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3圃9 加速器駆動核変換システムの現状と課題

Present Sta盟主U毒事基調悶dIssues for Accelerator Driven 

Tr翁凶S帥凶ationSyste翻

水本元治

日本原子力研究所東海研究所大強度陽子加速器施設開発センター

干319-119巳茨城県那珂郡東海村白方自根 2-4

輔otoh鎖ru醐眼U酬のすの

Center for PずotonAccelθrator F臼cilities，すokaiResearch窪stablishment，

Japan AtomIc Energy円esearchInstitute 

2-4 Shirakata-Shirane， Tokai-mura， Naka圃 gun，Ibaraki 319-1195 Japan 

Proper treatment of high-Ievel nuclear wastes (叶LW)that are produced in operation of nuclear 

power plants is one of the most important problems for further utilization of nuclear energy. The 

purpose of the accelerator driven nuclear waste transmutation system (ADS) is to transmute 

these nuclei to stable or short-lived nuclei by various radiation圃 inducednuclear reactions. When 

ADS for HLW can -be realized， burden to deep geological disposal can be considerably reduced. 

In the paper， present status and issues for ADS will be discussed. 
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1. はじめに

使用済み核燃料の再処理に伴って発牛する高レベル放射性廃棄物 (HLW)の処理処分対策は、原

子力発電の利用を継続して進めるよで最も重要な課題の一つである。 HLWには、 α線を放出し、

放射性毒性が強く、寿命の長いマイナーアクチノイド (MA: Np、畑、 Cm)、y線を放出する長寿

命核分裂生成物 (LLFP: 99Tc、1291)、発熱の大きい核分裂生成物 (90Sr、137CS)等が含まれてい

る。核変換システムは、これらの放射性核種を様々な放射線(粒子線〉による原子核反応を用い

て、非放射性あるいは短寿命核種に変換することを目的とする Q 核変換システムによるHLWの処

理が可能となれば、深地層に最終処分するHLWの量を減らし、地層処分への負担を大幅に軽減す

ることが可能となる。本報告では、加速器駆動核変換システム (ADS)の現状と課題を述べる。

2.核変換技繍開発の囲審議

国の方針では、使用済み核燃料は、再処理した後、 U、PUは再利用し、残りの高レベル廃棄物

は、ガラス固化して深地層(地下 300m以下)に処分することになっている。核変換技術開発の目

的は、高レベル廃棄物の量、潜在的な毒性、発熱量等を減らして、地層処分の負担を軽減すると

ころにある。核変換の目標は MAや LLFPの99.5%を核変換することにより、毒性指標を約 300年

後には 2桁以上低減(これは天然のウランの毒性とほぼ同等)させることにある O

核変換が意味をなすためには、以下の 4つ条件を満たす必要がある。
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①廃棄物の弱害化 2次的に生成される核種に起因するリスクが元の廃棄物よりも少ない。

②エネルギーバランス:原子力発電で作り出されるエネルギーと比較して、核変換に要する

エネルギーは格段に小さい。

③経済性:そのまま処分する方式と比較して大幅なコストの上昇をもたらさない。

④処理の速度:自然に崩壊する速度よりも早い。

核変換に利用する放射線(粒子線)としては、クーロン障壁に遮られることなく低いエネルギ

ーでも核変換が可能な中性子が最も有利である。中性子の発生反応は、荷電粒子や光核反応によ

るものは栴めて効率が悪く、原子炉、核融合炉は、これらの反応と比較して、 2ないし 3桁効率

が高い。高エネルギ)の陽子による核被砕反応は、さらに:桁主人上の高い効率を有している。

3.高レベル放射性臆築物(盟周)の年間生成愛

通常の軽水炉は約 3自の濃縮ウランを使用し、核燃料の使用開始状態では、 1トンの燃料中には

30kgの235U、ヲ70kgの238Uが存在する。その内 235Uの約 20kgと238Uの約 2kgが核分裂を起こし FP

とな 1 豹 18kg の 238U が 2~9PU ~こ変換されるじ 239PU の内の約 8kg がヲ I き続いて核分裂を起こし、

O.8kgが質量の重いMAに変換される心京子炉の装荷量は約 30tなので、全体では、すPが約 900kg、

MAが24kg排出されることになる。これらの廃棄物は、それぞれの性質に応じて核種ごとに 4つ

のグル←プ (Np等の刷、缶、 Cs等の発熱性核種群、 Pd等の有用核種、その他の核種)に分離さ

れる。 MAは燃料として再加工されて核変換の対象となる。

生成される胤の中では、半減期2百万年の 287Npが最も多く、 241Am、 244Cm等がそれに続く。こ

れらの核種は単減期に応じて、それぞれ他の核植に変換されていくので、再処理までの冷却期間

によってその割合が変化してくる。一方、 FPについては、年間生成量が 19以上の核種を挙げる

と、土利成期が 10年から 100年のものが 137CS等4核種、 l万年から 50億年までに 99Tc等7核種あ

る。不思議なこと仁 100年から i万年までの領域ド入る核種はない。また50億年以上の半減期を

持つ核種が 142Ce等幾っか生成されるが、これらは準安定核種とみなすことが可能なので、核変

換の対象とはきれない。

4.核菱換システムの概要

MAの核変換システムでは、可能な限り燃料中の MAの割合を高めて変換効率をあげる。また、

使用された原子炉の種類や、燃焼の割合、冷却期間によって MAの組成が異なるので、多様な燃

料の組成に対応するこ止が要求される。また、 MAを烹成分とするため、原子炉としての安全性の

観点、からは、出力上昇を抑えるドブラー効果が利き難く、炉を安定に運転するのに必要な実効遅

発中性子割合も大きくない。そのため、臨界状態で、原子炉を安全に運転することが困難になる

ことが考えられる。これらの観点から未臨界で運転される加速器駆動未臨界炉システムが有力と

されている。

4. 1 中性子による核変換の効率(中性子断面穣) [2] 

核変換の効率の指標を、自然崩壊による半減期と同様に、核変換半減期(丁目:核変換により元

の量の半分になる期間)とすると、時間 t後の MAの量 Nは、反応の確率である断面積 σとその場
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所での粒子線束併により、河=Noexp(一In2t/T1/2)、 (T1/2=I n2/ (σ ・o)、σ:断面積 (barn:1O-24cm)、

o :粒子線束(cm-2・5-1) と表すことが出来る。変換の効率を向上させるには、断面積の大きな反

応を利用するか、粒子線の強度を大きくするかが必要となる。

MAは、核分裂を起こすと FPに変換きれ、同時に約 3個の中性子を発生する。ととろが、捕獲

反応では中性子を吸収して一つjcきな中性子致事子持つ MAになるじ従って、 MAの核変換には、核

分裂反応が有効に利用できる豹 100keV領域の高速中性子を利用するのが有効である。一方、 FP

では、専ら中性子を消費する捕獲反応だけとなる。捕獲反応の断面積は核種によって様々である

が、核変換が可能とされる 99Tcや 1291については、熱中性子領域では約20barn、変換が困難な90Sr

や 137Csでは¥更に 3桁ほr断面積が小さく約o.つlbarれとなっている。

4. 2 ガンマ錬による核変換の効率(光核反施、断面騒) [3] 

中性子では核変換が困難な 90Srや 137CS等の核種を、光核反応を利用して核変換させることが

提案されているじその根拠は、ガンマ線エネ jレギ~15MeV 近傍に巨大共鳴(電気双極子共鳴)領

域があ打、断面積の値がO.2barnから ι3barnと比較的大きいことにある。しかし、ガンマ線は、

原子核の周りに多量に存在する電子との反応断両種{低エネ jレギLー領域では光電効呆、 lMeV領域

ではコンプトン散乱、高いエネルギー領域では電子、陽電子対創生)が光核反応の断面積よりも

:桁から 2桁大きい。ぞのため、通常はこの反応仁よってエネルギーを失い、核変換を起こす確

率はガンマ線がエネルギーを失う数切に過ぎないG 従って、光核反応による核変換は、残念ながら、

一敬的には非現実的なものときれているじ

4. 3 ADSによる臓の年間処理毅k熱出力

ADSシステムが年間処贈する MAの量%は、以下の式で表すことが出来る。

M
ma
=( I/e)・Ns-q-y・(1/(l-keff)・(keff /μ)・(A/N)

I (入射陽子電流;約 201曲)、 e(素屯荷 1.6*10-19クーロン)

Ns (1陽子あたりの核破砕中性子放出量:1個 5GeVで約 30個)

ヮ(陽子加速器の空間稼働率:80%を仮定)、 y(秒単位の一年間 3.15*107秒)

keff (中性子増倍率:約 0.95)、ν(核分裂lこよる平均放出中性子数 2.9)

A (MAの質量数:約 240)、N(アボガドロ数:伊1023)

この式を計算すると 20mAの陽子が核変換することが出来る MAの量は約 250kgになる。更に、

年間 250kgのMAが核分裂を起こした時の熱出力 P
t
辻、 M

m
/(1] 'y)/A)・N-Ef-e(Ef(核分裂当たり

の放出エネルギー:200MeV))で¥約 800MWになる。通常の発電炉で、熱出力を電気出力に変換す

る効率は約1/3なので、電気出方 267MWを得ることが出来る。 占方、加速器のビーム入力は 30MW

(エネルギー1.5GeVと電流 20mA)となり、加速器の効率を 30出と仮定すると、約 100MWの電力が

必要となるが、これはこのシステムで作り出される電力で充分まかなえる電力である。

5 核変換システムの設計[4]

原研が進めている核変換システムの設計例では、窒化物の燃料を考えており、燃焼による反応

度の変化を調整するために、初期にはプルトニウムを装荷する。ターゲット兼冷却材として鉛ピ
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スマスを使用するじ鉛ビスマスは、温度が上昇した時に発生する可能性のあるボイドによって反

応度が上昇せず、中性子の吸収断面積が小さいのが特徴であるが、冷却材としては重く、有毒な

ポロニウムの発生、原子炉構造材との両立性の問題がある。出来るだけ鉛ビスマスの量を少なく

するために、蒸気発生器と冷却ポンプは炉容器の中に収納する ω

未臨界度をいくつに設定するかについては、 1(臨界)に近いほうが加速器の出力は小さくて済

む一方、安全よは 1から遠いほうが良い。また、燃焼による反応度の変化に応じて一定の原子炉

出力を保持するためには、加速器の出力を変化させる必要がある。本システムでの加速器は、大

強度で最も効率が良いとされる超伝導リヱアックを想定している。

6. 大強度鴎子加速器計画における核袈換技街開発[5]

原研では、高エネルギー加速器研究機構 (K出)と大強度陽子加速器計画を進めており、その施

設はリニアック、シンクロトロン等の加速器群と、物質・生命科学、原子核・素粒子等の実験施

設群からなる G 核変換開発のための実験施設の建設は、現在、第 2期として位置付けられ、核変

換物理実験楕設左ターゲ、ツト試験施設とからなる施設が検討されている(医1) 0 

核変換物理実験施設は、核燃料を取り扱う原子炉施設で、湯子ピームの入力は 10W程度、施設

の熱出力は 500W以下である。この施設では、増倍係数、出力分布、中性子スベクトル、燃焼反応

度などの予測精度を検証するとともに、増倍係数の連続鞍視方法や核変換特性の評価、制御シス

テムの開発等者行うじ一方、ターゲット試験施設では、 200聞の陽子ピームで、ピ←ムの窓、構

造材など柑照射材料の開発、ターゲジトの製作技術の開発も鉛ぜスマスのシステム技旅靭材料・

熱流動などの闘発が進められる。また、 OWと200kWの陽子ビームをと同時にそれぞれの実験施設

に導くために、レーザーによる荷電変換を使用する。陽子ピームにあわせて短パルスレーザーを

照射することにより、負イオンビームの一部を中性化し(陽子ビームは、元々負イオンとして加

速されている)、下流に位置する偏向磁石を通過させ、中性化きれていないぜームはまっすぐ物

理実験施設へ、負イオンビームの部分は変更させてターゲツト実験施設へ入射させる。

7. 外国の動向[6]

米国では、エネルギー省のもと加速器駆動核変換システム計画 (ATW) とトリチウム生成計画

(APT)からなる先進的加速器利用計画 (AAA)を実施してきた。 APTは2002年度で終了し、今後

は、燃料・再処理に重点を置いた先進燃料サイクルの研究(AFCI)が進められる。 2010年頃にリニ

アック (600MeV、数MW) と未臨界炉からなる実験炉施設(ADTF)を建設することが目標である。

欧州では、技術ワーキンググループケWG)で 10年以内を目処に熱出力 100MW規模の実証ADS

を検討中で、昨年ロードマップを作成、現在実験炉級の ADSとしてイタリア(Ansaldo、ENEA等)

の鉛ビスマスターゲット/冷却の大型 ADS、フランス (CEA、Framaton等)の鉛ビスマスターゲッ

ト/ガス冷却大型 ADS、ベルギー (SCK-CEN)の鉛ビスマスターゲット/冷却の小型 ADS(肝限HA)

の3つの提案が出されており、 2003年後期にその中から一方式を選択することになっている。

一方アジアでは、韓国で、韓国原子力研究所(貼ERI)を中心に 10年間でおよそ 100億円の

COMAC/l町PER計画の予算が認められており、乾式分離技術に関する Rω も進められている。また、
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中国では、基礎的研究として、核デ恥 A 夕整備、コードのベンチマークテスト、超伝導リニアック

加速器の開発、タ…ゲッド材料照射等の研究が進められている。

8. まとめ

原子力発電の円滑な推進にとって、高レベル廃棄物の処理処分の問題は最も重要な課題である。

この問題を解決する有力な手段としての ADSの技術開発は、今後益々その重要性を増すものと思

われる c 開発を実摘するに当たィちでは、即日導入による新しい廃棄物処分の考え方と意義、 ADS

研究開発の成果等を、国民と国等の関係機関、及び電力を中心とした産業界に十分に説明し、理

解と支持を得るととが肝要であるむ重』こ、使、精力的仁!?司発を進めている、ヨーロッパ、米国、

近隣アジア各国との凶|接的な研究thh)j~積極的に進めてい〈ことが不可欠である。
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図 1 大強度陽子加速器計画の核変換実験施設
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