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(57)【要約】
【課題】高速炉や加速器駆動原子炉を用いることなく、
加速器単体で高強度の中性子を発生させて、効率的に長
寿命核分裂生成物に原子核変換を施すことが可能な、中
性子による長寿命核分裂生成物の処理方法を提供する。
【解決手段】重陽子等の中性子を含む一次粒子をＦＦＡ
Ｇ加速器１０内で所定条件下で加速させ、板状ターゲッ
ト１８に衝突させることで、一次粒子のブレークアップ
により高エネルギーで一方向にビームを形成する第一の
中性子と、板状ターゲット中の原子核の励起により低エ
ネルギーで拡散する第二の中性子が生じる。そこで、第
一の中性子のビームの進行方向に第一のＬＬＦＰ２０を
配置し、板状ターゲット１８の近傍に第二のＬＬＦＰ２
４を配置する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のセクターマグネット及び少なくとも一つの高周波加速装置をリング状に配置して
なるＦＦＡＧ加速器内に、中性子を含む一次粒子を導入する工程と、
前記ＦＦＡＧ加速器における磁場勾配係数ｋを下記の式（１）に設定しつつ、高周波電
場の周波数を固定した条件下で、磁場と電場の作用で前記一次粒子を前記ＦＦＡＧ加速器
内で周回させつつ高エネルギーに加速する工程と、
前記ＦＦＡＧ加速器内に配置した板状ターゲットに、加速した前記一次粒子を衝突させ
て、前記一次粒子のブレークアップにより高エネルギーの第一の中性子が生じ、前記板状
ターゲット中の原子核の励起により低エネルギーの第二の中性子が生じる工程と、
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前記第一の中性子が、前記一次粒子の前記板状ターゲットへの入射経路の延長方向にビ
ームを形成し、当該ビームの進行方向に配置した第一の長寿命核分裂生成物に衝突して、
該第一の長寿命核分裂生成物に原子核変換を施し、
前記第二の中性子が、前記板状ターゲットの周囲に拡がり、前記板状ターゲットの近傍
に配置した第二の長寿命核分裂生成物に原子核変換を施す工程と、
を有することを特徴とする、中性子による長寿命核分裂生成物の処理方法。
記
【数１】
20
ここで、Ｔは前記一次粒子が貯蔵ビームを形成する段階での前記一次粒子の運動エネルギ
ーであり、Ｍは前記一次粒子の静止質量エネルギーである。
【請求項２】
前記一次粒子が、重水素の原子核又は三重水素の原子核である、請求項１に記載の長寿
命核分裂生成物の処理方法。
【請求項３】
前記板状ターゲットに衝突する際の前記一次粒子の核子当たりのエネルギーが50MeV/核
子以上であり、前記板状ターゲットの厚さが1mm以上である、請求項１又は２に記載の長
寿命核分裂生成物の処理方法。
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【請求項４】
前記第一の中性子のビームの先に、前記第一の長寿命核分裂生成物に替えて、第二のタ
ーゲットを配置し、
該第二のターゲットに前記ビームを衝突させて負パイ中間子を発生させ、
前記第一の長寿命核分裂生成物を前記第二のターゲットの近傍に配置して、
前記負パイ中間子が崩壊してなる負ミュオンが、前記第一の長寿命核分裂生成物に原子
核変換を施す、請求項１〜３のいずれか一項に記載の長寿命核分裂生成物の処理方法。
【請求項５】
前記第一の中性子のビームの先に、前記第一の長寿命核分裂生成物に替えて、第一空間
中に置かれた第二のターゲットを配置し、
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該第二のターゲットに前記ビームを衝突させて負パイ中間子を発生させ、
前記第二のターゲットが配置された前記第一空間に隣接して、重水素−三重水素分子（
ＤＴ分子）のガスを充填した第二空間を形成し、該第二空間の周囲に閉じ込め磁場を形成
し、
前記負パイ中間子が、前記閉じ込め磁場の作用で前記第一空間から前記第二空間に移動
し、
前記第二空間にて、前記負パイ中間子が崩壊してなる負ミュオンが核融合反応を起こし
て第三の中性子が発生し、
前記第一の長寿命核分裂生成物を前記第二のターゲットの近傍に配置して、
前記第三の中性子が前記第一の長寿命核分裂生成物に原子核変換を施す、請求項１〜３
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のいずれか一項に記載の長寿命核分裂生成物の処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、加速器を用いて発生させた中性子による長寿命核分裂生成物の処理方法に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
原子炉の運転に伴い排出される長寿命核分裂生成物（ＬＬＦＰ：Long‑Lived Fission P
roduct）の処理問題は、原子力利用の最大の問題である。現状では地層処分による埋設処
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理が想定されているが、大きな反対がある。また、高速炉や加速器駆動原子炉による核分
裂によって生成した中性子を利用して、原子核変換によりＬＬＦＰを放射能的に無害化す
る技術も知られている。
【０００３】
ここで、加速器で高エネルギーに加速した陽子等の一次粒子を固定原子核ターゲットに
衝突させて生成した中性子や負ミュオン等の二次粒子を用いて、原子核変換によりＬＬＦ
Ｐを放射能的に無害化し、さらに資源として再利用することは、原理的には可能である。
これを実現するためには、従来にない高強度でかつ高効率に中性子を生成させると同時に
、生成した中性子を局在化させることが極めて重要である。しかしながら従来、高強度の
中性子を局在化して生成可能な、加速器を含む中性子発生システムは開発されておらず、
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そのため、高速炉や加速器駆動原子炉を用いることなく、加速器単体でＬＬＦＰの処理を
する技術は存在しなかった。
【０００４】
例えば、線形加速器から加速された一次粒子のビームを取り出して、これを固定原子核
ターゲットに当てて中性子を発生する方法がある。しかし、この方法では、ビーム入射方
向の長さが１ｍ以上という長大なターゲットが必要であり、中性子生成部を局在化するこ
とができない。そのため、この方法ではＬＬＦＰを効率良く原子核変換処理することが困
難であった。
【０００５】
また、特許文献１には、リング状ＦＦＡＧ（Fixed Field Alternating Gradient）加速
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器内で、磁場と電場の作用で陽子又は重陽子である一次粒子を周回させつつ加速して、こ
のＦＦＡＧ加速器内に配置した板状ターゲットに、加速した一次粒子を衝突させて、原子
核反応により中性子を発生させる技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６−１５５９０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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しかしながら、特許文献１に記載の技術では、加速された一次粒子のエネルギーが2.5
〜10MeVと小さいため、高強度の中性子を生成することができず、しかも、生成した中性
子は板状ターゲットの周囲に大きな放出角で拡がる。つまり、高強度の中性子を局在化し
て生成することはできなかった。なお、特許文献１の図１では、板状ターゲットの周囲に
広がった中性子のうち、ある一方向に進行する中性子を破線矢印で図示し、この中性子を
重水槽に通して熱中性子又は熱外中性子を得ることを記載している。
【０００８】
本発明は上記課題に鑑み、高速炉や加速器駆動原子炉を用いることなく、加速器単体で
高強度の中性子を発生させて、効率的に長寿命核分裂生成物（ＬＬＦＰ）に原子核変換を
施すことが可能な、中性子による長寿命核分裂生成物の処理方法を提供することを目的と
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する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意検討したところ以下の知見を得た。すなわち、
ＦＦＡＧ加速器において磁場勾配係数ｋを所定の値に設定することによって、従来の10倍
以上の50MeV/核子以上（すなわち、一次粒子が重陽子の場合100MeV以上）という高エネル
ギーに一次粒子を加速できることがわかった。そして、ＦＦＡＧ加速器内で加速させる一
次粒子として、重陽子等の、中性子を含む一次粒子を用いて、これを上記の高エネルギー
で板状ターゲットに衝突させると、一次粒子自身が中性子と陽子に分離する反応（ブレー
クアップ）と、板状ターゲット中の原子核が励起して中性子生成を起こす反応という、二
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種類の原子核反応が生じることがわかった。
【００１０】
しかも、前者の反応で発生した中性子は、その速度が一次粒子とほぼ等しく、従ってエ
ネルギーはほぼ単一（単色）で、一次粒子が重陽子であればその1/2の高エネルギーの中
性子ビームが生成された。しかも、その中性子ビームの放出方向は、ほぼ前方（一次粒子
のターゲットへの入射経路の延長方向）に集中した。また、後者の反応で発生した中性子
は、ターゲット中の原子核からの生成であるので、低エネルギーまで分布し、放出角分布
もターゲットの周りに大きく拡がった。このようにして、合計で1×1018〜1×1019n/sec
という、ＬＬＦＰの効率的な原子核変換にも十分な高強度の中性子を高エネルギー成分と
低エネルギー成分に分離して、それぞれ局在化して生成することができた。なお、二種類
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の中性子の強度比は、概ね１：１であった。
【００１１】
そこで、高エネルギーの中性子ビームの進行方向（前方、リングから離れた場所）には
第一のＬＬＦＰを配置して、高エネルギーの中性子ビームで第一のＬＬＦＰに原子核変換
を施し、板状ターゲットの近傍には第二のＬＬＦＰを配置して、低エネルギーの中性子で
第二のＬＬＦＰに原子核変換を施すことを、本発明者は着想した。その結果、効率的にＬ
ＬＦＰに原子核変換を施すことが可能となった。
【００１２】
また、指向性の高い高エネルギーの中性子ビームを生成することができたので、これを
直接的にＬＬＦＰの原子核変換に利用するのみならず、さらなる応用技術も実現できた。
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すなわち、中性子ビームの先に第二のターゲットを配置すれば、高エネルギーの中性子が
第二のターゲットに衝突することで負パイ中間子が発生する。この負パイ中間子は崩壊し
て負ミュオンになる。この負ミュオンも、ＬＬＦＰに原子核変換を施すのに非常に有効で
ある。
【００１３】
それに替えて、あるいはそれに加えて、この負ミュオンを重水素−三重水素分子（ＤＴ
分子）に入れることで、核融合反応を起こすことができる。その結果、１つの負ミュオン
当たり125〜150個という大量の中性子が発生する。この大量の中性子でＬＬＦＰに原子核
変換を施すことも非常に有効である。
【００１４】
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なお、特許文献１の技術において、加速する一次粒子として陽子を用いた場合には、そ
もそも一次粒子のブレークアップ反応は生じない。また、加速する一次粒子として重陽子
を用いた場合にも、加速エネルギーが2.5〜10MeVと小さいため、やはり一次粒子のブレー
クアップ反応は生じない。このため、特許文献１の技術では、中性子の強度は高々1×101
2

〜1×1013n/secであり、指向性の高い高エネルギーの中性子ビームを生成することがで

きないのである。
【００１５】
本発明は上記の知見に基づいて完成されたものであり、その要旨構成は以下のとおりで
ある。
（１）複数のセクターマグネット及び少なくとも一つの高周波加速装置をリング状に配
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置してなるＦＦＡＧ加速器内に、中性子を含む一次粒子を導入する工程と、
前記ＦＦＡＧ加速器における磁場勾配係数ｋを下記の式（１）に設定しつつ、高周波電
場の周波数を固定した条件下で、磁場と電場の作用で前記一次粒子を前記ＦＦＡＧ加速器
内で周回させつつ高エネルギーに加速する工程と、
前記ＦＦＡＧ加速器内に配置した板状ターゲットに、加速した前記一次粒子を衝突させ
て、前記一次粒子のブレークアップにより高エネルギーの第一の中性子が生じ、前記板状
ターゲット中の原子核の励起により低エネルギーの第二の中性子が生じる工程と、
前記第一の中性子が、前記一次粒子の前記板状ターゲットへの入射経路の延長方向にビ
ームを形成し、当該ビームの進行方向に配置した第一の長寿命核分裂生成物に衝突して、
該第一の長寿命核分裂生成物に原子核変換を施し、
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前記第二の中性子が、前記板状ターゲットの周囲に拡がり、前記板状ターゲットの近傍
に配置した第二の長寿命核分裂生成物に原子核変換を施す工程と、
を有することを特徴とする、中性子による長寿命核分裂生成物の処理方法。
記
【数１】

ここで、Ｔは前記一次粒子が貯蔵ビームを形成する段階での前記一次粒子の運動エネルギ
ーであり、Ｍは前記一次粒子の静止質量エネルギーである。

20

【００１６】
（２）前記一次粒子が、重水素の原子核又は三重水素の原子核である、上記（１）に記
載の長寿命核分裂生成物の処理方法。
【００１７】
（３）前記板状ターゲットに衝突する際の前記一次粒子の核子当たりのエネルギーが50
MeV/核子以上であり、前記板状ターゲットの厚さが1mm以上である、上記（１）又は（２
）に記載の長寿命核分裂生成物の処理方法。
【００１８】
（４）前記第一の中性子のビームの先に、前記第一の長寿命核分裂生成物に替えて、第
二のターゲットを配置し、
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該第二のターゲットに前記ビームを衝突させて負パイ中間子を発生させ、
前記第一の長寿命核分裂生成物を前記第二のターゲットの近傍に配置して、
前記負パイ中間子が崩壊してなる負ミュオンが、前記第一の長寿命核分裂生成物に原子
核変換を施す、上記（１）〜（３）のいずれか一項に記載の長寿命核分裂生成物の処理方
法。
【００１９】
（５）前記第一の中性子のビームの先に、前記第一の長寿命核分裂生成物に替えて、第
一空間中に置かれた第二のターゲットを配置し、
該第二のターゲットに前記ビームを衝突させて負パイ中間子を発生させ、
前記第二のターゲットが配置された前記第一空間に隣接して、重水素−三重水素分子（
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ＤＴ分子）のガスを充填した第二空間を形成し、該第二空間の周囲に閉じ込め磁場を形成
し、
前記負パイ中間子が、前記閉じ込め磁場の作用で前記第一空間から前記第二空間に移動
し、
前記第二空間にて、前記負パイ中間子が崩壊してなる負ミュオンが核融合反応を起こし
て第三の中性子が発生し、
前記第一の長寿命核分裂生成物を前記第二のターゲットの近傍に配置して、
前記第三の中性子が前記第一の長寿命核分裂生成物に原子核変換を施す、上記（１）〜
（３）のいずれか一項に記載の長寿命核分裂生成物の処理方法。
【発明の効果】
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【００２０】
本発明の中性子による長寿命核分裂生成物の処理方法によれば、高速炉や加速器駆動原
子炉を用いることなく、加速器単体で高強度の中性子を発生させて、効率的に長寿命核分
裂生成物に原子核変換を施すことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】上段は、本発明の一実施形態による長寿命核分裂生成物の処理方法を実現する中
性子生成システムの構成を示す概略図であり、下段は、板状ターゲット１８における原子
核反応の態様を示す模式図である。
【図２】本発明の他の実施形態による長寿命核分裂生成物の処理方法を実現する中性子生
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成システムの構成を示す概略図である。
【図３】本発明のさらに他の実施形態による長寿命核分裂生成物の処理方法を実現する中
性子生成システムの構成を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
（第一の実施形態）
図１を参照して、本発明の一実施形態による長寿命核分裂生成物（ＬＬＦＰ）の処理方
法を説明する。図１に示す中性子生成システムは、ＦＦＡＧ加速器１０と、一次ビーム源
１６と、板状ターゲット１８とを有する。ＦＦＡＧ加速器１０は、複数のセクターマグネ
ット１２及び少なくとも一つ（図１では二つ）の高周波加速装置１４をリング状に配置し
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てなる。
【００２３】
このＦＦＡＧ加速器１０内に、一次ビーム源１６から、中性子を含む一次粒子を導入す
る。一次粒子としては、中性子を含むものであれば特に限定されないが、重水素の原子核
（すなわち重陽子）又は三重水素（トリチウム）の原子核とすることが好ましい。これら
は板状ターゲット１８と衝突することにより、既述のブレークアップ反応を生じさせやす
いからである。一次粒子の導入時の核子当たりのエネルギーは、後述する、板状ターゲッ
ト１８に衝突する際の一次粒子の核子当たりのエネルギーの１／４〜１／２が好ましい。
１／４以上であれば、高周波加速装置１４で要する電力が過大となることがなく、１／２
以下であれば、一次ビーム源１６の負担（コスト、使用電力）が過大となることがない。
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【００２４】
また、一次粒子のビーム電流は、中性子の強度を十分に確保する観点から、100mA以上
とすることが好ましい。
【００２５】
導入された一次粒子は、ＦＦＡＧ加速器１０内を磁場と電場の作用により周回しつつ、
高エネルギーに加速される。このとき、一次粒子が加速されるということは、ビーム速度
及び周回軌道長の変化によって、周回ごとに周回時間が変化することを意味する。そのた
め、一般的には高周波加速装置１４からの高周波電波の周波数を一定にしては、加速は実
現できないと考えられる。しかしながら、本実施形態では、ＦＦＡＧ加速器１０における
磁場勾配係数ｋ（k = (R/B)×(dB/dR)、R：ビーム軌道半径、B:軌道上の磁場強度）を下
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記の式（１）に設定する。
記
【数２】

ここで、Ｔは一次粒子が貯蔵ビームを形成する段階での一次粒子の運動エネルギーであり
、Ｍは一次粒子の静止質量エネルギーである。
【００２６】
この条件のもとでは周回時間に対してビームエネルギーが緩やかに畝るように変化する

50

(7)

JP 2017‑198622 A 2017.11.2

ので、この一次粒子の加速態様は、蛇行加速（Serpentine acceleration）ともよばれる
。本実施形態では、これにより、高周波加速装置１４からの高周波電場の周波数を一定の
値に固定しても、一次粒子を高エネルギーに加速できる。しかも、特許文献１の技術では
実現できなかったような高エネルギーにまで、一次粒子を加速できる。例えば、一次粒子
の導入時の核子当たりのエネルギーが上記の場合、板状ターゲット１８に衝突する際の一
次粒子の核子当たりのエネルギーは50MeV/核子以上、さらには1000MeV/核子程度にするこ
とができる。すなわち、一次粒子が重陽子の場合には、一次粒子の全運動エネルギーは10
0MeV以上、さらには2000MeV程度にすることができる。板状ターゲット１８に衝突する際
の一次粒子の核子当たりのエネルギーが50MeV/核子以上になることで、一次粒子のブレー
クアップにより高エネルギーの第一の中性子を効率良く生成でき、1000MeV/核子以下であ
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れば、中性子とは別に生成した負ミュオンのエネルギーが高くなりすぎることがない。な
お、電場の周波数は概ね数MHz以上数10MHz以下となるが、特に限定されることはなく、さ
らに高い周波数にしてもよい。
【００２７】
このようにして、磁場勾配係数ｋを上記のように設定しつつ、高周波電場の周波数を固
定した条件下で、磁場と電場の作用で一次粒子をＦＦＡＧ加速器１０内で周回させつつ高
エネルギーに加速する。そして、ＦＦＡＧ加速器１０内に配置した板状ターゲット１８に
、加速した一次粒子を衝突させる。
【００２８】
板状ターゲット１８は、一般的な原子核ターゲットとすればよく、例えばベリリウム、
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リチウム、及びこれらの化合物などから選択した材料で構成することができる。また、板
状ターゲット１８の主面の形状は特に限定されないが、例えば楔形とすることができる。
板状ターゲット１８の厚さは、衝突時の一次粒子の核子当たりのエネルギーに応じて選定
することが好ましく、50MeV/核子の場合に1〜2mm程度、100MeV/核子の場合には2〜5mm程
度とすることが好ましく、上記上限値として想定される1000MeV/核子の場合には10〜50mm
程度とすることが好ましい。
【００２９】
上記のような高エネルギーで加速した一次粒子のビームを板状ターゲット１８に衝突さ
せると、一次粒子のブレークアップにより高エネルギーの第一の中性子が生じ、それとと
もに、板状ターゲット１８中の原子核の励起により低エネルギーの第二の中性子が生じる
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。
【００３０】
第一の中性子は、高エネルギーなので、一次粒子の板状ターゲット１８への入射経路の
延長方向に指向性の高いビームを形成する。しかも、ターゲットが薄い板状であるため、
生成した第一の中性子はターゲット内の原子核と殆ど衝突せず、したがって、単一（単色
）のエネルギーを持った中性子ビームとなる。例えば、衝突時の一次粒子のエネルギーが
200MeVで、一次粒子が重陽子の場合、その1/2の100MeV程度の高エネルギーの中性子ビー
ムが形成される。つまり、核子当たりエネルギーで標記すれば、板状ターゲット１８に衝
突する際の一次粒子のエネルギーと同等のエネルギーの中性子ビームが形成される。
【００３１】
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他方で、第二の中性子は、板状ターゲット１８中の原子核からの生成であるので、低エ
ネルギーまで分布し、板状ターゲット１８の周りに大きく拡がる。例えば、衝突時の一次
粒子のエネルギーが200MeVで、一次粒子が重陽子の場合、第二の中性子のエネルギーは平
均で数MeV〜30MeV程度となる。
【００３２】
なお、板状ターゲット１８に衝突してエネルギーを失い減速した一次粒子は、ＦＦＡＧ
加速器１０内で上記高エネルギーにまで再加速される。また、既述のように、一次粒子の
エネルギーに見合ったターゲット厚みとすることにより、ターゲットでの電磁的エネルギ
ー損失とビーム加速によるエネルギー増加が平衡するため、一次粒子のビームを一定エネ
ルギーで貯蔵することが可能となり、当該一次粒子ビームがくり返し多数回（100回程度
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）ターゲットに衝突する過程で連続的に中性子が生成される。すなわち、ある１つの一次
粒子が１回の衝突でブレークアップ反応を生じる確率は低いが、くり返し衝突することに
よって、ある１つの一次粒子がブレークアップ反応を生じる可能性は高まる。換言すると
、１回の衝突でブレークアップ反応が生じる一次粒子は、衝突する全一次粒子のうちごく
一部であり、大部分の一次粒子は衝突によりエネルギーを失うものの壊れずに周回を続け
る。しかし、この一次粒子を再び加速してターゲットに衝突させることにより、最大の効
率で第一の中性子を発生させることができる。また、一次粒子がくり返しターゲットに衝
突するたびに、低エネルギーの第二の中性子は生成することになる。一次粒子を一次ビー
ム源１６から連続的に供給すれば、上記のメカニズムで、第一の中性子及び第二の中性子
ともに、連続的に生成することができる。
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【００３３】
本実施形態では、このようにして、合計で1×1018〜1×1019n/secという、ＬＬＦＰの
効率的な原子核変換にも十分な高強度の中性子を高エネルギー成分と低エネルギー成分に
分離して、それぞれ局在化して生成することができた。そこで、図１に示すように、第一
の中性子が形成するビームの進行方向に第一のＬＬＦＰ２０を配置し、板状ターゲット１
８の近傍に第二のＬＬＦＰ２４を配置する。すると、第一の中性子が形成するビームは、
第一のＬＬＦＰ２０に衝突して原子核変換を施し、第二の中性子は、第二のＬＬＦＰ２４
に原子核変換を施す。このようなＬＬＦＰ処理システムによって、効率的にＬＬＦＰに原
子核変換を施して、放射能を出さない安定な物質に変換することが可能となった。
【００３４】
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第一のＬＬＦＰ２０の周囲には遮蔽板２２を配置し、第二のＬＬＦＰ２４の周囲には遮
蔽板２６を配置する。これら遮蔽板２２，２６は、原子核変換に伴い発生するγ線等の放
射線を遮蔽するものであれば、公知又は任意の材質からなるものとすればよい。本実施形
態では、中性子の発生を局在化できた結果、ＬＬＦＰの配置もコンパクトにでき、放射線
遮蔽もコンパクトに行える利点を有する。
【００３５】
（第二の実施形態）
図２を参照して、本発明の他の実施形態による長寿命核分裂生成物（ＬＬＦＰ）の処理
方法を説明する。
【００３６】
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ＦＦＡＧ加速器１０によって高エネルギーの第一の中性子と低エネルギーの第二の中性
子を生成する構成は、図１に示す第一の実施形態と同じであるため、説明を省略する。本
実施形態では、図２に示すように、第一の中性子のビームの先に、第一のＬＬＦＰ２０で
はなく、真空又は大気の第一空間３２中に置かれた第二のターゲット３６を配置し、この
第二のターゲット３６に第一の中性子のビームを衝突させる。
【００３７】
第二のターゲット３６付近の構成を説明する。筐体２８内は、隔壁３０によって第一空
間３２と第二空間３４に区画されている。第一空間３２は真空又は大気とし、その中に第
二のターゲット３６を配置する。第二空間３４には、後述の生成する負ミュオンを減速す
るための物質（グラファイト等、図示せず）を設置する。筐体２８の周囲には、閉じ込め
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磁場を発生するためのソレノイドコイル３８を配置する。そして、第二のターゲットの近
傍、より厳密には筐体２８及び閉じ込め磁場の外側に、本実施形態では筐体２８の周囲に
、第一のＬＬＦＰ２０を配置する。
【００３８】
筐体２８及び隔壁３０の材質は、上記のように第一空間３２と第二空間３４とを区画で
きれば特に限定されず、例えば、厚さ数mm程度の鉄板や鋼板を挙げることができる。第二
のターゲット３６は、一般的な原子核ターゲットとすればよく、例えばベリリウム、リチ
ウム、及びこれらの化合物などから選択した材料で構成することができる。また、閉じ込
め磁場を発生できるものであればソレノイドコイル３８に限定されず、トーラス型、ヘリ
カル型等にしてもよい。なお、ソレノイドコイル３８は、後述の生成する負パイ中間子を
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第二空間３４に滞留する時間を増やして、負パイ中間子を効率的に負ミュオンに変換する
役割を果たす。
【００３９】
中性子ビームのエネルギーが300MeV以上の場合、第二のターゲット３６に中性子ビーム
が衝突すると、負パイ中間子（π−）が発生する。ここで、第二のターゲット３６は、中
性子ビームの進行方向の厚さを10〜100mmの範囲として、複数個（好適には10〜100個）配
置して、合計の厚さを1m程度とすることが好ましい。厚さ1mの単一ターゲットを用いると
、発生した負パイ中間子がターゲット内でパイ中間子（π０）に変化してしまうため、分
割した複数のターゲットとするのである。
【００４０】
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本実施形態では、１つの中性子当たり0.2個の負パイ中間子が発生し、負パイ中間子は2
.6×10‑8秒の寿命で崩壊して負ミュオン（μ−）となる。例えば、第一の実施形態で第一
及び第二の中性子の合計強度が上記1×1018〜1×1019n/secの場合、第一の中性子の強度
はその半分の、5×1017〜5×1018n/secとなるが、この場合、1×1017〜1×1018個/secの
強度の負ミュオンを得ることができる。この大量の負ミュオンが第一のＬＬＦＰ２０に原
子核変換を施すことができる。なお、本実施形態で第一のＬＬＦＰ２０に衝突する負ミュ
オンの強度は、第一の実施形態で第一のＬＬＦＰ２０に衝突する第一の中性子の強度の1/
5となるが、負ミュオンは中性子に比べて100倍近く核変換効率が高いため、本実施形態で
は第一の実施形態よりも高い効率（20倍）でＬＬＦＰに原子核変換を施すことができる。
換言すると、本実施形態では、第一の中性子の強度を第一の実施形態よりも1/20程度とし
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ても、第一のＬＬＦＰ２０の処理効率は第一の実施形態と同等とすることができる。
【００４１】
（第三の実施形態）
図３を参照して、本発明のさらに他の実施形態による長寿命核分裂生成物（ＬＬＦＰ）
の処理方法を説明する。
【００４２】
ＦＦＡＧ加速器１０によって高エネルギーの第一の中性子と低エネルギーの第二の中性
子を生成する構成は、図１に示す第一の実施形態と同じであるため、説明を省略する。ま
た、本実施形態では、図２と同様に、第一の中性子のビームの先に、第一のＬＬＦＰ２０
ではなく、真空又は大気の第一空間３２中に置かれた第二のターゲット３６を配置し、こ
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の第二のターゲット３６に第一の中性子のビームを衝突させる。第二のターゲット３６付
近の構成に関して、本実施形態では第二空間３４に10〜100気圧の重水素−三重水素分子
（ＤＴ分子）のガスを充填する以外は、図２と同様である。
【００４３】
中性子ビームのエネルギーが300MeV以上の場合、第二のターゲット３６に中性子ビーム
が衝突すると、負パイ中間子（π−）が発生する。負パイ中間子は、閉じ込め磁場の作用
で第一空間３２から第二空間３４に移動し、その過程で、崩壊してなる負ミュオン（μ−
）となる。負ミュオンは、重水素−三重水素分子（ＤＴ分子）に入ると核融合反応が起き
る。その結果、ＤＴ分子が充填された第二空間３４において、核融合反応によって１つの
負ミュオン当たり125〜150個という大量の中性子（第三の中性子）が発生する。第三の中
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性子の強度は、第一の中性子の強度の25〜30倍となる。この大量の第三の中性子が第一の
ＬＬＦＰ２０に原子核変換を施すことができる。なお、第三の中性子のエネルギーは14Me
V程度である。
反応式：μ− ＋ ＤＴ → ｎ ＋ Ｈｅ ＋μ−
【００４４】
本実施形態においても、第二空間３４で核融合反応を起こさなかった負ミュオンが、第
一のＬＬＦＰ２０に原子核変換を施すことができる。
【００４５】
（負ミュオン触媒核融合による発電）
図３に示す第三の実施形態は、発電技術としても有用である。負ミュオン触媒核融合に
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おいては、１つの負ミュオンで約3GeVのエネルギーを生成する。これは、235Ｕの核分裂
エネルギーの約15倍に相当する。そのため、このエネルギーを電力に変換する発電方法及
び発電システムも、本発明を構成する。この電力で、例えば、本実施形態におけるＬＬＦ
Ｐの処理システムに必要な電力を賄うことができる。
【００４６】
負ミュオン触媒核融合によって生じたエネルギーを電力に変換する発電機構は特に限定
されず、公知又は任意の発電機構を用いることができる。例えば、図３において第一のＬ
ＬＦＰ２０と同様に、第二のターゲット３６の近傍にリチウムブランケット（図示せず）
を配置して、第三の中性子のエネルギーをブランケット内で熱エネルギーに変換し、熱交
換器（蒸気発生器）を通じて蒸気を発生させ、発電タービンを回して発電機を回転させ、
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発電することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
本発明の中性子による長寿命核分裂生成物の処理方法によれば、高速炉や加速器駆動原
子炉を用いることなく、加速器単体で高強度の中性子を発生させて、効率的に長寿命核分
裂生成物に原子核変換を施すことが可能である。
【符号の説明】
【００４８】
１０

ＦＦＡＧ加速器

１２

セクターマグネット

１４

高周波加速装置

１６

一次ビーム源

１８

板状ターゲット

２０

第一のＬＬＦＰ

２２

遮蔽板

２４

第二のＬＬＦＰ

２６

遮蔽板

２８

筐体

３０

隔壁

３２

第一空間（真空又は大気）

３４

第二空間（ＤＴ分子充填）

３６

第二のターゲット

３８

ソレノイドコイル
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【図１】

【図３】

【図２】
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