８の中性子
捕獲反応により発生するＰｕ−２３９が原因である。プルトニウムの消滅を行う際には、
プルトニウムの発生源となるウランの混合は避けるべきである。また、ウランを混合する
代わりに不活性母材を混合した際には、Ｄｅｅｐ
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Ｂｕｒｎ炉心概念と同等のプルトニウ

ム消滅率が期待できる。
【００５４】
このように、現行再処理によるウランの混合により、プルトニウム専焼炉の概念である
Ｄｅｅｐ

Ｂｕｒｎの臨界性及びプルトニウム消滅率が損なわれることが分かる。一方、

単離プルトニウムの使用が可能となれば、Ｄｅｅｐ

Ｂｕｒｎ本来の炉心性能が達成でき

る。また、単離プルトニウムの使用が保障措置上困難な場合であっても、上記再処理シス
テム１により、ウランを混合する代わりに不活性母材を混合した燃料を用いれば、Ｄｅｅ
ｐ

Ｂｕｒｎとほぼ同等の炉心性能を達成できることが分かる。

【００５５】
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また、Ｄｅｅｐ
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Ｂｕｒｎにはアクチノイド核種の完全消滅を目的とした加速器を併用

した消滅炉概念も存在する。その際は、現行再処理において、プルトニウムと同等のウラ
ンを混合することは非常に非効率的であり、上記再処理システム１であればより効率的な
消滅が達成できる。
【００５６】
＜変形例＞
なお、上述の燃料製造工程（Ｓ１１２）は、例えば、以下のような処理を適用してもよ
い。図１１は、ゾルゲル法（内部ゲル化法）により燃料を製造する際のフロー図の一例で
ある。再処理システム１は、不活性母材を混合したＵ・Ｐｕ溶液にアンモニアドナー等を
混合し、Ｕ・Ｐｕ溶液を調整する（Ｓ２０１）。

10

【００５７】
再処理システム１は、不活性母材やアンモニアドナーを添加したＵ・Ｐｕ溶液を、高温
（例えば、３６２〜３６３Ｋ程度）のパラフィンオイルやシリコンオイル等のオイルに滴
下することにより、液滴内部をオイルで加熱してゲル化する（Ｓ３０２）。
【００５８】
再処理システム１は、球状にゲル化したゲル玉を洗浄液で洗浄した後（Ｓ３０３）、洗
浄によって湿潤状態にあるゲル玉を乾燥させる（Ｓ３０４）。ゲル玉は、あらゆる方法で
乾燥させてよく、例えば、温風（例えば、温度が３３３〜３４３Ｋ程度の空気）を当てて
強制的に乾燥させることが可能である。
【００５９】
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再処理システム１は、乾燥させたゲル玉を高温の温風（例えば、温度が５７３〜６７３
Ｋ程度の空気）で加熱する（Ｓ３０５）。
【００６０】
再処理システム１は、加熱したゲル玉を焼結させる（Ｓ３０６）。ゲル玉は、あらゆる
方法で焼結させてよく、例えば、ゲル玉が配置されている雰囲気を高温（例えば、１６２
３Ｋ程度）にする他、焼結体の性質（気孔率等）が所望のものとなるよう、雰囲気中の高
温空気を減圧したり、ゲル玉が配置されている箇所を水素やアルゴン等の雰囲気にしても
よい。ゲル玉を焼結させたものは、燃料核を構成する。
【００６１】
再処理システム１は、このように内部ゲル化法を用いて燃料核を完成させることも可能
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である。この燃料核には、上述のステップ（Ｓ１１０）において混合された不活性母材が
、その後の焼結等の処理を経ても消失することなく残留している。よって、不活性母材が
燃料核中に存在することにより、プルトニウムの密度上昇による臨界量の低下が抑制され
、また、硝酸プルトニウム溶液を脱硝する工程を行わないため、プルトニウム酸化物が単
体で存在することによる核拡散抵抗性の低下が抑制される。
【符号の説明】
【００６２】
１，１０１・・・再処理システム
２・・・燃料集合体
３・・・貯蔵設備

40

４・・・せん断設備
５・・・溶解設備
６・・・ＦＰ分離設備
７・・・ウラン・プルトニウム分離設備
８・・・ウラン精製設備
９・・・プルトニウム精製設備
１０・・・ウラン脱硝設備
１１・・・ウラン貯蔵設備
１２・・・プルトニウム調整・製造設備
１３・・・燃料貯蔵設備
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【図３】
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【図９】
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