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１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

原電実証炉の研究開発成果として，水蒸気系機器配管への適用と 40 年設計を前提とした

改良 9Cr-1Mo 鋼材料強度基準案が整備されている．冷却系全般への適用範囲拡大と 60 年設

計に対応した材料強度基準を提示する必要がある．溶接継手強度評価法に関しても，2 要素

モデルによる方法が提案されているが，高温への適用範囲拡張と 60 年設計に対応し，手法

の改良・検証を行う必要がある． 
FBR 用 12Cr 鋼に関しては，W／Mo 添加量に着目した検討に基づき，最適化学成分仕様の

暫定案が提示され，ごく限られた点数のデータに基づき，材料強度基準案の暫定案が提案さ

れている．クリープ疲労強度や時効後靭性等において，改良 9Cr-1Mo 鋼に比肩する特性を備

えるような合金開発が必要である． 
高クロム鋼高温構造設計に関しては，ナトリウム炉に特徴的な荷重条件の下で高クロム鋼

構造物試験データがほとんどないことから，想定するべき破損様式についての検討から行う

必要がある． 
 
２．開発目的 

高クロム鋼を FBR 実証施設の冷却系構造材料に採用するため，配管や蒸気発生器等の主要

機器の製作性見通しを得るとともに，長寿命化等に対応した材料特性試験を実施し，要求仕

様を満たすことを確認する．また，高クロム鋼に適切な溶接施工技術を確立するため，溶接

継手を試作し，長時間材料試験を行い，溶接部の健全性に関わる基礎データを取得する．さ

らに，平成 23 年（2011 年）頃からの FBR 実証施設の概念設計に使用できる，高クロム鋼を

対象とした高温構造設計指針および材料強度基準を整備するために必要な材料強度データ，

構造物試験データ等を取得する．これらを通じて，FBR 実証施設の基本設計段階で必要とな

る，材料強度基準及び高温構造設計基準の原案を策定し，民間基準として整備する．その際，

これらの規格基準が国際標準として通用するものとなることを目指す． 
 
３．実施内容 

① 改良 9Cr 鋼の材料強度基準整備 

・設計寿命 60 年と適用温度範囲の高温側への拡張に対応した材料強度基準の策定に必要な

材料試験データを整備する． 
・改良 9Cr 鋼実規模部材（蒸気発生器管板用極厚鍛鋼品，薄肉・小径・長尺伝熱管，薄肉

大口径直管／エルボおよび蒸気発生器の主要構造（2 重伝熱管，管-管板接合部，CSEJ
（Convoluted Shell Expansion Joint）））の製作性見通しを得るための検討を行う． 

・改良 9Cr 鋼溶接継手クリープ疲労強度評価法を開発する．また，改良 9Cr 鋼-オーステナ

イト系ステンレス鋼異材溶接継手施工条件の最適化と，異材溶接継手クリープ疲労強度

評価法を開発する． 
 

② FBR 用 12Cr 鋼の仕様選定と性能試験 

・FBR 構造材料として適切な性能を備えた 12Cr 鋼の仕様を提示する． 
・12Cr 鋼極厚鍛鋼品の仕様を提示する． 
・2010 年度にそれまでの成果をレビューし，その後の研究継続について判断する． 
 
 

③ 高温構造設計指針の整備 

 (a) 容器の設計法 
・オーステナイト系ステンレス鋼を前提に開発された既存の高温構造設計方針の高クロム

鋼への適用性を検証し，高度化する． 
 (b) 配管設計法 
・オーステナイト系ステンレス鋼配管の試験研究に基づき開発された既存の配管設計法の

高クロム鋼への適用性の検証を実施する． 
・材料と構造の特徴を的確に反映した LBB 成立性評価法を提示する． 

 (c) 特殊構造設計法 
・FBR 実証施設に採用が検討されている球形管板に対し，適切な設計評価法を整備する． 

 (d) 熱過渡強度試験 
・高クロム鋼製機器・配管の過渡熱応力に対する破損様式と限界強度を把握するとともに，

その評価法を確立するため，熱過渡強度試験を実施する． 
 
４．スケジュール 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

① 改良9Cr鋼の材料強

度基準整備 

     

② FBR 用 12Cr 鋼の仕

様選定と性能試験 

     

③ 高温構造設計指針

の整備 

     

 
 
５．これまでの成果 

（１）研究方法 

① 改良 9Cr 鋼の材料強度基準整備 

長寿命化に対応した改良 9Cr 鋼の材料強度基準案の提示に関しては，設計寿命 60 年と

適用温度範囲の高温側への拡張に対応した材料強度基準案の提示に必要な材料試験デー

タを整備するとともに，改良 9Cr 鋼の長時間強度を外挿評価するための技術を開発する．

また，改良 9Cr 鋼極厚鍛鋼品，薄肉小径伝熱管の材料強度基準案整備に必要な材料強度 

添付資料4．1-1 配管短縮のための高クロム鋼の開発 

（1）FBR用高クロム鋼の開発 

長寿命化に対応した改良９Cr 鋼の材料強度基準案の提示 

改良９Cr 鋼実規模部材製造技術開発 

改良９Cr 鋼最適溶接施工技術開発 

改良 12Cr 鋼の仕様選定と性能試験 

改良 12Cr 鋼実規模部材製造技術に係る課題摘出 

容器の設計法 

配管設計法 

特殊構造設計法 

熱過渡強度試験 
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データを整備する．さらに，改良 9Cr 鋼の材料強度特性に及ぼすナトリウム環境の影響，

繰返し軟化の影響および高温熱時効の影響を材料強度基準等に反映することの要否を判

断するために必要なデータを整備する． 
改良 9Cr 鋼実規模部材製造技術開発に関しては，改良 9Cr 鋼大型鍛鋼品および薄肉・小

径伝熱管の試作，および所要の性能が達成されていることを確認するための評価試験を

実施する．また，改良 9Cr 鋼製薄肉大口径直管／エルボおよび蒸気発生器の主要構造（2
重伝熱管，管-管板接合部，CSEJ）を製作する上での課題を摘出し，それらを解決する方

策について検討する． 
改良 9Cr 鋼最適溶接施工技術開発に関しては，FBR での使用条件で改良 9Cr 鋼溶接継手

において Type-IV 損傷が発現する可能性を評価するための長時間試験を実施するととも

に，既往のデータを含めた評価を行う．溶接熱影響部を必要に応じ考慮できる改良 9Cr
鋼溶接継手クリープ疲労強度評価法を開発する．また，必要に応じて改良 9Cr 鋼-オース

テナイト系ステンレス鋼異材溶接継手施工条件を提示するとともに，異材溶接継手のク

リープ疲労強度評価法を開発する． 
 

② FBR 用 12Cr 鋼の仕様選定と性能試験 

FBR 用 12Cr 鋼の仕様選定と性能試験に関しては，W-Mo，Nb-V 添加量を変化させた試

作鋼に対する材料試験・分析を実施し，延性・靭性および長時間組織安定性に優れる 12Cr
鋼の最適化学成分の方向性を提示する．  

FBR 用 12Cr 鋼実規模部材製造技術に係る課題摘出に関しては，12Cr 鋼で極厚鍛鋼品を

製造することを想定し，最適化学成分および熱処理条件等の方向性を提示する． 
 

③ 高温構造設計指針の整備 

容器の設計法に関しては，ラチェット疲労・ラチェットクリープ疲労試験などにより変

形許容値の妥当性を確認する．また，クリープ疲労評価に関して，既存データに基づき

現行クライテリアの妥当性を確認する．NC（Negligible Creep）カーブに関して，クリー

プ損傷などに着目し整理する． 
配管設計法に関しては，改良 9Cr 鋼管および管台の座屈特性および繰返し変形特性を解

析により把握し，これに基づき，設計クライテリアへの適応性を検証するための試験を

実施する．また，LBB 評価法に関する検討と，評価に必要となる材料特性データおよび

解析データを整備する． 
特殊構造設計法に関しては，球形管板について，熱過渡時の最大応力や最大応力発生位

置を解析により特定するとともに応力発生機構を整理し，熱過渡時の応力を低減できる

管板構造を検討する．これらの検討結果に基づき適度な保守性を持つ管板設計評価法を

提案する． 
熱過渡強度試験に関しては，装置ならびに試験体を設計・製作し，試験を実施する． 

 
（２）主要成果 

① 改良 9Cr 鋼の材料強度基準整備 

改良 9Cr 鋼の長時間材料強度特性評価に必要な長時間クリープ試験データの取得を進

めた． 
 

改良 9Cr 鋼鍛鋼品および伝熱管に対して，クリープ試験等の材料特性試験を実施し，実

施した試験においては，所要の機械的性質を満足する見通しを得た． 
改良 9Cr 鋼の材料強度特性に及ぼすナトリウム環境の影響，繰返し軟化の影響および高

温熱時効の影響を材料強度基準等に反映することの要否を判断するために必要なデータ

の取得計画を作成し，試験に着手した． 
改良 9Cr 鋼極厚鍛鋼品の製作においては，偏析を低減するため，ESR（Electro-slag 

Remelting）による製造を考慮する必要があることを示した．さらに，実規模極厚鍛鋼品

製造プロセスに関する検討を行った． 
薄肉・小径・長尺伝熱管を国内の量産設備を用いて製造する場合の技術的課題について

検討した上で試作を行い（図 1），試作品に対する性能確認試験を実施し，概ね良好な結

果を得た． 
なお，蒸気発生器の主要構造の製作性に係る研究開発の成果は，1-1 別紙に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
溶接熱影響部を考慮した溶接継手クリー

プ疲労強度評価法について調査を実施し，

モデルの構築のために必要な材料特性試験

およびモデルの妥当性検証に必要な試験の

計画を提案した． 
 6種類の改良9Cr鋼－オーステナイト系ス

テンレス鋼異材溶接継手（図 2）を製作し，

それらに対する性能試験を実施して，材料

特性に及ぼす溶接施工条件の影響を調べた． 
 
これまで Type-IV 損傷は，FBR の温度条件

（550℃）では発生する可能性は低いと考えられてきたが，物質･材料研究機構の材料試験

で留意すべきデータが取得された．このため，改良 9Cr 鋼溶接継手のクリープ強度に関し

て，電力実証炉開発時に取得したデータ等との整合性を含め総合的に分析し，550℃の温度

条件で長時間経過後に Type-IV 損傷が発生する可能性について評価するとともに，試験温

度を高めた加速試験や溶接熱影響部の強度と組織変化に着目した検討等を実施して，2010
年の技術判断を適切に実施することとする． 

 

改良 9Cr 鋼 

SUS304 

溶接部 

 

 図 2  製作した異材溶接継手外観

 図 1  試作した伝熱管の外観  
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② FBR 用 12Cr 鋼の仕様選定と性能試験 

強化元素添加量を変えた 12Cr 鋼を製

作し，試験計画に基づき材料試験を開始

し，短時間試験など一部の材料試験デー

タを取得した． 
実証施設規模の蒸気発生器管板を想定

して 12Cr 鋼鍛鋼品製造要領を検討し，

製鋼・鍛造・熱処理・試験検査の各工程

における製作上の課題を摘出した． 
 

③ 高温構造設計指針の整備 

既存の高温設計指針における変形許容

値の改良 9Cr 鋼への適用性検証のために

ラチェット（クリープ）疲労試験の試験

計画を立案し，試験を実施した．配管に

おける座屈評価等に関しても同等の試

験計画を立案し，解析等の試験準備を実

施した．クリープ疲労評価や NC カーブ

に関してもクライテリアの妥当性に関

するデータ整理，検討を実施した．蒸気

発生器管板に関しては，球形管板解析法

を整備し，熱過渡時の発生応力を低減で

きる管板形状を提案した．また，この結

果に基づき熱過渡強度試験に供するた

めの試験体（図 3）の構造設計を実施す

るとともに，試験体にあわせた熱過渡強

度試験装置を改造（図 4）するための設

計を実施した． 
 

（３）試験等の結果のまとめ 

① 改良 9Cr 鋼の材料強度基準の整備に向けて，必要な材料特性試験の計画を策定し，試験

を実施している．また，実証施設で想定される改良 9Cr 鋼部材について，試作を含め製

作性に係る検討を実施している．さらに，改良 9Cr 鋼溶接継手に Type-IV 損傷が発現す

る可能性を評価するために，試験計画を策定し，試験を実施している．改良 9Cr 鋼-オ
ーステナイト系ステンレス鋼異材溶接継手を製作し性能試験を実施するとともに，異材

溶接を含む改良 9Cr 鋼溶接継手のクリープ疲労強度評価法の確立に向けて，必要な試験

計画を策定し，試験を実施している． 
② FBR 用 12Cr 鋼の仕様選定に向けて，強化元素添加量を変えた 12Cr 鋼を製作し，それら

の特性試験を実施している．また，実証施設で想定される寸法の 12Cr 鋼鍛鋼品を製作

する場合の製造要領を検討している． 
③ 改良 9Cr 鋼高温構造設計指針の作成に向けて，既存の高温構造設計指針の変形許容値，

座屈の評価，クリープ疲労の評価等に対する高クロム鋼への適用性の検証を，解析と試

験により実施している．蒸気発生器管板の設計評価法に関して，構造物試験体の設計・

製作を実施するとともに，試験を実施するための熱過渡試験装置の改造工事を実施して

いる．また，LBB 成立性評価法の整備に向けて，材料と構造の特徴を的確に反映した評

価法の検討を行うとともに，改良 9Cr 鋼の高温破壊力学特性データを取得している． 
 
６．成果目標の達成見通しについて 

現在の作業工程により，成果目標は達成可能の見通しである． 

 250℃

600℃

 

図 3  多孔板モデル試験体概念図と解析例

  

図 4  熱過渡強度試験装置改造後概念図
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１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

高クロム鋼を FBR 実証施設の冷却系構造材料に採用するため，蒸気発生器の設計成立性に

係る主要構造として，密着 2 重伝熱管，管-管板接合手法，CSEJ（Convoluted Shell Expansion 
Joint）を開発する． 
密着 2 重伝熱管については，設計要求を満足する長尺小径薄肉の密着２重管加工条件を把

握し，製作性見通しを得る必要がある． 
管-管板接合手法については，管板貫通部の拡管とスタブ部の溶接による 2 重シール構造を

採用し，バウンダリとしての信頼性とコンパクトな伝熱管ピッチを両立する施工技術を開発

する必要がある． 
CSEJ については，熱膨張差による変位を吸収するための部材として，改良 9Cr 鋼製 CSEJ

の技術的な見通しを得る必要がある． 
 
２．開発目的 

蒸気発生器の主要構造の製作性見通しを得るため，以下を開発する． 
・密着 2 重伝熱管 
長尺小径薄肉の密着２重管加工に係わる技術的な見通しを得るため，試作による密着 2 重

管の製作性及び設計要求の充足度（均一性，面圧，間隙幅等）を確認する． 
・管-管板接合手法 
管-管板溶接部では，伝熱管と管板を模擬した試験体の溶接試験を行い，最適な開先形状等

の狭隘環境での溶接条件の設定に係る技術を開発する．また，拡管部では，候補となる拡管

技術の改良 9Cr 鋼伝熱管，管板に対する適用性を試験により確認する． 
・CSEJ 
鍛鋼品から切削による機械加工により１／10 程度の縮尺の CSEJ を試作し，製作性を確認

するとともに，解析評価及び変形挙動・疲労試験により健全性を確認する． 
 
３．実施内容 

改良 9Cr 鋼の材料強度基準整備のため，以下の改良 9Cr 鋼実規模部材製造技術開発を実施

する． 
・最長約 15m の密着 2 重伝熱管を試作し，技術的課題の摘出と密着 2 重管加工条件・仕様に

係る知見を整備し，長尺化への見通しを得る． 
・管-管板接合手法として，スタブ部溶接継手と管板貫通部の拡管による 2 重シール構造の施

工法および評価手法を開発し，試作と強度・健全性試験を実施することにより，製作性，

有効性，健全性を把握する． 
・改良 9Cr 鋼製 CSEJ については，リング鍛鋼品の切削加工による製造法の検討と解析評価

および小規模試作，各種特性試験を実施し，製作性，有効性，健全性を把握する． 
 
 
 
 
 
 

４．スケジュール 

項目 2006 2007 2008 2009 2010 
長尺密着 2 重伝熱管の開発 
 
 
 
管-管板接合手法の開発 
 
 
 
CSEJ の開発 
 
 

     

 
５．これまでの成果 

（１）研究方法 

35 級長尺小径薄肉の密着 2 重伝熱管については，現状能力を超える設備上の課題を有する

ことから，太径短尺管の試作から着手し，段階的に長尺化を指向することにより，2010 年ま

でに最長約15mの試作により長尺管の製作見通しを得る．現状入手可能なφ31.8mm×2.8mmt
×10m の改良 9Cr 鋼製素管を用い，内外管の寸法調整の後，φ28mm×外管 2mmt/内管 2mmt
の密着 2 重管を冷間引抜き加工により試作し，工業的な製作性を考慮した密着 2 重管加工条

件を設定する．さらに，小径薄肉化技術開発中の素管を用いて，太径密着 2 重管試作で選定

した加工条件の小径管への適合性を把握する． 
管-管板接合手法の開発については，管-管板溶接に関して，伝熱管と管板を模擬した試験

体の溶接試験と健全性確認試験を行い，最適な開先形状等の溶接条件を設定するとともに，

実機狭隘条件下で施工できる溶接技術を開発し，最適な溶接施工法を確立する．さらに，拡

管に関して，実機を部分的に模擬した部材を用いた試作・試験により，拡管施工性と接合強

度を確認し，最適な拡管施工法を確立する． 
CSEJ については，改良 9Cr 鋼製鍛鋼品からの切削加工により 1/10 程度の縮尺の CSEJ を

試作し，製作性を確認するとともに，変形挙動試験と常温および高温の疲労試験により有効

性と健全性を評価する． 
 
（２）主要成果 

長尺密着 2 重伝熱管については，φ28mm×外管 2mmt／内管 2mmt の密着 2 重管を冷間引

抜き加工により試作し，目標の間隙幅(3μm 以下)，面圧(30MPa 以上)，表面状態を満足する

密着 2 重管の加工条件を把握した(図 1)．試作長を 2～10m へ段階的に長尺化した結果，寸法

精度，仕上りに対する引抜長さの影響は小さかった．また，φ28mm×外管 2mmt／内管 2mmt
×5m の密着 2 重管を潤滑剤と引抜き速度をパラメータとした試作により，工業的な製作速

度である引抜速度 15m／min まで焼付きの発生なく引抜きができた．さらに，小径薄肉化技

術開発中の素管を用いた小径薄肉の密着 2 重伝熱管を試作し，太径密着 2 重管試作で選定し

た加工条件が小径管へ適用可能であった． 

太径 2 重管試作 
(10m) 

拡管試験 

CSEJ 試作・製作性試験 

小径 2 重管試作 
(10m) 

小径 2 重管試作 
(15m) 

溶接試験 

施工条件・健全性確認試験 

常温試験 高温試験 評価

添付資料4．1-1 配管短縮のための高クロム鋼の開発 

（2）改良9Cr鋼密着2重伝熱管，管-管板接合部，CSEJ製造技術開発 
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図 1 試作密着 2 重管の代表例(5m) 
 

管-管板接合手法(図 2)のうち，スタブ部溶接継手については，伝熱管と管板を模擬した試

験体の溶接試験を行い，基本的な施工条件として，最適な開先形状（ルート厚さ，ルート幅，

開先角度）及び溶接条件（溶接電流，溶接速度，ワイヤ供給量）を設定した（図 3）．さらに，

管板貫通部の拡管については，密着 2 重伝熱管と管板を模擬した試験体を用いて，液圧拡管

とローラ拡管の 2 手法の拡管試験を行った．それぞれの手法に対し，拡管力をパラメータと

した試験を実施し，施工性を把握した． 
 

端合せ溶接

拡管管板

密着２重管

蒸気プレナム

管束部

水・蒸気側

Na側

 
 

図 2  管-管板接合手法 
 

 

 

溶接トーチ 

溶接ワイヤリール 

回転部 

電源ケーブル 

試験体保持チャック 

バックシールドガスホース 

トーチ近傍拡大 

試験体 

キャップ 管板スタブ 

冷却治具 

架台 

 

5mm5mm

キャップ 管板スタブ

2 重管(内管) 2 重管(外管) 

溶接試験の状況 溶接試験体の代表例（断面マクロ）  
 

図 3 溶接試験結果の代表例 
 
 
CSEJ については，切削加工による加工手順，条件等を設定し，改良 9Cr 鋼鍛鋼品を用い

て小径の試験体を製作し，切削加工による CSEJ 形状の基本的な加工性として，製作精度，

表面粗度を把握した（図 4）．試作した試験体により，変形特性試験を実施し，常温の CSEJ
の軸方向・水平方向の荷重-変位関係，ひずみの発生分布を取得し，有限要素法（FEM）解析

モデルの弾性ひずみ分布と良い一致を得た（図 5）．さらに，常温疲労試験を実施し，試験体

の軸方向に引張・圧縮の変位を繰り返し与え，繰返し数約 34 万回でき裂が試験体を貫通し

た．この結果により，切削加工で製作した CSEJ 試験体の常温疲労寿命を，基礎試験で得ら

れた S-N 曲線（推定線）により適切に評価できることがわかった． 
 
 

 
図 4 CSEJ 試験体（外径 245mm） 

 
 

←引抜き先端 

引抜き後端→ 
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図 5 CSEJ の変形特性 

 
（３）試験等の結果のまとめ 

改良 9Cr 鋼の材料強度基準整備のため，以下の改良 9Cr 鋼実規模部材製造技術開発を実施

中である． 
・10m 長の密着 2 重伝熱管を試作し，設定した加工条件の適合性を把握した． 
・管-管板継手の溶接及び拡管施工法について，基本的な施工性を把握した． 
・CSEJ については，小径の試作により製作性と常温の各種特性を把握した． 
 
６．成果目標の達成見通しについて 

長尺密着 2 重管の製作については，これまで実施した 10m 級の試作結果により，目標のギ

ャップ幅，面圧及び表面状態を満足する密着 2 重管の加工条件を把握し，寸法精度，仕上り

に対する引抜き長さの影響が小さかったため，2010 年目標の 15m 級の小径薄肉管の製作目

標は達成の可能性が高いと判断する．ただし，35m 級長尺小径薄肉の密着 2 重伝熱管につい

ては，従来製造実績の範囲を超え，設備上の課題がある．実機長の密着二重管の製作に必要

な設備投資をするか否かの判断にあたり，製作上の技術課題についてミルメーカにて必要な

開発ステップ，設備投資額などについて検討する．これと同時に 2008～2009 年度に実施予

定の 15m 伝熱管の試作試験で実機長の製作性を見通す方法について検討する． 
CSEJ については，小規模試験体の試作により，切削による製作精度は高く，常温の変形

特性・疲労試験により，変形及び疲労特性に対する材料，加工方法による影響が小さいこと

がわかったため，成果目標は達成可能の見通しである． 
管-管板継手については，狭隘部の溶接施工性及び拡管施工性に着目した試作及び健全性試

験により成立性を確認する予定である． 
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添付資料 4．1-2 システム簡素化のための冷却系 2 ループ化 
 

１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

１．１ 流力振動評価 

電力実証炉に比べて、実用炉（150 万 kWe）の１次系配管は大口径化（ホットレグ配管口径は

0.97m→1.27m）し、管内流速も大幅に増大（平均流速で 4.8m/s→9.2m/s）した設計としている。

そのため、FS フェーズ２（2001-2005 年度）では、流体の乱れに起因した配管の流力振動の影響

を把握することを目的として、ホットレグ配管 1/3 縮尺水試験を実施した。[1] 
試験装置は、エルボを含む内径約 0.4m の縮尺試験体を原子炉容器に相当する入口タンクに上

部から差込む構成としている。試験では、可能な限り実機条件に近づけるため、配管内の平均

流速として実機相当の 9.2m/s（最大 Re 数：8.0×106）の条件まで可能な試験ループとした。[2]

２つのエルボ試験体（アクリル製と SUS 製）を用意して、２種類の流動可視化試験と流力振動

試験を実施した。[3] 流動可視化試験体は配管に与える流体力を測定するとともに流況を観察す

ることが目的である。他方、流力振動試験は実機配管と剛性および支持条件を一致させ、振動

特性データを取得することが目的である。 
室温で平均流速 0.8～9.2m/s（Re=0.3～3.7×106）の条件で、配管入口整流条件下で管内の流況

観察及び流速分布計測を実施した。剥離域の形成範囲等の全体流況や配管内の流速分布に関し

ては、レイノルズ数が増大しても有意な変化は見られなかった。[4,5] なお、剥離域の下流に向か

って、周期的に渦が放出されるという剥離流れの特徴を捉えた。また、可視化画像等から求めたエ

ルボ部の最大流速（平均流速の約 1.5 倍）に基づいて評価した実機エルボでの局所最低圧力は飽和

蒸気圧を上回っており、高流速条件下においてもキャビテーション発生を回避できる見通しを得た。[6] 

エルボでの乱れ強さを評価する観点で、試験体全体での全圧力損失係数を求めた（図 1）。本試

験は、従来データを１桁以上超える高レイノルズ数領域でのデータを初めて取得したものであ

り、レイノルズ数が 106 を超える超臨界域では全圧力損失係数は 1.3 程度で一定となった。また、

粘性の影響を調べるため 60℃温水を用いた試験（Re=2.7～8.0×106）でも、全圧力損失係数が一

定で、エルボでの剥離域の大きさ等、流況が大きく変化しない試験結果が得られた。このよう

に、レイノルズ数が 106 以上の領域において有意な変化が見られないことから、実機ホットレグ

配管（Re=4.0×107）内の流動場とその変動特性、すなわち、エルボでの剥離を伴う流れによる

乱れの発生の程度を推定できると考える。 
配管への励振源となる管壁上での圧力変動を、試験体の流れ方向及び周方向に設置した圧力セ

ンサで計測した。図 2 に、実流速 9.2m/s 条件における試験体各部での無次元圧力変動パワース

ペクトル密度(PSD)（＝圧力変動 PSD／（ρ2U3D）、ρ：流体密度、U：平均流速、D：配管内

径）を示す。圧力変動の周波数特性は剥離域を含む領域が支配的となった。また、剥離域での

圧力変動には無次元振動数（＝fD／U、f：振動数）0.45 での卓越ピークが現れ、流況観察で見

られた剥離域からの渦放出の周期性に対応することが分かった。 
また、流速および粘性（60℃温水）を変えても圧力変動データは無次元化するとほぼ一致する

ことが明らかになった。つまり、無次元圧力変動 PSD はレイノルズ数（流速および粘性）に対

して依存性がほとんどないことが明らかとなった。[7] 
1/3 縮尺水流動試験で圧力変動特性は有意なレイノルズ数依存ではないことから、実流速条件

での無次元圧力変動特性に基づき、実機とのスケール比、流体の密度比等の相似則を考慮して、

実機配管系の振動応答評価の入力条件を 1/3 縮尺試験結果（圧力変動 PSD、相関長等）を用いて

設定し、流力振動解析を実施し、振動試験データと比較し、評価手法の検証を行った。[8] 
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単エルボ体系の実機のホットレグ配管の場合、1/3 試験で整理された無次元圧力変動 PSD を実

機換算し、簡略化のため試験結果を包絡するような直線状の圧力変動 PSD を設定した。検証さ

れた振動評価手法を適用した結果、ホットレグ配管の最大応力は 16MPa（配管下端部で発生）

となるが、暫定値である 2¼Cr-1Mo 鋼の設計疲労限（550℃で 49MPa）以下となった。コールド

レグ配管の縮尺試験は実施していないが、ホットレグ配管の振動評価を参考にして流力振動評

価を実施した結果、最大応力は 40MPa（第 3 エルボで発生）となるが、2¼Cr-1Mo 鋼の設計疲労

限（395℃で 75.7MPa）以下となった。このように、大口径・高流速条件となる実機配管系の流

力振動応答を評価した結果、配管の健全性を確保できる見通しが得られた。[9] 
なお、実機の配管材として想定している改良 9Cr 鋼の疲労限に関するデータは、2011 年以降

に整備される計画だが、強度的に 2¼Cr-1Mo 鋼より高くなることが予測される。 
 

１．２ 超音波流量計の開発 

実用炉（150 万 kWe）は実証炉と異なり配管材質が高クロム鋼（磁性体）であり、電磁流量計

が使用できない。磁性体配管に適用可能な方式である超音波流量計については、もんじゅ段階

までに、配管口径 24B に適用可能なガイド棒方式の伝搬時間差流量計が開発、実証されている。
[10] その後、超音波センサの高温化開発により耐熱性が向上(500℃)し、ガイド棒が不要な配管直

接接触方式を可能[11] にするとともに、大口径配管に設置した場合でも充分な音圧伝搬が得られ

ること(44B 水試験)[12]、遠隔交換に必須のカプラント（伝音材）の固体化の有望性を確認するな

ど、要素技術が進展している。超音波流量計の実用化要件は、大口径、複雑流況、長期間の耐

高温・温度サイクル及び遠隔交換への適用であり、FaCT 開始時点までに前述のセンサ要素の適

用性見通しを得るとともに、FS フェーズ２の段階で、大口径配管水流動試験により、多測線方

式の流量計測信号の直線性改善及び出力信号変動の抑制に関する有効性が確認されている。 
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図１ エルボの全圧力損失係数    図２ 無次元圧力変動パワースペクトル密度 
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２．開発目的 

システム簡素化のための冷却系２ループ化は、出力の大型化を図りながら冷却系を 2 ループと

し、冷却系機器の数を減らすとともに配管長さを短縮して物量、補機類、及びその配置スペー

スを削減し、建設コスト低減を図る革新技術である。本概念を成立させるため、下記の研究開

発を実施している。 
2 ループ化に伴う配管大径化と冷却材流速の増加に対し、配管系の破損につながる振動・材料

損耗が発生しないなどの構造健全性を確保できる技術根拠を、水を用いた流動試験により流体

励振力データを取得し、振動応答評価手法を確立する。 
ナトリウム冷却炉の実用化概念である 1 次冷却系の直管部が短い高クロム鋼（磁性体：従来の

電磁流量計が適用できない）の大口径配管に適用する安全保護系流量計として、超音波伝搬時

間差多測線方式流量計を開発する。 
 
３．実施内容 

流力振動評価については、2005 年度までに実機（150 万 kWe）ホットレグ配管の 1/3 縮尺水流

動試験装置を用いて、理想的な配管入口整流条件であるものの、流力振動データを取得して流

力振動評価手法の検証を行った。2006 年度以降は、ホットレグ配管について、同 1/3 縮尺装置

で配管入口条件を変更した試験を実施する。また、コールドレグ配管について、1/4 縮尺試験装

置を製作してデータ取得を行う。これらの試験データにより振動応答評価手法を確立するとと

もに、その手法による実機評価により実機設計の成立性を確認する。さらに、流動メカニズム

把握のため、小規模試験および流動解析コードの検証を実施する。 
超音波流量計開発については、2009 年度まで注 1）に大きく 3 つの技術項目に分けて要素的な研

究開発を実施し、1 次主冷却系流量計測システムの仕様、システムの有効性及び安全保護系に適

用できることを実証するための課題の解決の見通しを示す。①高温用超音波センサ及びセンサ

遠隔交換技術の開発では、センサ及びセンサ押し付け機能の高温及び温度変化に対する特性並

びにセンサ取り外し機能を確認する。②信号処理技術の開発では、安全保護系に適用する信号

処理手法の検討及び信号処理装置試験体の設計、製作を行い、基礎水試験、ナトリウム試験及

び水流動試験を通じて信号処理手法及び信号処理装置試験体の改良を行う。③測線最適化手法

検討では、流動予測解析及び超音波流量計出力算出プロセスからなる、開発目標を満足する超

音波流量計性能を得るための測線数の最適化を行う手法を構築し、水流動試験により検証する。

その後、課題を解決するための要素試験を経て、実証試験を実施する。 
 
４．スケジュール 

項目 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

流力振動評価

・設計に必要な流体励振力データの取得

・配管系の振動応答評価手法の確立

超音波流量計の開発

・計測要素の開発

・要素試験

・大型Na試験施設での実証

ホットレグ水試験（単エルボ体系）

コールドレグ水試験（多段エルボ体系）

要素開発（センサ、信号処理、遠隔交換、測線最適化）

要素試験

実証試験

 

 

５．これまでの成果 

５．１ 流力振動評価 

（１）研究方法 

2010 年までに実機条件での大口径配管の技術的成立性を見通すため、図３のような研究方法

を定めた。ホットレグ配管については 1/3 縮尺試験装置を用いて、入口乱れ（旋回流と偏流）の

影響を考慮した流力振動データを取得する。コールドレグ配管については 3 段エルボを有する

実機の 1/4 縮尺モデル試験を行う。また、実機評価のため流動解析手法を整備する。さらに、そ

の検証に必要な試験データを取得するとともに、配管スケール効果を調べることを目的として、

小規模試験を大学等と協力して行う。これらの小規模試験および解析により流動メカニズムを

把握するとともに、実機外挿のための技術的根拠を整備する。 

ホットレグ

JAEA，CRIEPI

MFBR，MHI

革新技術の採否判断▲ 総合

試験
1/3縮尺(MHI) 試験装置改良 入口偏流試験入口旋回流試験

試
験
研
究

解
析
研
究

2007 (H19) 2008 (H20) 2009 (H21) 2010 (H22) 2011～

入口整流試験(低Re) 入口旋回・偏流試験入口整流試験(高Re)

2段エルボ試験

試験装置製作 3段エルボ試験1段&2段エルボ試験

1/10縮尺(愛媛大)

試験装置設計 可視化試験試験装置製作 振動試験

流動解析コード適用
性検討

流動解析コード高度化と検証

流動構造連成解析コード開発・検証

1/4縮尺(MHI)

1/7縮尺(東北大)

1/15縮尺(東北大)

コールドレグ

振動評価手法検証

実機
評価

 
図３ 研究方法と工程 

（２）主要成果 

ホットレグ配管については、炉上部プレナム内流動解析を参考にして、旋回流および偏流試

験の条件を検討して、旋回流発生装置および偏流発生装置を製作した。旋回流は旋回羽根を入

口タンクに設置して発生させる（図４）。 
偏流発生装置を図５に示す。試験装置設計のため、FLUENT コードによる偏流発生時の流況

を予測した（図６）。入口整流条件と比べて、入口偏流（炉壁側が低い流速分布）条件ではエ

ルボ入口部で高流速部がエルボ腹側に位置し、その影響により剥離域が小さくなる結果を得た。 

   

図４ 旋回流発生装置    図５ 偏流発生装置   図６ 偏流発生時の流況予測 注１） 本研究は、旧電源開発促進対策特別会計法及び特別会計に関する法律（エネルギー対策特別会計）に基づく

文部科学省からの受託事業として、三菱 FBR システムズ株式会社が実施した平成１８年度及び平成１９年度「高

クロム鋼を用いた 1 次冷却系配管に適用する流量計測システムの開発」の成果である。 

UIS バッフル板模擬 

剥離域小

乱流エネルギ大

配管

入口
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コールドレグ配管については、1/4 縮尺試験装置の設計

を実施した。基本設計では流動解析を実施した（図７）。

中間熱交換器（IHX）環状部から流入する配管入口では剥

離が生じること、エルボ 1 段目では小さな剥離が生じるが

2 段目では剥離域が小さくなること、2 段目から 3 次元的

に配管が配置されることにより旋回が発生することを考

慮して試験体を設計した。アクリル製配管を使用する可視

化試験装置と SUS 製配管を用いる振動試験装置の 2 つを

用意した。 
小規模試験については、ホットレグ 1/10 縮尺試験装置、

コールドレグ 1/7 縮尺試験装置を製作した。試験装置性能

確認のため、予備的な試験を実施した。 
実機評価に適用する解析評価手法の検討のため、1/3 縮

尺水試験を対象として、STAR-CD Ver.3.2 を用いて乱流モデル及び離散化手法をパラメータとし

た感度解析を実施した。その結果、LES (Large Eddy Simulation）と RSM（Reynolds Stress Model）
を用いた場合に、流動状況（流速分布）を再現できる解析モデルを選定した（図８）。配管の

流力振動評価には管壁上の圧力変動 PSD が入力条件として必要である。ショートエルボ配管内

の非定常特性として流動状況及び圧力変動パワースペクトル密度（PSD）を評価するには、本

解析の範囲では RSM による解析が適していることが分かった（図９）。[13] 

      
図８ エルボ出口での軸方向速度の径方向分布  図９ エルボ出口での圧力変動 PSD  
 
（３）まとめ 

ホットレグ配管については、1/3 縮尺試験装置に実機で想定される入口条件を考慮した試験を

行うための試験装置を製作し、試験実施に備えた。コールドレグ配管については、1/4 縮尺試験

装置を設計し、装置製作に備えた。実機評価に適用するための解析評価手法を検討し、評価手

法を選定した。 

５．２ 超音波流量計の開発[14][15] 

（１）研究方法 

2009年度までに 1次冷却系の

直管部が短い高クロム鋼の２

重管構造の大口径配管に適用

する安全保護系流量計測シス

テムに適合する超音波伝播時

間差多測線方式流量計測シス

テム（超音波センサは配管に直

接接触させる）について、高温

用超音波センサ技術、センサ遠

隔交換技術、信号処理技術の開

発及び測線最適化検討を行い、

実機に適用するシステムの

仕様、有効性及び安全保護系適用への課題の解決方策を示す（図１０）。 
 
（２）主要成果 

センサについては、圧電素子周り並びにカプラント部の要素試験体を製作して試験を実施し

た。センサは圧電素子にダンパを付けなくても良好な信号減衰特性が得られることが分かった

（図１１）。拡散接合による圧電素子とシュー（圧電素子で発生した超音波を適切な入射角度

に導くもの）の接合部に対して高温及び温度サイクル（事故時想定温度：530℃、100h、低温停

止時温度：200℃・事故時最高温度 530℃間 5 サイクル）を印加しても特性に特に劣化はないこ

とが分かった。カプラントの候補材である金と銀について、高温及び温度サイクルを印加する

とともに、押付角度を変えて伝音特性を比較した。また、高温及び温度サイクル印加後、配管

を模擬した板材への残留を調査した。これらの結果を踏まえて銀を採用することとした。これ

らの要素試験結果に基づき、センサ試験及びセンサ・遠隔交換機構試験用試験体の基本設計を

完了した。 
センサ遠隔交換機構については、遠隔交換方式を検討するとともに押付機構について皿バネ

式及びベローズ式（ガスバネ）の要素試験体を製作して試験を実施し、押付面の傾き、押付均

一性及び押付力維持、位置決め精度に係わる全ての性能目標を満足するベローズ式を選定した

（図１２）。これらの要素試験結果に基づき、遠隔交換機構試験体及びセンサ・遠隔交換機構

試験体の基本設計を完了した。 
 
 
 
 
 
 
                          

図１１ 信号減衰特性の一例      
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図７ コールドレグ配管内の

流況予測 

模擬 IHX
環状部 

旋回発生 
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図１０ 研究方法と工程
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信号処理については、基礎水試験を実施して信号処理手法検討用データベースを整備した。

発達した流動場の計測データの分析から、流量計測値と参照用流量計の指示値が精度内で一致

しており、試作した信号処理装置の基本仕様及び機能が適切であることを確認した。複雑な流

況の観察データ及び超音波データの分析から、速度分布と伝搬時間差の間に相関関係（速度分

布に対応した伝搬時間差であること）が示されていること、並びに流量に対する速度分布形状

の依存性が小さいことを確認した。流況変動による流量出力値の変動抑制効果について、測線

数及びフィルター処理回数をパラメータにして応答要求を満足する超音波データ計測周期を評

価した（図１３）。この結果から超音波データ計測仕様を設定して、信号処理装置試験体を改

良し、2008 年度に実施する水流動試験（ポンプ組込型 IHX 試験装置を用いた中型炉と等流速相

似条件の試験）に備えた。 

    

図１２ 交換機構（ベローズ式）       図１３ 変動抑制効果の一例 
 
測線最適化解析評価手法

の検討については、流動予

測解析及び超音波流量計出

力算出プロセスよりなる測

線最適化解析評価手法を構

築した（図１４）。超音波

流量計出力算出プロセスで

は、実際の超音波流量計測

信号処理における算出手法

に即した算出式を用いた他、

測線太さの影響を考慮した。

更に、この測線最適化解析

評価手法を適用して水流動

試験における測線数予測解

析を実施して、測線数や測

線位置の組合せを変えての

流量計出力を取得して真の

流量との違いを明らかにし、ここで構築した手法が測線最適化のための評価手法として用いる

ことができることを確認した。また、この解析の結果では、主流方向速度の速度分布形状が流

量によって大きく変わらないため、複数の測線を適切に組合せれば、目標の直線性±2％FS（フ

ルスケール）以下を満足できる可能性が示された。 
 
（３）まとめ 

【高温用超音波センサ及びセンサ遠隔交換技術の開発】センサ及び遠隔交換機構主要部の要素

レベルの試作試験を行って、センサ単体及びセンサと遠隔交換機構の組み合わせ試験用試験体

の製作、試験に備えた。【信号処理技術の開発】基礎水試験の結果を踏まえて、信号処理装置

を設計、改良し、水流動試験に備えた。【測線最適化評価手法】評価手法を構築し、適切な測

線の組合せにより直線性の性能目標を満足できる可能性を示した。計画通りの進捗である。 
 

６．達成見通し 

流力振動評価について、解析的評価手法 (特に、流動特性) を既実施試験に適用し、評価手法

の妥当性を予備的に検討して大口径配管内流動特性を適切に捉えられることを確認した。今後、

条件の異なる試験を解析することにより、実機条件での流力振動評価を可能とする解析的評価

手法を確立できる見通しである。また、これらの試験・解析研究によって、流動メカニズムを

把握することにより実機外挿に関して技術的根拠を整備するとともに、流動解析と連成した振

動評価により設計裕度を明確化していくことが可能であり、冷却系２ループシステムの成立性

を判断（構造健全性を確認）することが可能な技術的根拠を提示できる見通しである。 
超音波流量計の開発については、要素レベルの研究開発課題について解決できる見通しが得

られた。今後は、センサ試験及びセンサ・遠隔交換機構試験によりセンサ試験体及び遠隔交換

機構試験体の機器レベルの高温及び温度サイクルに関する特性を検討する。また、水流動試験

により信号処理装置及び測線最適化解析評価手法の検証を実施する。これらにより、検出器設

置環境に係わる条件（直管部長さ：配管口径の約 5 倍、定格温度：395℃、温度変化範囲：約 200
～530℃など）及び機能要求（計測範囲：定格流量の約 10～130%など）、性能要求（直線性・

繰り返し性：±2%FS、出力変動：±5%、応答性：0.3s）を満足する 1 次主冷却系流量計測シス

テムの仕様が明らかにでき、システムの有効性が示される見通しである。また、安全保護系に

適用できることを実証するための課題が明確にされ、解決の見通しが示される予定である。 
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図１  1/4 縮尺振動試験体外観 
（電磁加振機による加振器振動試験） 

１． FaCT 開始時点における技術開発状況 

2005 年までの成果においては 1/4 縮尺振動試験体を用いた加振器振動試験を実施し、

FINAS コードを用いた 3 次元振動伝達解析モデルを作成・検証した[1,2,]。電磁加振機に

よる加振器振動試験時の試験体外観写真を図 1 に示す。その解析精度は、一部の振動モ

ードを除いて固有値を±10%以内で評価可能であり、実機設計の固有値評価に適用可能

であるとの見通しを得た。更に、1/4 縮尺振動試験体を用いたポンプ加振試験結果から

振動伝達解析モデルにポンプの加振源としてのモデルが付加され、解析により振動伝達

を制御する設計手法の基盤が整備された。 
 

２．開発目的 

本研究開発項目においては、IHX 伝熱管への振動伝達を解析により予測し、機器運転

中に伝熱管に過度のフレッティング摩耗を生じさせる課題な振動を起こさない機器を

成立させることを目的としている。2010 年度までに機器内の振動発生及び振動伝達を

評価し、固有値を±10%以内で評価可能な解析モデルを構築・検証すると共に、振動伝

達解析モデル、及び伝熱管摩耗特性試験の結果と併せて、炉寿命中の伝熱管摩耗量を評

価可能で、かつその摩耗量が現実的な値となることを評価できる手法を開発する。 
 ポンプ組込型中間熱交換器は、1 次冷却系設備に係る物量の削減、及び原子炉建屋容

積に係る機器配置スペースの削減を図るため、１次主循環ポンプを中間熱交換器（IHX） 
に組み込む型の機器としている。その一方で、ポンプ組込型 IHX とすることにより機

器本体は流体で満たされた状態の薄肉多重円筒構造となり、ポンプ振動が構造へ与える

影響を把握することが重要な研究開発項目となる。特に IHX 伝熱管は支持構造物であ

るバッフル板とガタ支持であるため、IHX 伝熱管の振動に伴うバッフル板との衝突によ

るフレッティング摩耗を防止可能な機器設計が必要となる。それを実現する設計手法と

して、機器内の振動伝達を詳細な解析モデルにより評価し、その伝達経路を制御するこ

とにより過大な振動伝達を防止する手法を開発している。 
また、IHX 伝熱管の摩耗量評価手法の開発に関

しては、2009 年度に試験実施予定の要素試験から

伝熱管ワークレート（＝微小時間における平均荷

重×相対すべり長さ÷微小時間）のデータを取得

し、暫定で適用している 2･1/4Cr 鋼の比摩耗率デ

ータを用いて伝熱管摩耗量の推定評価が可能と

なる。 
 
３．実施内容 

(1) 1/4 縮尺振動試験体を用いた振動試験及び解析手

法の開発 
① 電磁加振機を用いた内部加振による振動伝達

試験及び解析モデルの開発（2004 年度） 
② ポンプ定格運転による振動伝達試験及び解析

モデルの開発（2005 年度） 
③ ポンプの運転点（回転数、流量、揚程の関係）

を変更させた条件による振動伝達試験（運転点変更試験）及び解析モデルの検証 
④ ポンプ回転翼（インペラ）の代りに吐出圧力を持たないディスクにアンバランスを

付加した振動伝達試験（アンバランスディスク試験）及び解析モデルの検証 
⑤ 安定限界把握試験及び解析モデルの検証 

(2) 伝熱管群振動試験及び解析手法の開発 
(3) 1/1 伝熱管水中振動試験及び解析手法の開発 

 
４．スケジュール 
 

項目 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
 
(1) 1/4 縮尺振動試験体を

用いた振動試験及び

解析手法の開発 
 
(2) 伝熱管群振動試験及

び解析手法の開発  
 
(3) 1/1 伝熱管水中振動

試験及び解析手法の

開発  
 

            

 

５．これまでの成果 

（１）研究方法 

2005 年度までの 1/4 縮尺振動試験体を用いた試験研究（振動伝達試験及び振動固

有値解析）及び FINAS コードを用いた 3 次元振動伝達解析モデルの作成・検証の結

果から以下の①から⑤の研究課題が摘出された。更に、それぞれの課題に対する研

究方法を以下の(a)から(e)のとおり計画し、その実行した。 
－摘出された課題－ 

① NZ 成分周波数における伝熱管の振動応答の解明と設計対策 
ポンプ定格回転数におけるポンプ NZ 振動成分（翼通過周波数成分の振動；

動翼が静翼を横切る際に発生する圧力波成分で流体中を伝達する）の周波数域

で、伝熱管に比較的大きな振動応答があり、この振動応答の原因究明と低減対

応方法の検討が必要である。 
② ポンプモデルの開発 

ポンプの加振源としての解析モデルの開発・検証。 
③ 液中稠密管束の振動モデル開発 

IHX 伝熱管群（液中稠密管束）の流体連成振動モデルの解析精度を検証する

こと。液中に浸漬する稠密（IHX の伝熱管ピッチ程度）管束の振動モデル構築

に あたり、FINAS コードを用いてメッシュサイズ、メッシュの設定方法、流

添付資料4．1-3  １次冷却系簡素化のためのポンプ組込型中間熱交換器開発 

（1）振動伝達を制御する設計 

（2）伝熱管摩耗特性評価 

運転点 

変更試験 
試験体改造 試験体改造 

アンバランス

ディスク試験 

安定限界 

把握試験 

試験体設計、 

部品製作 

試験体組立、 

試 験 

試験体製作 試験体設計 試 験 
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図 2 1/4 縮尺振動試験体解析モデル  

（全体鳥瞰断面図）  

体との連成方法等について種々のモデル化方法を検討した結果、液中の稠密管

束は接液面積がその体積に比して相対的に大きいため、流体連成のモデル化に

関する研究が必要であることが判明。 
④ 伝熱管ワークレート評価モデルの開発 

ポンプ回転及び 2 次側冷却材流れに起因する励振力に対する伝熱管とバッ

フル板のフレッティングによる伝熱管摩耗量を予測するための解析モデルの

構築が必要である。 
⑤ 運転限界の把握 

運転限界を把握するために、設計を超える運転条件（下部軸受減衰力が低下

する条件）での振動評価精度の向上が必要である。 
 －課題に対応する研究方法の検討、計画、及び実施内容－ 

(a) NZ 成分周波数における伝熱管の振動応答の解明と設計対策 
1/4 縮尺振動試験体を用いて、ポンプ運転点（ポンプ回転数と流量の関係）

を変更した試験を実施することにより、伝熱管振動応答のメカニズムを解明す

る。また固有値解析及び応答解析を実施して試験結果との比較評価を実施する。

FINAS による解析モデル（全体鳥瞰断面図）を図 2 に示す。 
(b)ポンプモデルの開発 

2005 年度までに実施した 1/4 縮尺振動試験体を用いたデータにより解析モ

デルを整備した。今後、1/4 縮尺振動試験体のポンプインペラを吐出圧力を持

たないディスクと置換え振動試験を実施することにより、流体の影響を排した

振動伝達を計測し、モデルの評価精度を向上させる。 
(c)液中稠密管束の振動モデル開発 

IHX の伝熱管束を模擬した稠密伝熱管群を水中に設置した試験体を外部加

振により振動させる試験を実施する。試験では、振動周波数及び応答を計測し、

そのデータを用いて解析モデルを開発する。 
(d)伝熱管ワークレート評価モデルの開発 

伝熱管の振動挙動及びバッフル板との衝突挙動を評価するためのワークレ

ート評価モデルを開発するために、1/1 縮尺の伝熱管モデルを用いた水中振動

試験を実施する。試験においては、管板模擬部から入力する機械振動及び管外

をジグザグに流れる 2 次系冷却材を模擬した水流から受ける流体加振力を模

擬し、伝熱管の振動及びバッフル板とのワークレートデータを取得する。一方、

解析モデル開発においては、前述の伝熱管群振動試験のデータと本試験データ

を用い、簡易的で且つ技術的に妥当な伝熱管群モデル化手法の開発を実施する。 
(e)運転限界の把握 

設計条件を超えた運転条件でのポンプの運転安定性を把握するために、1/4
縮尺振動試験体の下部軸受減衰力が低下する条件（ダンパ破損条件）を設定し、

回転安定限界を超えた条件下での振動特性を把握する。更に、試験データを用

いて解析モデルの検証を実施する。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）主要成果 

― 1/4 縮尺振動試験体を用いた振動試験及び解析手法の開発 ― 
電磁加振機を用いた振動伝達試験及び解析モデルの開発から、固有値評価において

周波数の±10%精度で評価可能とした。電磁加振機を用いた内部加振による振動伝達

試験及び解析結果を図 3に示す。 

ポンプ定格運転による振動伝達試験及び解析モデルの開発からポンプ定格回転数の

NZ 成分（＝ポンプの回転×インペラ翼枚数倍の加振成分）周波数域において比較的大
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課題： NZ 成分

に よ る 比 較 的

大きな振動応

答  

ポンプの運転

点変更試験に

よ り 振 動 応 答

の原因を追及

し 低 減 対 策 を

検討  

図 4 ポンプ定格運転による振動伝達試験の結果 

きな振動応答が生じることが判明した。ポンプ定格運転による振動伝達試験の結果を

図 4に示す。 

運転点変更試験及び解析の結果から堰と管束部の振動は、ポンプ NZ 成分振動への

共振が原因と判明し、今後 IHX 伝熱管束部の振動固有値とポンプ NZ 成分が近接しな

い設計対応策を検討する。 
 
（３）試験等の結果のまとめ 

1/4 縮尺振動試験体を用いた振動試験から設計対応すべき振動モードを摘出し、解析

手法の開発により振動モードの固有値を±10%以内で評価可能なモデルを開発した。

伝熱管束部における高周波振動の原因が NZ 成分との共振であることを明らかにし、

設計対応策の検討材料として提供した。 
 
６．成果目標の達成見通しについて 

振動伝達を制御する設計に関しては、2008 年度までに実施する 1/4 縮尺振動試験体を

用いたアンバランスディスク試験、伝熱管群振動試験、1/1 伝熱管水中振動試験、及び

各解析モデルの開発等により、2010 年までに IHX 伝熱管への振動伝達を解析により予

測し、ポンプ運転回転数域で伝熱管に過度のフレッティング摩耗を生じさせる共振を起

こさない機器の設計手法が成立する見通しである。 
伝熱管摩耗特性評価に関しては、現在試験体製作中の 1/1 伝熱管水中振動試験結果が

2009 年度に取得され、同時にモデル構築を実施する。それらの成果を踏まえて 2010 年

度に伝熱管摩耗量を再評価する。ただし、2010 年の評価時点では、現在と同様に 2･1/4Cr
鋼データを用いた評価を実施すことから、2015 年までの開発工程において、改良 9Cr
鋼の比摩耗率データを取得した時点で伝熱管摩耗量を再評価することとする。 
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課題： 伝熱管

束部振動評価

精度の向上  
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②伝熱管群振
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験  

図 3 電磁加振機を用いた内部加振による振動伝達試験及び解析結果
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図 1 ポンプ組込型 IHX の特徴 

図 3 高減衰軸受け開発方針 

１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

 ポンプ組込型中間熱交換器は、1 次冷却系主循

環ポンプを中間熱交換器（IHX）の中心部に組み

込むため機器径が細いこと（φ1.6m）、軸長が長い

こと（11m）が特徴である。その特徴を図 1 に示

す。ポンプ組込型 IHX 機器の設計検討において、

長尺かつ細径でケーシング剛性が低いポンプ設計

においては、ポンプの回転安定性を確保するため

に下部軸受を高減衰型軸受とする必要があること

がわかった。そこで、高減衰軸受けを用いた 1/4
縮尺振動試験体でその機能を確認し、実機適用性

の見通しを得た。 
 

２．開発目的 

ポンプ組込型 IHX の下部軸受けに適用する高

減衰型軸受（ダンパ付静圧軸受）について、機器

設計により得られた軸受設計に関して、設計評価

に必要な振動減衰特性およびポンプ回転に伴い発

生する振動データを取得し、設計へ反映する。高

減衰型軸受けの概念を図 2 に示す。また、軸受の

健全性維持のためのモニタリング手法について開

発する。さらに、実機構造を模擬したポンプをナトリウム中で稼働させ、設計の妥当性

を評価するデータを取得する。高減衰軸受け開発方針のフローを図 3に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．実施内容 

(1) 軸受開発水試験からダンパ付き高減衰下部軸受の振動特性データを取得 
(2) ポンプ水力試験からポンプ軸の半径方向推力データを取得 
(3) 1/4縮尺振動試験体を用いたポンプ軸振動データ取得試験から軸変位監視システム検討

用のデータを取得 
(4) 2012 年から実施予定の冷却系機器開発試験（ナトリウム試験）のポンプ単体試験から、

実機相当の運転環境（ナトリウム浸漬、温度等）における、ポンプ回転安定性データ、

ポンプ軸変位監視システムのデータ、機器内温度分布データ、熱影響に対する運転制限

データ等を取得 
 
４．スケジュール 

項目 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
(1) 軸受開発水試験 
 
(2) ポンプ水力試験 
 
(3) ポンプ軸振動データ

取得試験 
 
(4) 冷却系機器開発試験

-ポンプ単体試験- 
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試験体製作

試験体製作 試 験 

試験体設計 試 験 

試験体設計

試 験 

概念設計 製 作 設 計 ・ 製 作 ・ 据 付 試 験 

    
 

赤紫：静圧軸受、緑：支持棒 
 

図 2 高減衰型軸受けの概念 

 



JAEA-Evaluation 2009-003 

A-16 

５．これまでの成果 

（１）研究方法 

ダンパ付高減衰下部軸受レファレンス概念の解析・検討から摘出された課題は以

下①から⑥のとおり。また、それぞれの課題に対する研究方法を以下の(a)から(f)の
とおり設定した。 
― 課 題 ― 

①高減衰下部軸受の振動減衰データ取得 
実機軸受設計に必要とする高減衰軸受けの振動減衰データを取得する必要

がある。 
②水力部半径方向推力データ取得 

実機軸受設計に必要とする、軸受への振動入力条件、即ちポンプの水力部で

発生する軸の半径方向推力データを取得する必要がある。 
③下部軸受健全性モニタリング手法開発 

機器設計で概念検討した、上部軸受部での軸振動監視による下部軸受健全性

モニタリング手法に関して、その実効性を確認する必要がある。 
④実機条件での軸安定性データ取得 

取得したデータに基づき設計した高減衰下部軸受を適用したポンプシステ

ムについて、実液（ナトリウム）・実環境（コールドレグ温度）条件で軸の回

転安定性を確認し、データを取得する。このデータは実機設計に反映する必要

がある。 
⑤軸安定性に関する安全裕度の把握 

軸の回転安定性に関する安全裕度を把握するため、設計範囲を超えた軸アン

バランス、回転数、等の条件下での回転安定性・機器振動特性データを把握す

る必要がある。このデータは実機設計に反映する必要がある。 
⑥温度分布に対する運転限界データの把握 

原型炉での実績を大きく上回る軸長を持つポンプであり、原型炉用ポンプ開

発時にも課題となったケーシング内自然対流による周方向温度分布について、

自然対流を防止する対流防止板設計とともに、運転限界の温度分布についてデ

ータを取得する必要がある（機器開発試験で実施）。このデータは実機設計に

反映する必要がある。 
― 研究方法 ― 

(a)高減衰下部軸受の振動減衰データ取得 
高減衰下部軸受の振動減衰特性データを取得するためには、寸法・流体粘性

を実機と一致させた条件での試験が必要となる。それを実現するために、実寸

軸・実寸軸受を用い、80℃程度の温水（粘性が 395℃のナトリウムと同等）を

用いた軸受開発水試験を実施する。 
(b)水力部半径方向推力データ取得 

ポンプの水力部に関しては、比速度を一致させることにより縮尺試験で模擬

が可能である。適切な縮尺を設定し、水力部の縮尺試験体を用いて水流動試験

を実施し、半径方向推力データを取得する。試験概念を図 4 に示す 

(c)下部軸受健全性モニタリング手法開発 
上部軸受部での軸振動監視による下部軸受健全性モニタリング手法につい

て、1/4 縮尺振動試験体の上部軸受部での軸振動計装を付加し、データを取得・

評価する。 
(d)実機条件での軸安定性データ取得 

冷却系機器開発試験のポンプ単体試験において実液（ナトリウム）・実環境

（コールドレグ温度）条件で軸の回転安定性を確認し、データを取得する。 
(e)軸安定性に関する安全裕度の把握 

1/4 縮尺振動試験体を用いた安定限界把握試験（縮尺水試験）｛添付資料 1-3 
1 次冷却系簡素化のためのポンプ組込型中間熱交換器開発（振動伝達を制御す

る設計、及び伝熱管摩耗特性評価）を参照｝及び冷却系機器開発試験のポンプ

単体試験（ナトリウム試験）の双方において設計範囲を超えた条件下での回転

安定性・機器振動特性データを把握する。 
(f)温度分布に対する運転限界データの把握 

ポンプケーシングの周方向温度分布に対する運転限界を把握するために、

1/1 ポンプ試験体を作成し、ナトリウム環境で試験に供する（冷却系機器開発

試験の中のポンプ単体試験）。 
 
 

 
 
 
 

図 4 ポンプ水力試験概念 
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（２）主要成果 

 軸受開発水試験の条件検討から、実機模擬条件での軸受の振動減衰特性データを

取得することを目標とした場合、実機模擬性確保のためにはゾンマーフェルト数、

回転レイノルズ数、軸受定数、及び圧力流れのレイノルズ数を実機と一致させる必

要があるという結果が得られた。このため、試験実施時においては、ナトリウム冷

却材との流体粘性の一致を図るため 80℃の温水使用し、軸径及び回転数を実機 1/1
模擬とすることに決定。これらの試験条件検討結果を基に試験体の設計を実施した。 
 ポンプ水力試験の条件検討から、軸の保持に必要な半径方向推力を実機模擬で測

定することを目標とした場合でも、水力部形状及び回転数をスケール模擬、入口流

れ及び出口流れもスケール模擬で実施可能という結果が得られ、製作性の良い 1/4.75
縮尺の試験体とすることが可能とする結果が得られ、これらの検討結果を基に試験

体の設計を実施した。試験概念を図 4 に示す。 
 

６．成果目標の達成見通しについて 

現在の試験工程を進めることにより目標達成の見通し。また、冷却系機器開発試験の

ポンプ単体試験を工程通り進めることにより 2015 年までにポンプ設計に関する技術基

盤整備を完了できる。 
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１． FaCT 開始時点における技術開発状況 

 ポンプ組込型 IHX の機器の概念検討により課題が摘出された。それらの課題の内、特

に枢要な課題と評価された伝熱管流量の均一化のための上部プレナム内流れに関して

は、数値解析が実施され、その成立の見通しが得られている。その他の機器内流動に関

しては、配管や原子炉容器等、他の部位に比較して形状・寸法などの設計自由度が大き

いため概念成立性には大きな影響を与えないと判断し、設計詳細化とともに要素試験を

実施した上で最適化を図る方針としていた。 

 

２．開発目的 

機器概念設計の詳細化に伴い摘出された課題である、ガス巻き込みの防止構造、機器

のコンパクト化、製作作業の容易性、冷却材流動場の均一性・安定性等を両立させるた

めに、冷却材流路構成及びプレナム形状、軸変形防止に係るポンプ内ガス層自然対流防

止構造、の各課題に対して、冷却材等流動の最適化を図ることを目的とした研究開発を

実施する。 
 
３．実施内容 

(1) 1/4 縮尺振動試験体を用いた下部プレナムガス巻水流動試験により、断熱ガス層自由液

面からのガス巻き込み防止構造が有効であることを確認する。 
(2) 1/4 縮尺振動試験体を用いたポンプ軸周りガス巻き込み防止試験により、ポンプケーシ

ング内自由液面からのガス巻き込み防止構造が有効であることを確認する。 
(3) ポンプリークフロー処理確認試験により、ポンプリークフロー処理回路最適化検討用

データを取得する。 
(4) 2010 年以降に実施予定の上部プレナム水流動試験により、伝熱管流量均一化のための

上部プレナム内流動最適化データを取得するとともに、上部プレナム内 PRACS 伝熱管

の流力振動防止を取得する。（なお、ホットレグ配管内編流の影響も含め、炉容器水流

動試験と一体で実施する方向で検討中） 
(5) 2012 年から実施予定の冷却系機器開発試験（ナトリウム試験）のポンプ単体試験を使

用して、実機相当の運転環境（ナトリウム浸漬、温度等）におけるポンプリークフロ

ー処理機構の成立性、及びポンプ内自然対流防止板の設計最適化を確認する。 
(6) 2011 年以降に上部プレナム部分構造試作により、狭隘構造部の組立性、溶接作業性を

確認する。 
(7) ポンプ内自由液面からの溶存ガス抜き機能の確認方法に関して試験計画（試験方法、

試験条件、試験体形状等）を検討・立案する。（現在、解析による検討を実施中であり、

試験に関しては目途がつき次第計画を具体化する。） 
 
 
 
 
 
 
 

４．スケジュール 
 

項目 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
(1) 1/4 縮尺振動試験体を

用いた下部プレナムガ

ス巻水流動試験 
 
(2) ポンプ軸周りガス巻き

込み防止試験 
 
(3) ポンプリークフロー処

理確認試験 
 
(4) 上部プレナム水流動

試験 
 
(5) 冷却系機器開発試験

-ポンプ単体試験- 
 
(6) 上部プレナム部分構

造試作 
 
(7) ポンプ内自由液面か

らの溶存ガス抜き機能

の確認 

              

 

５．これまでの成果 

（１）研究方法 

機器概念設計の詳細化に伴い、以下に示す①から⑦の課題が摘出された。さらに、

各課題に対して以下の(a)から(g)の通り研究方法を計画し、実行中である。 
― 課 題 ― 
①下部プレナムでのガス巻き込み防止 

下部プレナムはポンプの吸い込みによるキャビテーションの可能性と、比較

的近接して配置される断熱ガス層自由液面からのガス巻き込みの可能性を有

する部位である。キャビテーションに関しては十分な NPSH（Net Positive 
Suction Head：有効吸収ヘッド）を確保して発生を抑制すること、断熱ガス

層自由液面からのガス巻き込みに関してはリングプレートを設置して防止す

ることを設計対応としている。それらの設計対応が有効に機能し、ガス巻き込

みが生じないことを試験において確認する必要がある。 
②ポンプケーシング内自由液面からのガス巻き込み防止 

ポンプケーシング内ではポンプ回転軸が自由液面に接することから冷却材

の強い旋回流が生じ、それによるガス巻き込みを生じる可能性がある。これに

対して、ガス巻き込みを防止するためのリングプレートを設置することを設計

添付資料4．1-3  １次冷却系簡素化のためのポンプ組込型中間熱交換器開発 

（4）冷却材等の流動の最適化 

試験体改造 試 験 

試験体製作 

試 験 

概念設計 製 作 設 計 ・ 製 作 ・ 据 付 試 験 

試験体設計

試験体改造

試 験 

解析検討 

試験計画立案

設 計 製 作 
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対応としている。この設計対応が有効に機能し、ガス巻き込みが生じないこと

を試験において確認する必要がある。 
③ポンプ内リークフロー処理回路の最適化 

ポンプ組込型 IHX に設置する主循環ポンプは、IHX 内周部に上部から挿入

設置するため、静圧軸受等からのリークフローをオーバフローさせて主循環流

に還流することができない。本ポンプで器内冷却材液位を一定に保つためには、

器内に処理回路を形成したうえ、主循環流に還流する設計対応が必要である。

設計されたリークフロー処理回路に関して、回路の圧損・流量等について試験

による確認が必要である。 
④伝熱管流量均一化のための上部プレナム内流動最適化 

IHX 伝熱管は直管構造であり熱膨張差を吸収する構造を持たないため、流

量不均一に伴う伝熱管間の温度差は熱膨張差を生じ座屈方向の応力を発生さ

せる。これを避けるために上部プレナム内の周状プレナムの形状・容量、堰の

形状を工夫し、各伝熱管に供給される冷却材流量を均一化し、温度分布の発生

を避ける必要がある。現在は流動解析により上部プレナムの形状最適化を実施

しているが、設計の有効性を実験的に確認する必要がある。 
⑤上部プレナム内 PRACS 伝熱管の流力振動防止 

PRACS 伝熱管は IHX の上部プレナム内に設置されることから、定常運転

時に強い主循環流中にある。設計としてはバッフル板の適切な設置により流力

振動を防止するが、その効果について実験的に確認する必要がある。 
⑥ポンプ内自然対流防止板の設計最適化 

ポンプケーシング内のガス層にはガス対流防止板を複数枚設置して自然対

流によるケーシングへの周方向温度分布発生を防止している。本設計対策に関

しては多次元熱流動解析による設計最適化と、その効果を試験において確認す

る必要がある。 
⑦ポンプ内自由液面からの溶存ガス抜き機能の確認 

JSFR の 1 次系冷却材においては、炉心制御棒、遮蔽体等から冷却材中へリ

ウムガス、水素ガス等が放出されることによりガスが冷却材中に溶存する設計

となっている。これに対して冷却材からの抜気対策が必要となるが、抜気はガ

ス溶解率の低下するコールドレグ内の自由液面で行う方がホットレグで行う

よりも効率が良く、コールドレグ内唯一の自由液面であるポンプ内液面で抜気

対策をとる方針としている。本設計対策に関して解析により成立性確認を実施

したところ、必要な抜気性能が期待できることが明らかとなっているが、試験

において確認する必要がある。 
― 研究方法 ― 
(a)下部プレナムでのガス巻き込み防止 

1/4 縮尺振動試験体を用いた下部プレナムガス巻水流動試験により、NPSH
の低下防止及び断熱ガス層自由液面からのガス巻き込み防止構造が機能して

いることを確認する。1/4 縮尺振動試験体の下部プレナム部を形成する鋼製の

下鏡を、ポンプ吸込み部をカメラで撮影可能なように透明アクリル板を設置し

たものと交換し、ポンプ運転中の映像から確認する方法を計画した。現在、改

造部品を設計・製作しており、2009 年度に試験を実施する。 
(b)ポンプケーシング内自由液面からのガス巻き込み防止 

1/4 縮尺振動試験体を用いに実機のガス巻き込み防止対策を模擬したリング

プレートを設置し、ポンプ運転によりその効果を確認する。現在、試験準備（試

験体改良等）を実施しており、2008 年度内に試験を実施する。 
(c)ポンプ内リークフロー処理回路の最適化 

リークフロー処理回路設計の最適化のためには、流路の圧力損失特性の把握

が必要であり、回路を実寸部分模擬したポンプリークフロー処理確認試験によ

り、圧力損失データを取得する。フローネットワークの概念を図 1 に示す。2008
年度に試験体の設計及び部品（一部）の製作を実施し、2009 年度に試験体を

組立て、試験を実施する。また、要素試験の結果を踏まえて、実機相当の運転

環境（ナトリウム浸漬、温度等）におけるポンプリークフロー処理機構の成立

性を 2012 年から実施予定の冷却系機器開発試験（ナトリウム試験）のポンプ

単体試験において確認する。 
(d)伝熱管流量均一化のための上部プレナム内流動最適化 

(e)上部プレナム内 PRACS 伝熱管の流力振動防止 

流動解析により設定された上部プレナム形状に対して、水流動試験により伝

熱管流量均一化及び PRACS 伝熱管の流力振動防止に関するデータを取得する

計画である。上部プレナム内の冷却材流動挙動は、上流側である原子炉容器及

びホットレグ配管の流れの影響を強く受けるため、それらを含めた試験体系を

とることが必要である。試験は 2010 年以降の機器開発試験段階で「1 次系水

流動試験」で確認・データ取得を実施し、設計に反映する。 
(f)ポンプ内自然対流防止板の設計最適化 

自然対流現象のデータ取得のためには、伝熱環境と形状模擬が必要となるた

め、実寸でのナトリウム試験が必要となる。本件については、2012 年から実

施予定の冷却系機器開発試験（ナトリウム試験）のポンプ単体試験において確

認する。試験体構造に関しては、「添付資料 1-3 1 次冷却系簡素化のためのポ

ンプ組込型中間熱交換器開発（長軸柔構造ポンプの成立性確認）」を参照。 
(g)ポンプ内自由液面からの溶存ガス抜き機能の確認 

溶存ガス及び液中を連行される気泡の自由液面からの放出挙動が対象とな

るため、気泡流れを観測可能な水流動試験を実施する必要がある。現在、その

試験計画を立案中である。 
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フローネットワーク：リークフロー関連部位の圧力（Ｐ）及び流量（Ｑ）

を、全体のバランスが満たされるように収束計

算するもの 

図 1 フローネットワークの概念 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）主要成果 

それぞれの要素試験に関して、試験計画を立案した。更に、①、②及び③の課題に

対しては、試験装置の設計・製作を進めている。機器開発試験のポンプ単体試験体

に関しては試験体の詳細設計を進めている段階である。1 次系水流動試験に関しては、

原子炉容器及び配管内流動に関する要素試験を進めており、それらから知見が得ら

れた時点で試験計画を具体化する予定である。 
 
６．成果目標の達成見通しについて 

下部プレナム形状の最適化（断熱ガス層自由液面からのガス巻き込み防止構造）は、

2009 年度実施予定の試験において確認し、その成果を踏まえ、設計への反映は 2010 年

までに達成される。 
ポンプ軸周りガス巻き込み防止構造の有効性に関しては、2008 年度実施の試験にお

いて確認する。その成果を踏まえた設計への反映が 2010 年までに達成される。 

ポンプリークフロー処理機構に関しては、2009 年度実施予定のポンプリークフロー

処理確認試験において基本性能を確認し、その成果を踏まえた機器の最適化が 2010 年

までに図られる。ただし、実機相当のナトリウム中運転条件における実績に関しては、

2012 年以降に実施予定の冷却系機器開発試験のポンプ単体試験において確認する。 
上部プレナム形状最適化に関しては、冷却材流れの上流側である原子炉容器及びホッ

トレグ配管と併せて試験による確認を実施すべきと考え、2010 年以降の機器開発試験

段階で「1 次系水流動試験」で確認・データ取得を実施し、設計に反映する。 
ポンプ内自然対流防止板の設計最適化に関しては、多次元解析による設計最適化結果

をレファレンス概念として、冷却系機器開発試験のポンプ単体試験体を設計する。試験

は 2012 から 2013 年度にかけて計画しており、その試験結果を実機の機器概念設計に反

映する。 
ポンプ内自由液面からの溶存ガス抜き機能の確認に関しては、現在、試験計画を検討

中であり、2010 年までに試験データを取得し、機器設計を最適化する計画である。 
上部プレナム部の形状最適化及び製作性の確認に関しては、2011 年度開始で 2012 年

度に完了する見通し。 
以上、現在の試験工程を進めることにより目標達成の見通し。また、冷却系機器開発

試験を工程通り進めることにより 2015 年までにポンプ設計に関する技術基盤整備を完

了できる見通しである。 



JAEA-Evaluation 2009-003 

A-21 

         

１．ＦａＣＴ開始時点における技術開発状況 

（１）炉容器設計と熱流動課題 

 FS におけるアドバンストループ型ナトリウム冷却炉の設計では、建設コスト低減を目指

して炉出力 150 万 kWe に対して炉容器直径を 10m 程度とし、「もんじゅ」や電力実証炉の

設計に比べて大幅なコンパクト化を図った。その技術的背景として切り欠きコラム型 UIS
と単回転プラグの採用、炉壁冷却系の削減、２ループシステムなど革新的な概念を適用し

た。その結果、炉容器内の局所ならびに平均流速は大きく上昇し、いくつかの熱流動課題

が指摘された。この内、以下の２点を設計初期においてまず解決すべき重要課題として摘

出した。 
  ａ）ガス巻込み現象の抑制 
  ｂ）液中渦によるキャビテーションの抑制 
ガス巻込み現象は、炉容器自由液面近傍の流速が上昇することで、砕波やくぼみ渦により

カバーガスを冷却材中に巻込む現象である。巻込まれたガスが１次系内に滞留し、なんら

かのきっかけで大量に炉心を通過するなどの事象を想定すると反応度外乱を引起こし得る

ことから、これを抑制することが求められる。液中渦によるキャビテーションはポンプ吸

込み水槽などで生じる現象で、流れの非対称性などにより渦が発生し、これが吸込み配管

（出口配管）に吸込まれる過程で渦中心の圧力が低下し、キャビテーションを発生させる

ものである。炉容器内に２本ある出口配管の断面平均流速が 9.2m/s に達すること、炉容器

内の流れの非対称性が顕著であることから、本現象の顕在化が懸念され流動場を適正化す

る必要が生じた。 
 

（２）ガス巻込み現象 

(a) モデル試験 
 ガス巻込み現象に対して、設計では液面下に水平の板（ディッププレート、D/P）を２段

に設置し、速い流れが直接液面に達しない対策をとった。一方で、燃料交換システムの簡

素化のため炉心上部機構（UIS）の１方向のみに燃料集合体２体分程度の幅で半径方向の切

込みを設けたため、この切込み部に位置する燃料集合体から 5m/s を超える噴流が直接上方

へ噴出する非対称で局所的に速い流れを有する流動場が炉容器上部プレナム内に形成され

る事となった。 
 これに対し、炉容器上部プレナム全体の流れを定量的に把握し、これを炉内構造物形状

により適正化するための 1/10 縮尺全周モデル（1/10 炉上部プレナムモデル）と、現象の発

生条件を把握するためにガス巻込み現象のスケール効果に配慮した 1/1.8 縮尺液面部分モデ

ルを組み合わせた水流動試験を実施した。炉内構造物として、燃料交換の際に燃料交換機

（FHM）が D/P を貫通する孔を定格運転時に塞ぐための FHM 貫通孔プラグが、前述の UIS
切込みの正面に位置することから、1/10 炉上部プレナム試験により、その長さを適切に延

長することで、UIS 切込み部を通る速い流れが D/P の炉容器壁との隙間部に向かうことを抑

制し、当該部液面への上昇流速を大きく低減する対策構造を見いだした。[1] この適正化し

た流速場を元に、1/1.8 部分モデル試験の境界条件を設定し、ガス巻込み現象の発生条件を

流速と液位をパラメータとするマップとして得た。この結果、実機の定格運転条件がガス

巻込みの発生条件から大きく離れており、D/P と FHM 貫通孔プラグにより、ガス巻込みを

抑制できることを明らかにした。[2] 
(b) 評価手法の構築 
 炉上部形状、炉内構造物配置の変更など柔軟な設計を行う上で、形状を詳細に模擬した

モデル試験に全てを頼ることなく、より一般的にガス巻込み現象の評価を行うため、くぼ

み渦によるガス巻込み現象について数値解析による評価手法（１次案）の構築を産官学の

連携によって実施した。[3, 4] 数値解析結果の速度分布に渦モデルを適用してガスコア深さ

を求める手法を開発し、既存の試験データによる検証を行った。ガス巻込み発生時の流速

分布の過渡変化を粒子画像流速計測（PIV）法により初めて測定し、くぼみ渦と下降流速の

相互作用に関する知見を得た。同体系の解析を実施し、実験で得られたくぼみ渦が下降流

速の速い領域で発達する過程を再現できることを明らかにした。より実機に近いスケール

をもった 1/1.8 液面部分モデル体系を解析し、くぼみ渦の発生位置の予測性を確認した。こ

れらの試験解析の評価結果から、数値解析を用いたガス巻込み判定手法の適用見通しを得

た。[5, 6, 7, 8] 
 
（３）液中渦によるキャビテーション 

 液中渦によるキャビテーションについて、1/10 炉上部プレナムモデル試験により、HL 配
管開口端と炉壁の間に１本、左右の CL 配管壁から HL 配管に向かう各１本の計３本のひ

も状キャビテーションが観察され、中でも炉壁から HL にむかう液中渦による発生が顕著で

あった。これを抑制する構造として、HL に向かい合う炉壁にサーマルライナーを折り曲げ

て縦リブ（スプリッタ）を設けることを考案した。スプリッタにより流れの回転が抑制さ

れることを実験により確認した。キャビテーションの発生条件評価に一般的に用いられる

無次元パラメータであるキャビテーション係数を用い、発生条件を評価した。スプリッタ

を設けることで、より低いキャビテーション係数（値が低いほど低圧・高流速となり定性

的にキャビテーションが発生しやすい条件を示す）まで気泡の発生が抑えられ、前述の FHM 
貫通孔プラグを UIS の中段高さにおいたときに、ガス巻込み現象の抑制と合わせて最もバ

ランス良くキャビテーションの発生を抑制できることを明らかにした。この形状を採用す

ることで実機設計での流速・圧力条件に比べキャビテーション係数にして約３割低い値ま

で発生を抑制できることを明らかにした。[1] 
 
２．開発目的 

 原子炉容器のコンパクト化を実現する上で、上記の成果を受け「ガス巻込み現象」につ

いてはより広い運転条件での検討、対策構造の簡素化と評価手法の開発、「キャビテーショ

ンを伴う液中渦」ではさらに高い裕度をもつ抑制対策を開発するとともに、熱荷重に係る

現象を取り上げ、手動スクラム後に炉容器内で発生する「温度成層化現象」、定常運転時の

炉心出口部でのナトリウムの温度変動による「高サイクル熱疲労現象」を対象に、現象の

発生を抑制あるいは緩和する方策を考案・評価し、設計の成立を図る。 
 
３．実施内容 

(1)ガス巻込み現象と液中渦によるキャビテーションの抑制 

 大型炉の炉上部プレナムを 1/10 縮尺で模擬した 1/10 炉上部プレナムモデル、ガス巻込み

が発生する液面近傍の現象をスケール効果を考慮してモデル化した 1/1.8 液面部分モデルを

添付資料4．1-4 原子炉容器のコンパクト化 

（1）炉内熱流動の適正化 
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用い、実機の運転状態（起動、定格運転、停止）を考慮した水流動試験を行う。これに基

づいて、現象の抑制・防止方策を開発する。また、それぞれの項目について、解析評価手

法を開発・整備して、許認可や安全審査に備える。 

 

(2)温度成層化現象の緩和と高サイクル熱疲労現象の防止 

 前述の 1/10 炉上部プレナムモデルを用い、温度成層化現象に伴って発生する構造物の高

さ方向の温度勾配を緩和する手法を開発し、設計の成立を図る。高サイクル熱疲労現象に

ついては、集合体出口部の形状依存性が大きいと考えられ、比較的大きな縮尺となる 1/3 縮

尺 60 度セクターモデルを用いた水試験により、現象を明らかにするとともに、温度変動を

緩和する方策を開発する。また、それぞれの項目について、解析評価手法を開発・整備し

て実機での現象評価、構造健全性の確認を行う。 
 
４．スケジュール 

項目 2006 2007 2008 2009 2010 
(1)ガス巻込み現象と液中渦によるキャビテーショ

ンの抑制 
       

(2)温度成層化現象の緩和と高サイクル熱疲労現象

の防止 
(a)温度成層化 
 
(b)高サイクル熱疲労 
 

       

 
５．これまでの成果 

（１）研究方法 

(a) ガス巻込み現象と液中渦によるキャビテーションの抑制 
・実験による現象解明と発生防止策の開発／評価 
 ガス巻込み現象について、液面下に置く水平板（ディッププレート、D/P）による現象の

抑制効果を定量化するため、1/10 炉上部プレナムモデルにより取得した流速分布を基にし

て 1/1.8 液面部分モデルの境界条件を設定し、実機の運転条件（起動、定格運転、停止）を

含む広範囲の流速・液位条件でガス巻込みの発生条件を把握する（図１）。ガス巻込みの発

生を抑制・防止した上で、D/P の簡素化構造を検討する。ナトリウム中での発生条件を評価

するために、水との物性の違いによる現象の差異の程度を確認する小型の水／ナトリウム

比較要素試験を実施する。水とナトリウムでのガス巻込み発生条件を比較することにより、

実機で想定されるガス巻込み現象に対する水試験による実機評価の妥当性を確認する。 
 液中渦について、形状の軽微な差異等によるフローパターンの変化に対しても一定の効

果が得られるよう、さらなる抑制・防止策の検討を流動解析と 1/10 炉上部プレナムモデル

による試験により行う。また、ナトリウム中での発生条件を評価する上で、まず、粘性係

数をパラメータとした水試験を行い、物性の差異が及ぼす影響を把握する。必要に応じて

ナトリウム試験を計画する。 

 

・解析／評価手法の開発 
 ガス巻込み現象を機構論的に評価するため、基礎的な水試験による現象解明を行うとと

もに、数値解析結果から抽出した局所物理量に基づき発生の有無を評価する手法の構築を

行う。その際、現象を適切にモデル化するとともに、物性値の影響等を考慮する。ガス巻

込みの発生だけを防止しても、液面からのアルゴンガスの溶解や制御棒からのヘリウムガ

スの放出があることから、ガス抜き構造を検討するとともに、溶存ガスの系統内移行挙動

を評価する手法を開発する。また、ガス巻込みについては、発生の有無だけでなく巻き込

み量を評価する手法も開発する。 
 ガス巻込み現象及び液中渦によるキャビテーションについて、種々の設計概念における

炉上部プレナム部の流動解析を行い、表面流速や渦度の観点から対策の検討を行う。 
 
(b) 温度成層化現象の緩和と高サイクル熱疲労現象の防止 
・実験による現象解明と緩和・防止策の開発／評価 
 温度成層化現象について、前述の 1/10 炉上部プレナムモデルを用い、Ri 数（浮力と慣性

力の比）が実機の手動スクラム過渡条件と一致する条件を中心に試験を実施する。これに

より、コラム型切り込み付き炉上部機構（UIS）における温度成層化現象を解明するととも

に、炉容器の熱荷重要因となる軸方向温度勾配を緩和する方策の開発を行う。 
 高サイクル熱疲労現象については、制御棒チャンネル、ブランケット集合体に着目し、

集合体出口部と炉上部プレナムを模擬した水試験装置により、炉心燃料集合体と制御棒チ

ャンネル等の間で温度差のある流体が混合する際の温度変動特性を把握し、特に周波数特

性に着目して構造物に負荷される応力を緩和する構造形状を考案する。 
 
・解析／評価手法の開発 
 温度成層化現象について、商用 CFD コードを含む複数の多次元解析コードを対象とし、

乱流モデル等の解析手法、UIS 形状のモデル化法を検討・選定する。これらの検討にあたっ
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図１ ガス巻込み現象防止に向けた試験体系
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ては、過去に行われた基礎的な水試験、ナトリウム試験、並びに 1/10 炉上部プレナムモデ

ルを用いた水試験のデータを活用する。 
高サイクル熱疲労現象の解析評価手法の開発では、着目スケールに応じ、①制御棒チャ

ンネルを中心とする局所的な熱流動現象の把握を目的とした局所抽出モデル、②炉上部プ

レナムを部分的に模擬して周辺流れの影響を考慮する部分抽出モデル、③上部プレナム全

体を対象として流動の非対称性（３次元性）を考慮した総合的な評価を行う全体モデルと

に分けて段階的に行う。③全体モデルでは、CFD コードの利点（大規模計算であっても解

析負荷が比較的小さい）を利用して上部プレナム全体を一括して解析する手法と、全体解

析結果から着目すべき局所領域を抽出して①局所抽出モデルとの組み合わせで詳細な解析

評価を行う２つの手法を整備する。詳細解析手法について、複雑境界形状に適合可能かつ

流体－構造間の熱連成を考慮した非定常解析を可能とする数値解析手法を開発する。 
 
（２）主要成果 

(a) ガス巻込み現象と液中渦によるキャビテーションの抑制 
・実験による現象解明と発生防止策の開発／評価[9-12] 
 H17 年度に水平方向流速・液位を試験パラメータとした 1/1.8 液面部分モデル試験により、

実機定格運転条件についてはガス巻込みが発生しないことを確認した。低温状態からの起

動時においては、液位が低いため定格運転条件とは別に評価する必要がある。図２に 1/1.8
液面部分モデルにより求めた低液位でのガス巻込みの発生条件マップを示す。現在のリフ

ァレンス設計構造である高さ方向に 2 枚の水平板（D/P）を配置した 2 重 D/P 構造（ただし、

構造物近傍のラビリンス構造はなし）と、水平板を 1 枚にした 1 重 D/P 構造を形状パラメ

ータとした。ラビリンス構造なしの 2 重 D/P 構造において、起動時に相当する低液位条件

でガス巻込みが発生しないことを確認した。さらに、現設計のラビリンス付きの 2 重 D/P
構造を簡素化できる見通しが得られた。また、要素試験により水とナトリウムのガス巻込

み発生条件の比較を行い、ほぼ同じ条件で発生することを明らかにした。これにより、水

試験による実機評価の妥当性を示した。 
 液中渦の対策として、炉上部プレナム内の流れを平坦化する構造を複数考案し、流動解

析により液中渦の低減効果を検討した。一例として図３に UIS バッフル板の孔径を大きく

し、炉心からの流れをより上部まで導いたケースの結果をオリジナル体系と比較して示す。

UIS から径方向外側に向かう流れが作る渦が弱くなっており、液中渦の抑制に大きな効果が

あることがわかる。今後、考案した対策形状について 1/10 炉上部プレナムモデルを用いた

試験により効果を確認する。 
 液中渦によるキャビテーションの実機評価に必要な物性値依存性基礎試験について、同

形状のナトリウム試験も可能な装置形状を決定し、計画を具体化した。H20 年度内に試験

開始予定。 
 

・解析／評価手法の開発[13-25] 
 ガス巻込み評価手法に関して、H15~17 年度に実施したガス巻込み研究 WG の成果に基づ

き、適切な数値解析手法（格子分割、乱流モデル等）と解析結果から得られる局所物理量

（第 2 不変量、循環、下降流速勾配）の計算法の提案を行った。また、局所物理量を用い

てガス巻込み発生判定パラメータの計算を行う方法（Burgers 渦モデルを用いた計算）とガ

ス巻込み形態毎（ガスコアの伸長、ガスコア先端からの気泡離脱等）の実験結果に基づい

て定めた判定基準について同様に提案を行った。本評価手法を用いて 1/1.8 液面部分モデル

水試験を対象とした評価を行った結果、図４に示すように試験におけるガス巻込み発生の

有無を正しく評価できることを確認した。ナトリウムへの適用については、水とナトリウ

ムにおける物性値の違いを適切に考慮するため、表面張力を考慮した渦モデルの構築を実

施している。また、評価手法高度化に向けて、ガス巻込み現象のメカニズムを解明するた

めに実施している単純体系による基礎水試験においては、PIV を用いて詳細な流速分布を計

測し、ガス巻込みの発生要因となる渦の発達過程について明らかにした。 
 ガス抜き構造に関して、ポンプ組込型 IHX 内の自由液面を利用する方法を考案し、流動

解析による予備的評価を実施した。その結果、試験での確認が必要であるものの、ヘリウ

ムガスを分離できる見通しが得られた。 
 1 次系統内の気泡・溶存ガス量を評価するため、システムコードを用いた 1 次元モデルの

構築を行った。IHX 伝熱管表面における気泡析出モデルを改良し、析出気泡径に関して、

伝熱管での析出を模擬した水－二酸化炭素系の実験と良好に一致する結果を得ることがで
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きた（表 1）。現在、自由液面への気泡排出等のモデルについても改良を行うとともに、ガ

ス巻込みの許容量について検討を実施している。また、Na 中での気泡・溶存ガス挙動の検

証試験に関して計画中である。 
 

 
表 1 析出気泡径に関する実験と解析モデルの比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ガス巻込み量を評価できる手法の構築を目指して、高精度 Volume-of-Fluid 法に基づく気

液二相流詳細数値解析手法の構築を行った。ガス巻込み現象に対する局所形状の影響を考

慮するために非構造格子系における定式化を行い、同時に、表面張力と圧力の適切な力学

的バランスを考慮した定式化を導入した結果、図５に示すようにガス巻込み現象に関する

基礎実験を対象とした数値解析において、実験で観測されたガスコアの伸長によるガス巻

込み発生を直接模擬できることを確認した。本解析手法のガス巻込み量評価への適用性を

確認し、同時にガス巻込み量を評価するモデルの構築に必要なデータを得るため、ガス巻

込み量を計測できる検証実験を立案した。 

ガスコア

吸込み部

図５ ガス巻込み基礎実験体系の解析結果  
 
(b) 温度成層化現象の緩和と高サイクル熱疲労現象の防止 
・実験による現象解明と緩和・防止策の開発／評価[26-28] 
 図６に温度成層化現象が発生したときの炉上部プレナムの高さ方向温度分布を示す。燃

料交換機（FHM）を挿入するための D/P の貫通孔には、出力運転中に貫通孔を塞ぐための

プラグが挿入される（FHM プラグ）。現設計において FHM プラグの設置高さは、UIS のバ

ッフル板の 4 段目の位置である。UIS の切り込み側の成層界面の温度勾配の方が、切り込み

と反対側（炉内冷却器側）の温度勾配に比べ大きいことがわかる。これは炉心出口からの

流れが UIS の切り込みを通過し、炉上部プレナム中段に形成された温度成層界面を削り込

むためである。そこで、FHM プラグをより深く炉上部プレナム内に挿入することにより、

切り込みを通過する流れを抑制することを検討した。FHM プラグをバッフル板の 1 段目ま

で挿入した場合、温度成層界面の温度勾配はバッフル板 4 段目のケースと比較して半分程
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図４ 1/1.8液面部分モデル試験解析の評価結果
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度に緩和された。 
 しかしながら、設計用地震動の増大により、原子炉容器の耐震性向上のために炉容器の

板厚が 30mm から 60mm に増加することとなった。上記水試験を実機に外挿した温度勾配

および実機の熱流動解析から得られた温度勾配により炉容器壁の構造評価を実施すると、

液面（界面）ラチェット評価条件を満足しないことがわかった。今後は、さらに温度成層

界面の温度勾配の低減を図るとともに、トリップ後の SG 除熱をやめ自然循環での除熱に移

行するなど熱過渡条件の緩和策などの検討を行い、成立性を見通す予定である。 
 高サイクル熱疲労現象については、低温ナトリウムが流出する制御棒チャンネルおよび

ブランケット集合体を対象とし、UIS の切り込み部を垂直方向に通過する強い流れの影響を

含めて温度変動特性を評価することを目的とした水流動試験を開始した。試験装置は、図

７に示すように炉上部プレナムの UIS 切り込み方向から 60 度のセクターモデルとし、集合

体ハンドリングヘッドから UIS の４段目バッフル板の高さまでをモデル化した。可視化と

温度計測により、制御棒周りの温度変動場を把握しつつある。 
 
・解析／評価手法の開発[29-33] 
 温度成層化の解析評価手法について、簡易体系下で行われた温度成層化の水試験及びナ

トリウム試験を商用 CFD コード（FLUENT）で解析し、適切な計算格子サイズ、差分式の

離散化法及び乱流モデルを選択した場合に、成層界面の温度勾配と上昇速度の評価に同コ

ードを適用できることを示した（図８）。1/10 炉上部プレナムモデルによる水試験の解析で

は、急峻な温度勾配の成層界面が UIS 切り込み側に現れる傾向を解析で再現できることを

確認した（図９）。現在、バッフル板の孔の計算格子分割法など UIS モデル化法の候補を選

定し、1/10 炉上部プレナム水試験の解析によってその妥当性の確認を進めている。 
高サイクル熱疲労現象について、制御棒チャンネルに着目した CFD コードを用いた解析

により、実機条件での局所熱流動現象の予測、緩和策の検討を行った。図 10 に示す制御棒

チャンネルとその周辺の燃料集合体を含む非定常解析によって、炉心計装取付板（CIP）表

面近傍での流体温度変動の空間特性について把握した。図 10 の解析結果をみると、炉心出

口と CIP の間の領域では、制御棒チャンネルから流出した低温流体が燃料集合体の間の領

域へ浸入する流況が確認できる。その結果、CIP 下面では、低温流体が浸入する領域で温度

変動強度が大きくなることがわかった。この解析結果を水流動試験の計画策定に反映した。

また、CIP 下面での温度変動を緩和するために、非定常解析による対策構造の検討を行った。

さらに、数値解析評価手法の高度化として、炉内の複雑な境界形状に適合可能、かつ流体

－構造間の熱連成を考慮した非定常解析を可能とする数値解析コードの開発を行い、T 字管

体系での既往水流動試験を対象として検証した。 
 
（３）試験等の結果のまとめ 

(a) ガス巻込み現象と液中渦によるキャビテーションの抑制 
 2 重 D/P 構造において、実機起動時における低液位条件でガス巻込みが発生しないことを

確認した。さらに、現設計のラビリンス付きの 2 重 D/P 構造を簡素化できる見通しが得ら

れた。液中渦に関しては、炉上部プレナムの流れを適正化することにより液中渦を抑制で

きる見通しが得られた。数値解析結果から得られる局所量と渦モデルに基づくガス巻込み

評価手法によって、実規模ガス巻込み現象の発生を予測できることを確認した。さらに、

ガス巻込み量を評価するための気液二相流詳細解析手法の開発を行い、ガス巻込み現象を

直接模擬できることを確認した。また、高速炉１次系を対象とした溶存ガスの移行特性に
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関する解析モデルを構築するとともに、予備解析によりガス抜き構造を検討した。 
 
(b) 温度成層化現象の緩和と高サイクル熱疲労現象の防止 
 温度成層化現象について、UIS の切り込みを通過する流れが温度成層界面を削り込むこと

により、UIS 切り込み方向での成層界面の温度勾配が大きくなることが明らかとなった。温

度勾配の緩和策として、FHM プラグをより深く挿入することが有効であることがわかった。

解析手法の開発では、解析評価手法の選定と検証を進めるとともに、今後、水流動試験お

よび既往試験等による解析評価手法の検証を行って、解析精度の確認および解析手法の高

度化を行う。 
 高サイクル熱疲労について、制御棒チャンネルおよびブランケット燃料集合体周辺の温

度変動特性を評価できる水流動試験装置を製作し、試験を開始した。制御棒チャンネル周

辺の局所的な熱流動現象に着目した非定常解析を実施し、大きな温度変動の発生領域を把

握した。また、炉内の複雑な境界形状に適合可能、かつ流体－構造間の熱連成を考慮した

非定常解析を可能とする数値解析コードの開発を行った。 
 
５．成果目標の達成見通しについて 

（１）ガス巻込み現象と液中渦によるキャビテーションの抑制 
現在の作業工程により成果目標は達成可能の見通しである。 

（２）温度成層化現象の緩和と高サイクル熱疲労現象の防止 

 温度成層化現象について、設計用地震動の増大に伴う炉容器の板厚増加によって、炉上

部プレナムの流動適正化による温度勾配の緩和策だけでは成果目標を達成できない可能性

がある。熱過渡条件の見直しなどシステム条件の見直しを含め、今後さらに検討する必要

がある。 
 高サイクル熱疲労について、試験結果によっては炉上部プレナム内の構造物だけでなく、

集合体形状、燃料集合体－制御棒チャンネルの流量配分を含めた対策を検討する可能性が

ある。また、大きな温度変動に接する構造物への耐熱性能に優れたインコネル等の設置に

ついても並行して検討を進める必要がある。 
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１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

 熱荷重評価技術に関しては、系統熱過渡など荷重の設定方法の検討がなされ、従来の流体

温度変動に基づく設定方法には、過度な裕度が含まれていることが判明していた。解析技術

に関しては、非弾性解析技術の適用が合理的設計を可能にすることがわかっており、構成モ

デルの候補が挙げられていた。高温強度評価技術に関しては、ラチェット変形とクリープ疲

労の重畳により強度低下が発生する懸念が指摘されるとともに、クリープ疲労の合理化のた

めには、中間保持概念の導入が有効ということがわかっていた。 
システム化規格の分野においては、検査と構造設計といった異なる技術分野においては、個別

の評価が行われており、３１６FR の基準化においては、10 万時間を超えた破断時間を目標とした長

時間のクリープ試験が実施されていた。 
  
２．開発目的 

 先進ループ型炉の建設コスト削減を目指して、燃料交換システムの簡素化、炉壁冷却系の

削除などにより、原子炉容器のコンパクト化を図っている。炉壁冷却系の削除に伴い、原子

炉容器はより長時間厳しい熱荷重にさらされる。FS 成果をうけて、FaCT では、熱荷重評価

技術の開発、非弾性設計解析技術の開発、高温強度評価技術の開発においては、より合理的

な構造設計評価が可能になるよう技術開発を進める。本分野では、原子炉容器内機器におけ

る系統熱荷重設定法の具体化および適用、設計に適用する非弾性構成モデルが満たすべき要

件の検討と要件に合致する構成モデルの開発、ラチェット変形がクリープ疲労に及ぼす影響

の把握、中間保持クリープ疲労強度データの取得と時効やひずみ集中がクリープ疲労強度へ

及ぼす影響の把握に着目して開発を進めている。システム化規格に関する評価手法の開発に

おいては、構造信頼性評価を踏まえながら、供用検査中検査要求を明確化する。また、適用

が予定されている 316FR の基準化は、大型リング鍛鋼品製作性と 20 万時間を越える長時間

クリープ試験データの取得に着目し、開発を進めている。 
 
３．実施内容  

（a）熱荷重評価技術の開発  
 系統熱過渡荷重の設定方法に関しては、過度な保守性を排除し、熱応力が合理的に算出で

きる熱過渡条件を設定する方法の開発を行う。 
（b）非弾性設計解析技術の開発 
 ラチェット変形をはじめとする非弾性変形を予測するために必要な設計用非弾性構成モデ

ルの開発を行う。設計に適用する非弾性構成モデルが満たすべき要件の検討と、要件に合致

する構成モデルの開発を行う。 
（c）高温強度評価技術の開発 
ラチェット変形がクリープ疲労に及ぼす影響の把握、中間保持クリープ疲労強度データの

取得と時効やひずみ集中がクリープ疲労強度へ及ぼす影響の把握を行い、クリープ疲労評価

法に反映する。 
（d）システム化規格に関する評価手法の開発 
 コンパクト化された原子炉容器と炉心支持構造について、負荷条件等に応じて適切に供用

期間中検査要求を定めるため、ISI 要求設定に係る計画作成、検査対象箇所の摘出と安全上の

重要度分類の提示、構造信頼性の目標値の提示、構造信頼性評価のための条件の整備、構造

信頼性評価用データの提示、構造信頼性評価手法の提示を行い、これらに基づき原子炉容器

及び炉心支持構造物の供用検査中検査要求の提示を行う。 
（e） 316FR の基準化 
 316FR 鋼の材料強度基準策定に必要な既存データの整理・課題摘出、および大型リング鍛

鋼品製作上の課題抽出・解決策の検討を実施する、また、20 万時間を越える長時間クリープ

試験に着手する。 
 
４．スケジュール 

項目 2006 2007 2008 2009 2010～ 
 
(a)熱荷重評価技術の開発 
 
(b)非弾性設計解析技術の開発 
 
(c)高温強度評価技術の開発 
 
(d)システム化規格に関する評価

手法の開発 
 
(e)316FR の基準化 

     

 
５．これまでの成果 

（１）研究方法 

（a）熱荷重評価技術の開発 

 原子炉容器の上部胴および炉心支持スカート部における系統熱荷重設定法の具体化および

適用を行う。 
（b）非弾性設計解析技術の開発 
 非弾性構成モデルに関しては、ナトリウム液面近傍の原子炉容器壁において、起動時の繰

返し熱応力により変形が一方向に累積するラチェット変形現象を評価するための非弾性構成

モデルが満たすべき要件の検討と要件に合致する構成モデルの検討を行う。 
（c）高温強度評価技術の開発 

ラチェット変形に関しては、クリープ疲労強度に対し変形が影響を及ぼす範囲を明らかに

するための強度試験を実施する。 
クリープ疲労に関しては、クリープ開始時の応力レベルの効果（中間保持）および時効の

影響を把握するための強度試験を実施するとともに、構造不連続部におけるひずみ集中を合

理的に評価する方法の検討を行う。 
（d）システム化規格に関する評価手法の開発 
 システム化規格概念に基づき ISI 要求を設定するための計画作成を行う。検査対象箇所と

して、ナトリウム液面近傍の高応力部および炉心支持構造のスカート部を摘出する。さらに、

各部に要求される安全機能を整理し、安全機能維持・安全性確保のために施されている設計

対応等を考慮し、重要度を設定する。 

添付資料4．1-4 原子炉容器のコンパクト化 

（2）高温構造設計評価技術の開発 

影響因子の摘出、熱加重設定法の検討 炉内熱荷重の整理

実機挙動解析、非弾性構成モデル開発 モデルの評価・検証等

強度試験実施・強度評価法改良 データ充足性の検討等

構造信頼性評価手法の検討 ISI 項目の設定等

リング鍛鋼品製作性の検討、試作品強度試験の実施
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（e） 316FR の基準化 
 316FR 鋼の材料強度基準策定に必要な既存データの整理・課題抽出する。また、大型リン

グ鍛鋼品製作上の課題および解決策についてメーカ等と協力して検討を実施する。さらに、

20 万時間を越える超長時間クリープ試験を実施する。 
 
（２）主要成果 

（a）熱荷重評価技術の開発 
 流量やポンプ回転数低下開始遅れなどのプラントパラメータが発生熱応力の大きさに与え

る影響は、熱流動と構造の統合解析により把握することとした。具体例として原子炉容器の

上部胴および炉心支持スカートを取り上げ、影響因子を摘出するとともに、流体温度変動へ

与える影響をこれまでに把握した。今後、実験計画法の援用により発生熱応力に対する影響

感度を把握し、発生熱応力を合理的に算出できる熱過渡条件を設定できるようにする。 
（b）非弾性設計解析技術の開発 
 供用中に原子炉容器に発生するひずみについて、簡易な非弾性構成モデルを用いた解析を

行い、内圧などの荷重や容器板厚の違いによる影響を評価した。その結果、発生ひずみを適

切に評価するためには、材料の応力とひずみの関係について多直線近似などで忠実かつ保守

的にモデル化すること、繰返し負荷による材料の硬化特性および温度依存性を非弾性構成モ

デルの中に組み入れる必要があることがわかった。それを受け、非弾性構成モデルの開発と

その性能検証のための挙動模擬試験に着手した。非弾性構成モデルに関しては、第 1 段階と

して材料の応力とひずみの関係を多直線近似し、ラチェットひずみを簡便かつ保守的に評価

する非弾性構成モデルを開発し、汎用有限要素法コード FINAS に組み込むことによって、こ

のモデルによる非弾性解析が実施できるようにした。（図１～3参照） 

（c）高温強度評価技術の開発 

ラチェット変形がクリープ疲労強度に影響を及ぼす範囲の把握は、ラチェットひずみを与

えた疲労およびクリープ疲労試験結果に基づき、行うこととした。これまでに典型的条件の

強度試験を実施し、その影響を検討している。2％以下の累積ひずみ条件においては、ラチェ

ット変形がクリープ疲労強度に及ぼす影響は少なく、この領域においては、ラチェット変形

がクリープ疲労に及ぼす影響は有意でない見通しを得ている。 
クリープ疲労に関しては、クリープ保持開始時の応力レベルを変化させた中間保持クリー

プ疲労試験に着手し、中間保持型のクリープ疲労強度データの蓄積を開始した(図 4 参照)。
これまでに実施した典型的条件の短時間保持試験の結果からは、応力レベルが下がるにつれ、

クリープ疲労寿命が長寿命化しており、クリープ損傷を保持開始時点の応力から評価できる

見通しを得た。また、時効試験および時効後の強度試験計画を立案し、時効試験に着手して

いる。 
（d）システム化規格に関する評価手法の開発 
 コンパクト化された原子炉容器と炉心支持構造について、負荷条件等に応じて適切に供用

期間中検査要求を定めるため、ISI要求設定に係る計画作成、検査対象箇所の摘出と安全上の

重要度分類を暫定した。 

（e） 316FR の基準化 
316FR 鋼の材料強度基準策定に必要な既存データの整理、および大型リング鍛鋼品製作上

の課題についてとりまとめた。また、20 万時間を越える長時間クリープ試験に着手した。 
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（３）試験等の結果のまとめ 

 熱荷重評価技術に関しては、プラントパラメータと発生熱応力の関係を把握することによ

り、熱応力を合理的に算出できる熱過渡条件を設定する方法を提案し、原子炉上部胴と炉心

支持スカートに対する適用性評価を開始している。 
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非弾性設計解析技術に関しては、原子炉容器のラチェット変形を予測する上で、非弾性構

成モデルが持つべき特性を摘出し、特性の一つである材料の非線形応力ひずみ関係について

は、モデル化を行い、汎用有限要素法コードに組み入れた。 
高温強度評価技術に関しては、典型的条件のラチェットクリープ疲労試験および中間保持

クリープ疲労試験を実施し、ラチェット変形がクリープ疲労寿命に影響を及ぼさないひずみ

条件と中間保持クリープ疲労強度の評価法に関する見通しを得た。 
システム化規格に関する評価手法に関しては、ISI 要求設定に係る計画作成、検査対象箇所

の摘出と安全上の重要度分類の提示を行った。 
 
６．成果目標の達成見通しについて 

 2010 年までの成果目標を以下に示す。 
1） ホットベッセル概念の成立性を見通すための、熱荷重設定法と非弾性解析法を含む高温

構造設計評価技術を提示できること。 
2） 原子炉構造の主要部に対する供用中検査要求を、構造信頼性評価結果に基づき提示でき

ること。 
3） 炉容器用 316 リング鍛鋼品製作技術を提示し、材料強度基準整備に必要な仕様および許

容値を提示できること。 
1 番目の項目については、成立性を見通すために必要となる評価技術を選定し、評価技術

の具体化を進めている。2010 年度までにホットベッセル成立性の見通しを判断できる評価技

術を提示できる見通しである。 
2 番目の項目については、原子炉構造の主要部に対する供用中検査要求を、構造信頼性評

価結果に基づき提示できる見通しである。 
3 番目の項目については、316 リング鍛鋼品を適用する部位を対象に、リング鍛鋼品の製作

性課題を抽出し、机上検討と小規模試験でそれらの課題の解決策を示すことにより製作技術

を提示できる見通しである。また、材料強度基準策定に必要な既存データの整理を行い、必

要となる試験を計画し、提示した製作技術に相当する方法で製作した小規模鍛鋼品を用いて

試験実施することにより、材料強度基準整備に必要な仕様および許容値を提示できる見通し

である。 
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１．ＦａＣＴ開始時点における技術開発状況 

 電力実証炉において、セレクタバルブ方式破損燃料位置検出器（SV 方式 FFDL）を採用し、

研究開発を実施した結果、燃料集合体数約 300 体、設計寿命 40 年の電力実証炉に適合する

SV 方式 FFDL システムの設計研究が行われた。ＦａＣＴでは、電力実証炉の研究開発成果を

基に、大型炉に適合する上での SV 方式 FFDL システムの課題を明確にし、研究開発を進め

る。 
 
２．開発目的 

 原子炉容器のコンパクト化を図るため、大型炉ではスリット付き炉上部機構が採用されて

おり、これに適合した SV 方式 FFDL を開発することを目的とする。 
 
３．実施内容 

（a）大型炉向け SV 方式 FFDL システム開発 
 大型炉の要求条件に基づき、原子炉容器構造物等の配置と整合した SV 方式 FFDL システ

ム概念とセレクタバルブ部構造の検討を行うとともに、検出性能を評価し、本概念の大型炉

要求条件への適合性を確認する。また、設計寿命 60 年を考慮し、かつセレクタバルブの摺動

部に着目した耐久試験を実施し、その耐久性を確認する。 

（b）スリット部のサンプリング手法開発 
 スリット内は燃料交換機の移動スペースであり、FFDL サンプリング管をスリット部に位

置する燃料集合体出口近傍に設置することができないため、大型炉の炉上部構造を模擬した

水流動試験及び濃度評価解析を実施し、スリット部に位置する燃料集合体に対するサンプリ

ング手法の開発と評価を行う。 
 
４．スケジュール 

項目 2006 2007 2008 2009 2010 
 
(a)大型炉向け SV 方式 FFDL 

システム開発 
 
 
 
 
(b)スリット部のサンプリング 

手法開発 

     

 

５．これまでの成果 

（１）研究方法 

（a）大型炉向け SV 方式 FFDL システム開発 
SV 方式 FFDL への要求条件を検討・整理し、その要求条件に適合する SV 方式 FFDL シス

テム基本概念と設計方針を検討する。これらの成果に基づき、実用大型炉のスリット付き炉

上部機構及び燃料集合体の数に対応するセレクタバルブ形状、各構成機器の基本構造概念を

検討する。SV 方式 FFDL への要求条件、システム基本概念、構成機器の構造概念等の検討結

果に基づき、各機器構造の具体化を行う。また、DN（遅発中性子）検出器周りの詳細検討を

含めた破損燃料に対する SV 方式 FFDL の検出性能を評価する。さらに SV 方式 FFDL システ

ム全体の運用方法を検討する。 
（b）スリット部のサンプリング手法開発 
 スリット部のサンプリング手法を開発するために、以下の試験及び解析を実施する。 
・原子炉容器上部プレナム内を 1/10 縮尺フルセクターでモデル化し、流動場を把握する 1/10
全炉心モデル水試験 
・スリット部を含む炉上部機構、炉心出口の一部を 1/5 縮尺でモデル化し、破損を仮定した

集合体出口からの模擬 DN（遅発中性子）先行核の濃度を計測する 1/5 部分モデル水試験 
・3 次元流動解析 
 1/10 全炉心モデル水試験では、スリット部の流速場を把握し、サンプリング管配置を検討

するとともに、1/5 部分モデル水試験装置の境界がスリット部の流れに影響を与えないことを

確認する。解析による事前評価として、２つの水試験を対象とした流動解析、並びに 1/5 部

分モデル水試験の模擬 FP 濃度解析を行い、スリット部に対する検出性能向上方策を検討す

る。さらに 1/5 部分モデル水試験による模擬 FP 濃度計測を実施し、設定したサンプリング管

配置でのスリット部集合体に対するサンプリング性能データを取得する。これらの水試験結

果と解析結果をもとに流況及び濃度分布の比較を実施し、流動解析手法の適用性を評価する。 
 
（２）主要成果 

（a）大型炉向け SV 方式 FFDL システム開発 
実用大型炉の要求条件に基づき SV 方式 FFDL システムの基本仕様を検討し、大型炉の炉

上部機構、回転プラグ内配置と整合するセレクタバルブ、DN 検出器等のシステムを構成す

る機器の設計検討を行った[図 1 参照]。セレクタバルブについては、製作性を考慮し、サン

プルポート数の増加に対応した水平分割構造を採用した。分割面の隙間からのバイパス流れ

の影響を評価した結果、分割面の隙間を 50μm 以下とすることで、シール性能の低下を 2％
程度に抑えられることを確認した。また、DN 検出器の検出効率を遮へい解析により評価し、

これらの結果とセレクタバルブ構造の検討結果を反映して、スリット部の集合体を含めた実

用大型炉における検出性能の予備評価を実施した。さらに、定格出力時における破損燃料の

FP ガスを検出するガス系及び安全系破損燃料検出（FFD）系の運用方法の検討を加えた結果

[図 2参照]、定格出力時において FFD系が燃料破損を検知した後に FFDLを起動することで、

破損の程度が原子炉スクラムレベルに達する前に破損燃料位置の同定又は絞り込みを完了出

来る見通しを得た。 
 

 

添付資料4．1-4 原子炉容器のコンパクト化 

（3）破損燃料位置検出器の開発 

適合概念の検討及び検出性能評価 

セレクタバルブ耐久試験 

解析評価、解析手法高度化 

1/10 全炉心モデル水試験 

1/5 部分モデル水試験 
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（b）スリット部のサンプリング手法開発 
1/10 全炉心モデル水試験により、スリット部に位置する集合体からの流れの状況を把握す

るとともに可視化計測手法を適用して定量的な流速場データを取得した。これにより、1/5
部分モデル水試験装置で原子炉上部プレナムの一部を切り出してモデル化する際に、切り出

す断面を横切る顕著な流れがないことを確認し、部分モデルの妥当性を示した。また、大型

炉の DN 先行核濃度分布評価手法を開発・検証する目的で、スリット付きの多孔板で構成さ

れた炉上部機構など複雑な形状をもつ 1/10 全炉心モデル水試験の流動解析を実施した結果、

試験結果とよく一致し、適用した手法によりスリット部近傍の流速分布を定量的に予測でき

ることを明らかにした[図 3 参照]。さらに、燃料交換機（FHM）の挿入孔を定格運転時に塞

ぐために使用するFHMプラグの位置をパラメータとして 1/5部分モデル水試験の予測解析を

実施し、スリット部の集合体から放出される模擬 DN 先行核濃度の分布を求めた。これによ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り、スリット部内層の集合体については炉上部機構の第 2 バッフル板（第２BP）のスリット

境界位置で模擬 DN 先行核濃度が比較的高いこと、スリット部の最外層にあたる燃料集合体

では、FHM プラグの下端をレファレンス形状より下げて炉上部機構の第 1BP 高さにすれば、

プラグの下面とスリットに向かう側面位置で比較的高い模擬 DN 先行核濃度が得られること

を明らかにした[図 4 参照]。これらの結果に基づきスリット部の集合体の検出のためのサン

プリング管の配置として、第２BP のスリット境界位置ならびに FHM プラグの下面と側面に

決定した。  
以上の結果を反映し、スリット部とその近傍を部分的にモデル化した 1/5 部分モデル水試

験を実施した。目標とするサンプリング濃度は、DN の検出効率や SN 比を考慮して集合体出

口での濃度との相対値で 2%とした。試験の結果、スリット部の全ての燃料集合体について

模擬 DN 先行核のサンプリング濃度が目標値を満足できることがわかった。1/5 部分モデル水

試験の試験解析を代表的な集合体位置について実施し、模擬 DN 先行核の濃度分布を試験結

果と比較した結果、濃度を低めに評価する傾向はあるもののサンプリング濃度を予測できる

ことを明らかにした。 
 
（３）試験等の結果のまとめ 

 大型炉向け SV 方式 FFDL システム開発については、その構造概念および代表的な運用方

法を提示し、大型炉に適合する SV 方式 FFDL システムが成立見通しが得られた。 
スリット部のサンプリング手法開発については、炉上部機構スリット部に位置する燃料集

合体について燃料破損を検出可能な、FHM プラグを含む DN 先行核サンプリング手法、並び

にその実機評価を行う解析手法を開発できる見通しが得られた。 
本研究開発を進める過程において、サンプリング管の引き回し、保守補修性及び流力振動が

課題になると判断し、平成 19 年度下期から検討を進めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 SV 方式 FFDL
基本構造概念図 

図 2  FFDL の代表的な運用方法（安全系 FFD 系含む） 
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BP1

試験結果 解析結果 

図 3 1/10 全炉心モデル水試験データと解析の比較 
（UIS スリット内の鉛直断面流速分布） 

FHM プラグ 

FHM プラグ下端位置第 4BP FHM プラグ下端位置第 1BP 

第 2BP 
第 2BP 

図 4 濃度検出性予備解析（1/5 部分モデル） 

スリット 

相対濃度 

スリット 
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６．成果目標の達成見通しについて 

 破損燃料位置検出器の開発として、2010 年までの成果目標は以下のとおりである。 
・UIS スリット部の破損燃料の同定が数集合体レベルで可能であることを模擬試験と解析評

価により示すこと。 
・セレクタバルブのプラント寿命中の耐久性を示すデータが試験結果により得られること。  
上の項目については、現在までの研究成果で達成見通しが得られている。セレクタバルブ

の耐久性については、現在は炉上部機構と整合するセレクタバルブ構造を設計した段階であ

り、2009 年度にナトリウム中耐久試験を実施することで達成見通しを得る予定である。 
 
本報告の内容は、エネルギー対策特別会計法に基づく文部科学省からの受託事業として、

独立行政法人日本原子力研究開発機構が実施した平成 18 年度及び 19 年度「原子炉容器の高

温構造設計評価技術及び破損燃料位置検出器の開発」の成果である。 
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１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

計装系配管の具体的な構造は FaCT において設計が開始され、これと併せて炉内計装用配

管の流力振動評価についても検討を開始した。 
 
２．開発目的 

本研究では、CFD コードにより実機の小口径配管・管群周りの複雑流動を予測し、実験

との比較によりその予測精度を検証するとともに、複雑流動条件下での配管・管群の流力

振動の発生等を予測しうる評価式を構築する。これらの結果を統合して、CFD コードと

流力振動評価式を組み合わせた流力振動評価手法を確立することを目的とする。 
 
３．実施内容 

本研究は、上述の目的に至る全体作業フロー（図 1）に従って実施するために、電力中

央研究所との共同研究を実施する。まず、CFD コードにより小口径配管・管群周りの複

雑流動を解析し、実験で計測された流速分布との比較により、CFD コード解析による複

雑流動解析の妥当性を検証する。 
一方、これまで他の研究で実施された実機流動解析結果に基づいて懸念部位に想定され

る流速分布を整理するとともに、複雑流動条件下での流力振動に関連する既往の知見等を

調査する。これらの結果に理論的な考察を加えて、渦励振ならびに流力弾性振動の発生判

定に関する評価式を構築する。この評価式の適用性を評価するために、実機の複雑流動・

配管配置（引き回し）を単純化した基礎実験装置を設計・製作し、流力振動実験を行う。

この結果を考察して、評価式に改良を加える。 
最後に、本共同研究の成果物である「流力振動評価式を組み合わせた流力振動設計評価手

法」を検証するために、弾性配管模型を縮小 UIS 実験装置に装着した流力振動実験を行う。 

 
図 1 研究作業フロー図（青：JAEA、ピンク：電力中央研究所、緑：共通） 

 

 
４．スケジュール 
 

年 度

項 目 

2008 2009 2010 
1
Q

2
Q

3
Q

4
Q 

1
Q 

2
Q 

3
Q 

4
Q 

1
Q

2
Q

3
Q

4
Q

1. 実機で着目すべき部位の

調査 
            

2. 既往の評価式等の調査              

3. 評価式の考案             

4. 基礎実験装置の設計製作             

5. 基礎実験の解析             

6. 基礎実験と評価式の改良             

7. UIS 模型試験の流速データ

整備 

        

8. UIS 模型実験の CFD 解析         

9. UIS 模型を用いた設計評価

手法の検証 
        

10. 報告書の作成 
   ▲    ▲ ▲

（青：JAEA、ピンク：電力中央研究所、緑：共通） 
 
５．これまでの成果 

本研究は本年度から開始する。 
 

懸念部位での流 
速分布などの整理

複雑流況場に適用可能な 
流力振動評価式の考案 

既往の配管・管群流力振 
動評価式などの調査

（最終目的）高速増殖炉の UIS 詳細設計への反映 

流況情報の提供 

複雑流況場での配管・管群流 
力振動設計評価手法の構築 

基礎実験（単純模型）による

流力振動評価式 の改良 商用ＣＦＤコードによる
複雑流況場解析・検証

共同研究の範囲

H23 年度以降 

UIS縮小模型水実 
験による流速測定

UIS縮小模型での流力振動実験 

基礎実験装置 
のＣＦＤ解析、 
モード解析

流力振動設計評価手法 の妥当性実証 

添付資料4．1-4 原子炉容器のコンパクト化 

（4）炉内計装流力振動評価の検討 
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１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

実用化戦略調査研究における TOP 型事象の安全解析を受けて、主及び後備炉停止系の原

子炉トリップ信号として出力領域中性子束計装、広域領域中性子束計装、制御棒位置偏差

計装、燃料集合体体出口温度計装が必要であることが明らかになった。出力領域中性子束

計装として 120°毎に 4 チャンネル設置（合計 12 基）、広域領域中性子束計装として 4 基の

炉外中性子計装を設置することにした。ただし初回起動時系中性子計装および起動用中性

子源の必要性は検討課題として残された。燃料集合体出口温度計装は制御棒 1 本引き抜き

を前提に主炉停止系 160 点、後備炉停止系 16 点の温度検出器設置を選定した。 
 
２．開発目的 

実用炉においては炉心が大型化するため制御棒誤引抜事象が発生した場合、出力歪が大

きく炉内計装への要求は厳しくなる。また、炉上部におけるナトリウム流速も速いため、

構造健全性も懸念される。ここでは実用炉に対する炉心保護の観点から検出系への要求を

明らかにし、炉心保護と整合性が取れた計装系システムの構築を行う。また、具体化した

仕様において、計装機器の構造健全性、交換可能性の見通しを明らかにする。 
•  

３．実施内容 

中性子計装については初装荷および第 2 サイクル炉心における中性子束およびガンマ線

の分布を評価し、初回起動時系中性子計装および起動用中性子源の要否を含めて中性子計

装に対する性能要求を明らかにする。また、検出器交換に適合する案内管の仕様および取

付仕様を明確にし、構造健全性および交換可能性について見通しを得る。 
燃料集合体出口温度計装については実用炉に適合した制御棒運用計画の方針を検討、運

用計画を適用した場合の制御棒誤引抜事象における炉心保護の観点から、集合体出口温度

計装に対する性能要求を明確にする。また、性能要求に適合した仕様および取付仕様を検

討し、構造健全性および交換可能性について見通しを得る。 
 
 
４．スケジュール 

 

５．これまでの成果 

（１）研究方法 

中性子計装については初装荷および第 2 サイクル炉心における中性子束およびガンマ線

の分布を評価し、初回起動時系中性子計装および起動用中性子源の要否を含めて中性子計

装に対する性能要求を明らかにする。集合体出口温度計装に対しては制御棒誤引抜事象の

過渡解析を実施して炉心安全性を確保するための方策について成立性を検討する。流力振

動に対する構造健全性については設計評価手法により検討する。流力振動に関連した詳細

設計については「1-4(4)計装系配管流力振動評価の検討」の中で詳細な評価を実施する。 
 

（２）主要成果 

中性子計装について初装荷および第 2 サイクル炉心における中性子束およびガンマ線の

分布から炉外および炉内 NIS の成立性を評価した結果を表 1 にまとめる。軽水炉取出 TRU
組成を想定した初装荷炉心では、炉外 NIS のみでは初回起動時の出力監視に必要な最小計

数率 1.5cps を確保できないこと、並びに外部中性子源を装荷しなくても、炉内 NIS を設置

する（これまで開発を進めてきた中性子検出器を適用可能）ことにより必要な最小計数率

を確保できることが評価された。炉内 NIS ウエルは、検出器の交換性や流力振動対策とし

て余裕を考慮して、外径 420mm とした（図 1）。 
 
表 1 初装荷および第 2 サイクル炉心の 
炉外および炉内 NIS の成立性を評価 

炉 心 NIS 設

置位置

中性子源

の有無 

評 価 

高速炉多重リサ

イクル組成（初

装荷燃料） 

炉 外

な し ○ 

あ り ○ 

炉 内 な し ○ 

軽水炉取出

TRU 組成 
（初装荷炉心）

炉 外

な し × 

あ り ○ 

炉 内 な し ○ 

軽水炉取出

TRU 組成（第２

サイクル初期）

炉 外

な し ○ 

あ り ○ 

炉 内 な し ○ 

 

添付資料4．1-4 原子炉容器のコンパクト化 

（5）-1 原子炉計装システムの開発 

図 1 炉内 NIS 案内管概念図 
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集合体出口温度計装に対しては制御棒誤引抜事象に対する炉心安全性を確保するための

方策について、図 2 に示すように、制御棒運用を１本駆動（1 本誤引抜を想定）およびバン

ク（4 本同時）駆動（1 バンク誤引抜を想定）とする２ケースについて過渡解析を実施して

比較評価を行った。また、制御棒誤引抜事象における出力歪（図 3）を評価することにより、

制御棒運用をバンク駆動に変更することで、検出器数を大幅に削減しつつ安全性が確保で

きる可能性が示された。また、燃料集合体出口温度計の計装ウエルについて、構造と引き

回し方法の概念検討を実施した（図 4）。燃料集合体出口温度計ウエルについて、引回しス

ペース、熱電対の交換性、流力振動対策と炉上部プレナム内流動への影響および耐震性を

考慮して構造概念を設定した。熱電対の交換性を考慮して、ウエルの曲率を 900mm 以上と

し、流力振動対策として、4 本のウエルを束ねて、外径 40mm の保護管に収納した状態で引

回すこととした。 
 

（３）試験結果等のまとめ 

中性子計装について初装荷および第 2 サイクル炉心における中性子束およびガンマ線の

分布から炉外および炉内 NIS の成立性を評価し、外部中性子源を装荷しなくても、炉内 NIS
を設置することにより必要な最小計数率を確保できることが評価された。炉内 NIS ウエル

は、検出器の交換性や流力振動対策として余裕を考慮して、外径 420mm とした。集合体出

口温度計装に対しては制御棒運用を１本引抜からバンク引抜の２ケースの比較評価を行い、

バンク引抜の有効性を確認した。熱電対の交換性を考慮して、ウエルの曲率を 900mm 以上

とし、流力振動対策として、4 本のウエルを束ねて、外径 40mm の保護管に収納した状態で

引回すこととした。 
 

 
 

 
（注）原子炉トリップに必要な信号要素数 異常な過渡時：２以上、事故時：１以上 
 

（一本引抜）             （バンク引抜） 
図 2 制御棒誤引抜事象における過渡解析比較 

 
 
 

 
 

図 3 制御棒誤引抜事象における出力歪評価 
   

     
図 4 燃料集合体出口温度計の計装ウエル構造概念図 

 
６．成果目標の達成見通し 

炉内中性子計装については初装荷炉心を監視する観点から、外部中性子源を装荷しなく

ても、炉内 NIS を設置することにより必要な最小計数率を確保できることが評価された。

今後は炉内中性子計装案内管の直管化の検討および炉内中性子計装の中性子検出器交換装

置の概念、交換手順等を明確化することにより成果目標を達成可能と考えられる。 
集合体出口温度計装については制御棒のバンク運用により制御棒誤引抜に対する性能要

求を大幅に低減できる可能性が明らかになった。今後、バンク運用並びに関連する設備仕

様を具体化して制御棒誤引抜に係る安全解析を実施し、制御棒誤引抜に対応する原子炉ト

リップ信号の仕様を明確にする。それに基づき炉心出口温度計装の仕様、熱電対交換装置

概念を具体化することにより成果目標を達成することが可能と考えられる。 
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１．開発目的 

ナトリウム炉固有の特徴である放射化ナトリウムによる高放射線(ガンマ線)を利用し、

運転中に冷却系機器の外側から内部の構造物（原子炉容器の炉上部機構等）の状態（変形、

変位）などの監視を目的とするナトリウム中透視技術を実現する。 

 

 

２．実施内容 

革新技術として 2010 年における採否判断のため、本技術の成立要件となる要素技術（検

出器および画像再構成技術）の開発を進め技術的見通しを得ることを目標とする。また、

計測システム概念およびプラント適用における有効性、適用性を示す。 

 

 

３．スケジュール  

    

項      目 2006 2007 2008 2009 2010 

・要素開発 

（検出器技術、画像再構成技術） 

 

・計測システム検討 

         

 

 

４．これまでの成果 

（１）研究方法 

要素技術である検出器技術および画像再構成技術については従来技術の延長では適用

できないことから、新たな概念に基づく技術の適用が不可欠となる。技術的成立性を見極

めるために、以下の研究開発を実施した。 

  

①検出器技術 

ナトリウム炉適用上の固有の課題（小型、高感度、高線量環境で動作）に適合すると

考えられ有望検出器概念について、解析と実験により適用可能性を評価する。 

 

②画像再構成技術 

原子炉容器等の大型冷却系機器内の構造物を局所的に可視化するため、ナトリウム炉

適用のための固有の画像再構成アルゴリズムを構築し解析による適用性評価を行う。 

 

 

 

（２）主要成果 

①検出器技術 

ナトリウム炉適用上の固有の課題である、高線量下での動作、小型、高感度（短時間

計測）に適合する検出器概念に基づき検出器を試作した（図１）。X線や RI のガンマ線

を利用した照射実験および解析により、高線量環境下での動作を確認するとともに放射

化 Na が放出する高エネルギーガンマ線を計測できる見通しを得た。また、本検出器に

固有な信号処理アルゴリズムを構築した。その結果、検出器概念が成立するとともにナ

トリウム炉適用の見通しを得た。 

 
 

②画像再構成技術 

 図２に示すように、冷却系機器内において監視対象とする構造物周囲（冷却系機器外

側）において局所的にガンマ線を計測し、構造物を可視化する画像再構成アルゴリズム

を構築し、冷却系機器内構造物の局所的な可視化を想定した解析（図３）により適用可

能性を確認した。 

 
 

（３）試験等の結果のまとめ 

本技術の成立要件となる要素技術の開発を実施し、ナトリウム炉適用上の固有の課題を

克服できる見通しが得られた。 

 

 

５．成果目標の達成見通しについて 

要素技術に関してプラント適用可能性を確認しており、今後の研究開発で明らかになる

基本仕様に基づき計測システムを検討することにより、成果目標を達成する見通しである。 

添付資料4．1-4 原子炉計装システムの開発 

（5）-2 自己放出ガンマ線によるNa中透視技術の開発 

要素開発（検出器技術、画像再構成技術） 

ｼｽﾃﾑ検討

図１ 試作検出器 

図２ 画像再構成アルゴリズム概念 図３ 解析によるアルゴリズム検証例 
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１．ＦａＣＴ開始時点における技術開発状況 

１．１ スリット付き炉上部機構に適合可能な燃料交換機の開発 

既存プラントの燃料交換は、炉上部機構（UIS）が炉心部から退避した状態で行なえるよ

うにしており、そのため原子炉容器の直径は、炉心の直径に比べてたいへん大きくなって

いた。FS フェースⅡでは、経済性向上の観点で、原子炉容器の直径が大きくならないよう

にな燃料交換方式を採用した。この方式では、UIS が炉心上から退避しなくても燃料交換が

行えるように、UIS の一部に切込部を設け、その内部で燃料交換を行う方式を考案した。切

込部では燃料交換機が旋回できず、従来の固定アーム式の燃料交換機と回転プラグの回転

動作だけでは任意の位置の燃料を取り扱うことができない。そのため、FS フェースⅡでは、

UIS に設けられた切込部内で、任意の位置で停止できる伸縮アーム式燃料交換機を適用し、

この燃料交換機方式に適用できる 2 タイプの燃料交換機概念(パンタグラフ式、マニプレー

タ式)を考案した。マニプレータの適用例を図-1 に示す。この 2 概念については、炉上部機

構切込部での稼働に対して十分な剛性を確保できる見通しまでは得られたものの、FaCT 開

始時点では、絞り込みまでは行われていなかった。従って、本課題では概念絞込みを行い、

UIS 切込部内燃料交換方式への適合性評価を技術開発課題としていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１．２ 燃料移送系の成立性確認 

使用済み燃料移送方法について、燃料使用済み燃料をポットに収納して原子炉容器から取

出し移送する方式は原型炉もんじゅで採用されている。一方、実用ナトリウム冷却炉では

もんじゅに比べて高発熱の燃料集合体を燃料交換時間短縮の観点から、集合体を２体同時

に移送する２集合体収納移送ポット方式を選定していた。FS フェーズⅡでは、２体同時移

送において移送系の故障等に対してもフィン付きポットを採用することで収納した燃料を

制限温度内に抑えられる見通しを得ているが、実機に適用できるフィン構造と表面コーテ

ィング処理方法について適切に選定を行い、技術的な成立性を確認する必要があった。 
１．３ 使用済燃料の直接水プール貯蔵に適用する燃料洗浄システムの開発 

FS フェーズⅡでは、使用済燃料処理方式として、中温アルゴンガスブローによるナトリ

ウム除去（乾式洗浄）蒸気による残留ナトリウムの不活性化処理及び直接水プール浸漬貯

蔵を行う方式を採用していた。この方式は従来の処理方式と比較すると、水による循環洗

浄がなく、燃料缶詰缶も使用しないため、液体廃棄物量及び固体廃棄物量を大幅に削減す

ることが可能である。 
乾式洗浄によるナトリウム除去性能については、過去の電力実証炉の開発において、当時

の実証炉用燃料を模擬した試験体を用いた試験にて確認されていた。しかし実用炉では内

部ダクト付き燃料集合体を採用していることから、乾式洗浄による内部ダクト付き燃料集

合体のナトリウム除去性能把握を技術開発課題としていた。 
１．４ TRU 燃料輸送時の除熱技術の開発 

FS フェーズⅡでは、新燃料輸送キャスクとして、平衡期燃料(発熱量 1kW/体)を対象にト

ラック輸送を想定した２体用ヘリウムキャスク概念を構築していた。しかし、トラックの

重量制限から、トラック一台でキャスク 1 基の輸送、すなわち新燃料 2 体しか輸送できな

い。従って FaCT では、輸送効率を高めるために、海上輸送を想定し、キャスク１基当たり

5～10 体輸送できる新燃料輸送キャスクの開発を目標とした。また、対象とする燃料につい

ては、移行期に発生する発熱量の高い TRU 含有燃料も考慮することとした。 
FaCT 開発時点では、発熱量 1kW/体の TRU 含有新燃料を 2 体しか輸送できないキャスク概

念のみであり、本課題では、1～3kW/体の発熱量を有する TRU 含有燃料を 5～10 体輸送で

きる輸送キャスクの開発を目標に、キャスクの除熱技術向上を技術開発課題としていた。 
 
２．開発目的 

２．１ スリット付き炉上部機構に適合可能な燃料交換機の開発 

実用炉では原子炉容器のコンパクト化を図るため、炉内の燃料交換方式として UIS に設

けられた切込内でアームを伸縮させて炉心構成要素にアクセスする方式を採用した。本研

究開発項目では、UIS 切込部内での燃料交換が可能な構造で、地震時にも UIS との干渉し

ない剛性を有し、アームの伸縮動作にて任意の位置に所定の精度で停止できる燃料交換機

の開発を目的とする。 
２．２ 燃料移送系の成立性確認 

本研究開発の目的は、燃料交換効率を向上させプラント稼働率向上を図るため、炉外燃

料貯蔵槽と原子炉容器の間の燃料移送に関わり、燃料集合体を２体同時移送可能なナトリ

ウムポット(以下、「２集合体ポット」と呼ぶ)の開発、及び、それに引続いての燃料移送系

機器要素技術を開発することである 
２．３ 使用済燃料の直接水プール貯蔵に適用する燃料洗浄システムの開発 

実用炉では、液体廃棄物量及び固体廃棄物量低減を図るため、乾式洗浄及び水プールに

直接浸漬・貯蔵する燃料洗浄システムを検討している。本研究開発項目では、内部ダクト

を有する燃料集合体の乾式洗浄方式による洗浄特性を把握することを目的とする。 
２．４ TRU 燃料輸送時の除熱技術の開発 

実用炉では TRU を含有した燃料を炉心燃料として使用することを想定しており、既存の

新燃料に比べて高発熱、高線量を有するのが特徴である。本研究開発項目では、この高発

熱、高線量の新燃料を安全かつ効率よく輸送するシステムとして、1～3kW の発熱量を有す

る新燃料を 5～10 体輸送できる輸送キャスクの開発を目的とする。 
 

添付資料4．1-5 システム簡素化のための燃料取扱い系の開発 

図-1  炉上部機構切込部と燃料交換機 

 
マニプレータ式燃料交換機 

炉心上部機構切込部 
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３．実施内容 

３．１ スリット付き炉上部機構に適合可能な燃料交換機の開発 

本研究開発項目は、実用炉に適合する燃料交換機の開発を行う。適合するための要件は、

燃料交換機アームの剛性、位置決め精度、動作速度であり、実規模大の試験体を用いた試

験データに基づき、実機への適合性を評価する。 
３．２ 燃料移送系の成立性確認 

２集合体ポット開発においては、2009 年度までに２集合体ポットの除熱性能が確保でき

る技術的根拠を試験・解析により評価できることを示すために、輻射率測定試験及びポッ

ト除熱試験の結果を踏まえて実機２集合体ポット伝熱解析モデルを完成し、２集合体ポッ

ト除熱量評価を行う。 
３．３ 使用済燃料の直接水プール貯蔵に適用する燃料洗浄システムの開発 

本研究開発項目は、実用炉で検討している乾式洗浄条件にて試験を行い、内部ダクトを

有する燃料集合体の洗浄性を評価し、実用炉燃料集合体に残留するナトリウム量を予測評

価するとともに、燃料洗浄システムの適用性検討を行う。洗浄試験では、内部ダクト部の

洗浄性を把握するための内部ダクト乾式洗浄試験と実用炉燃料集合体の洗浄性を把握する

模擬集合体乾式洗浄試験を実施する。また、洗浄試験データに基づき、使用済燃料処理シ

ステムの設計検討に使用する燃料集合体残留ナトリウム量の評価を行うとともに、乾式洗

浄の特性として、洗浄時間、温度等の効果を把握し、乾式洗浄システム適用性を検討する。 
３．４ TRU 燃料輸送時の除熱技術の開発 

高発熱燃料（発熱量 1～3kW/体）を 5～10 体収納できる輸送キャスクの開発を行う。除

熱性の高い冷媒を適用した輸送キャスクの構造概念を構築するとともに、キャスク各部の

温度を温度解析により評価して構築した概念の成立性を確認する。 
 
４．スケジュール 
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５．これまでの成果 

５．１ スリット付き炉上部機構に適合可能な燃料交換機の開発 

（１）研究方法 

（a）基本構造の構築（2006 年度） 
FS フェーズⅡで考案された 2 概念（パンタグラフ式、マニプレータ式）について、

基本機能、異常時対応性、保守・補修性の観点で評価し、開発候補を選定する。 
（b）燃料交換機アーム実規模試験装置の設計・製作（2007 年度～2008 年度前半） 

選定した概念に基づき、実寸大で模擬したアーム、本体胴を有する試験体、試験装

置を設計・製作する。 
（c）燃料交換機アーム実規模動作試験（2008 年度後半～2009 年度前半） 

製作した試験体及び試験装置を用いた試験により、燃料交換動作に必要な強度、UIS
切込部内での干渉を回避する耐震強度、アーム伸縮動作の位置決め精度、アーム開閉、

グリッパ昇降及び爪開閉の動作速度に関する設計データを取得するとともに、異常時

対応性等を確認し、実用化検討を行う。試験の概要を表-1 に示す。 
（２）主要成果 

（a）基本構造の構築 
FS フェーズⅡで考案されたパンタグラフ式燃料交換機及びマニプレータ式燃料交換

機それぞれについて、概念設計、試験計画の検討を行った。また、この検討結果に基

づき、位置決め精度を含む通常運転機能、地震時の剛性、保守・補修性、異常時対応

性について比較評価を行った。この 2 概念については、それぞれ切込付き UIS に適用

可能であるが、アーム折り畳みが不能となるような異常時に対し、一本の駆動部を外

部から強制的に引き上げる操作のみでアームを折り畳めるパンタグラフ式燃料交換機

を開発候補として選定した。2 概念の比較を図-2 に示す。 
（b）燃料交換機アーム実規模試験装置の設計・製作 

選定したパンタグラフ式燃料交換機のアーム伸縮動作の位置決め精度、剛性等を確

認するための試験装置を製作し、全体組立を完了した。試験装置は、燃料交換機試験

体、荷重負荷装置、ダミー燃料集合体、座標板、試験架台等で構成される。試験装置

の全体図を図-3 に示す。 
試験体の設計においては、構築した実用炉の概念設計に基づき、アームの伸縮動作

に関わるアーム長さ、剛性に係る主要部位の構造を実寸大で模擬した。また、試験体

の製作設計を通じて、製作性、加工・組立精度、取扱い性向上の観点で燃料交換機構

造の評価を行い、概念設計で構築した構造の合理化、高度化を図った。 
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図-2  パンタグラフ式及びマニプレータ式燃料交換機アームの基本動作比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（３）試験等の結果のまとめ 

FS フェーズⅡで考案された 2 概念について比較評価し、実用炉用燃料交換機の開発

対象としてパンタグラフ式の燃料交換機を選定した。このパンタグラフ式燃料交換機

の機能、剛性等を確認する試験装置を製作し、全体組立を完了した。現在、燃料交換

機アーム実規模動作試験を実施している。 
 

 

５．２ 燃料移送系の成立性確認 

（１）研究方法 

(a) フィン加工・コーティング試

験 

２集合体ポット表面に輻射伝熱

促進のために施すフィン加工、コ

ーティング施工について、実規模

径の加工用試験体を用いて２集合

体ポットに適用する条件を確認す

るとともに、ポット除熱試験に使

用するポット試験体の仕様を設定

する。 

(b) 輻射率測定試験 

コーティング処理した金属の輻

射率を測定する輻射率測定試験装

置を設計製作し、コーティング処

理しナトリウムに浸漬させた金属

表面からの輻射率データを測定す

る。 

(c) ポット除熱試験 

ポットの除熱量データを取得す

る実規模体系の試験装置であるポ

ット除熱試験装置を設計・製作し、

既設ナトリウムループに据付けて、

実機除熱体系を模擬したポット除

熱試験体を用いた熱伝達性能に関

するデータを試験にて取得する。 

(d)ポット除熱性能確認 

実機体系２集合体ポットの除熱性能については最終的に解析により確認する。そのため

２集合体ポットの除熱量を評価する３次元伝熱流動解析モデルを作成するとともに、コー

ティング処理した金属表面からのナトリウム付着時の輻射率、実機除熱体系を模擬したポ

ット除熱試験体を用いた熱伝達性能に関するデータを試験にて取得し、これらをもとに実

機２集合体ポットの除熱量評価を行う。 

 

（２）主要成果 

(a) フィン加工・コーティング試験 

解析により除熱効果を評価するともに、輻射伝熱促進のために施すフィン加工・コーテ

ィング施工について実規模径の加工用試験体を用いて試作検討し、フィンピッチ17.4mm、

フィン幅3mm、フィン高さ10mmの縦フィンにクロムカーバイド高速フレーム溶射コーティン

表-1  燃料交換機アーム実規模動作試験の概要 

 

試験架台

燃料交換機試験体

荷重負荷装置本体

ダミー燃料集合体

荷重負荷装置エアタンク

座標板

図-3 試験装置全体図 
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グ方式を採用した。 

(b) 輻射率測定試験 

ナトリウム浸漬した金属の輻射率を測定する輻射率測定試験装置を製作し、ナトリウム

に浸漬させたコーティング処理金属表面からの輻射率データを測定した。これからコーテ

ィング処理した試験片はナトリウム浸漬有無で輻射率はあまり変化しないこと、図-4に示

すように温度の増加とともに輻射率が増加することが確認された。またグローブボックス

内アルゴンガス雰囲気でも500℃以上の高温では酸化の進行によるとみられる輻射率の上

昇があることが分かった。 

(c) ポット除熱試験 

２集合体ポットの除熱量データを取得するため、実規模体系のポット除熱試験体(図-5参

照)を試験体とするポット除熱試験装置を設計・製作し、既設ナトリウムループに据付けた。 

(d)ポット除熱性能確認 

実機体系における２集合体ポットの除熱性能については最終的に解析により確認する。

そのため２集合体ポットの除熱量を評価する３次元伝熱流動解析モデルを作成した(図-6

参照)。2007年度に取得したコーティング処理した金属表面からのナトリウム付着時の輻射

率、2008年度に取得予定の実機除熱体系を模擬したポット除熱試験体を用いた熱伝達性能

試験データをもとに実機２集合体ポットの除熱量評価を行う。 

 

（３）試験等の結果のまとめ 

フィン部表面加工条件については、加工性及びコーティング施工性を確認し、フィン仕

様(フィンピッチ17.4mm、フィン幅3mm、フィン高さ10mm)を選定した。またこのフィン仕様

において高速フレーム溶射法及び爆発溶射法によりコーティングを実施し、膜厚確保の観

点で優れる高速フレーム溶射法を選定した。 

コーティング処理した金属表面からのナトリウム付着時の輻射率データを取得するとと

もに、実機除熱体系を模擬したポット除熱試験体を含めたポット除熱試験装置を設計製作

し既設ナトリウムループに据え付けた。 

また２集合体ポットの除熱性能を評価する３次元伝熱流動解析モデルを作成した。 
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図-4 ナトリウム浸漬コーティング試験片輻射率測定試験結果 

 
 

図-5 ポット除熱試験体構造図 
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図-6 ２集合体ポット解析モデル図 

 

 

５．３ 使用済燃料の直接水プール貯蔵に適用する燃料洗浄システムの開発 

（１）研究方法 

（a）試験体、乾式洗浄試験装置設計・製作（2006 年度～2007 年度前半） 

内部ダクトを有する実用炉燃料集合体及び実用炉で計画している乾式洗浄方式に基づき、

洗浄試験に使用する洗浄試験体及び乾式洗浄試験装置の設計・製作を行う。なお、洗浄槽

には既設のナトリウムポットを使用する。 

（b）内部ダクト乾式洗浄試験（2007 年度後半） 

内部ダクトを模擬した試験体により乾式洗浄試験を行い、内部ダクトのドレン性を確認

するとともに内部ダクトの乾式洗浄方式による洗浄特性を把握する。 

（c）模擬集合体乾式洗浄試験（2008 年度～2009 年度） 

実用炉燃料集合体の断面形状を模擬した試験体を用いて乾式洗浄試験を行い、洗浄特性

を把握する。また、試験データに基づき実用炉燃料集合体の乾式洗浄後の残留ナトリウム

量を予測評価するとともに、洗浄特性を評価し、燃料洗浄システムの適用性検討を行う。 

（２）主要成果 

（a）試験体、乾式洗浄試験装置設計・製作 

乾式洗浄試験に使用する試験体として、内部ダクトの断面形状寸法を模擬した内部ダク

ト試験体(1)、内部ダクトとラッパ管の接合方法を模擬した内部ダクト試験体(2)、また、

実用燃料集合体の断面形状及び寸法を模擬した模擬集合体を製作した。なお、内部ダクト

試験体(1)については、ダクト底板の傾斜による洗浄効果を確認するため、2種類（1/50、

1/20）の傾斜のものを製作した。 

乾式洗浄試験装置は、既設のナトリウム施設のナトリウムポットを洗浄槽として活用す

ることとし、洗浄槽に乾式洗浄ガスを供給する設備等を製作した。 

内部ダクト試験体の外形図を図-7、模擬集合体の外形図を図-8、及び乾式洗浄試験装置の

系統を図-9 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部ダクト試験体(1) 内部ダクト試験体(2) 

B B

B‐B断面

内部ダクト模擬部

ラッパ管模擬部

拡大

スポット溶接

C C
C‐C断面

内部ダクト‐ラッパ管
接続部の模擬

ガス導入部

整流筒

内部ダクト
試験体

内部ダクトの断面形状
を模擬

拡大

図-7  内部ダクト試験体外形図 

図-9  乾式洗浄試験装置 

内部ダクト

ラッパ管

ヒータピン

ヒータピン
支持構造

ガス導入部

図-8  模擬集合体外形図 
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図-10 残留ナトリウム量の温度-時間依存性 
（傾斜記述のないものは、底板の傾斜 1/50） 

（傾斜 1/20） 

（+1 時間） 

温度効果 

時間効果 

（b）内部ダクト乾式洗浄試験 

製作した内部ダクト試験体(1)及び(2)並びに乾式洗浄試験装置を用いて乾式洗浄試験を

実施し、内部ダクト内のナトリウムドレン性及び内部ダクトの洗浄性に関するデータを取

得した。 

内部ダクト内のドレンに要した時間は約 3分であり、実用炉で設定している燃料吊り上

げ開始から洗浄ガス吹き付け開始までの時間 10 分と比べて十分短い時間である。また、全

試験ケースにおいて、試験体に残留するナトリウムは高々10ｇ程度（実機では、長さの違

いを考慮すると高々14ｇ）であり、内部ダクトの洗浄性に与える影響が低いことが分かっ

た。 

また、洗浄試験においては、内部ダクトの構造上、内部ダクト内にガスが流れ難いこと

から、洗浄ガスの効果は少ないものと判断し、温度と時間に着目して試験ケースを設定し

た。底板の傾斜の効果については、洗浄ガスを流さないで、ナトリウムドレン完了の状況

（雰囲気温度 200℃）で確認した。試験結果を図-10 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図から確認できるように、洗浄ガス温度を高くすること、また時間を長くすることで洗

浄性が高くなる傾向が確認された。なお、内部ダクトの底板の傾斜の違いによる洗浄効果

については、底板に残留している量に有意な差はなく、傾斜が 1/20 と 1/50 とで洗浄効果

に差がないことが分かった。 

内部ダクト乾式洗浄試験にて得られた残留ナトリウムデータについては、実機燃料集合

体評価に活用するため、部位ごとにデータを整理した。 

 

（３）試験等の結果のまとめ 

実用炉の使用済燃料洗浄システムとして検討している乾式洗浄方式に関して、内部ダクト

を有する燃料集合体の洗浄性を確認するための試験体及び試験装置を製作した。 

また、内部ダクトを模擬した試験体を用いた乾式洗浄試験を行い、内部ダクトのドレン性

及び洗浄性に関するデータを取得した。 

 

５．４ TRU 燃料輸送時の除熱技術の開発 

（１）研究方法 

（a）新燃料輸送キャスクの概念検討（2006～2009） 

輸送キャスクの除熱性を高める冷媒を選定し、この冷媒を適用した輸送キャスク概念を

検討する。 

（b）温度解析（2007～2009） 

構築した概念に基づき、キャスク各部の温度を解析により評価し、健全性を評価すると

ともに、最大収納体数を見極める。また、新燃料受入設備側との設計取り合い条件を検討

する。 

（２）主要成果 

（a）新燃料輸送キャスクの概念検討 

新燃料輸送キャスクに適用するガス冷媒として、除熱性の観点から、FS フェーズⅡと同

様にヘリウムガスを選定した。また、ヘリウムガスの伝熱特性を基準に、より除熱性の高

い液体冷媒の調査を行い、キャスクの冷媒として要求される特性、取扱い性の観点で水を

選定した。 

ヘリウムガス及び水を冷媒として、輸送キャスクの構造概念を検討した。設計条件とし

ては、海上輸送、既存インフラの活用を検討方針とし、既設発電所クレーン容量からの制

限値として重量 125t（緩衝体含む）以下、使用済燃料輸送船の仕様からの制限値として全

長 6.8m 以下、幅 3.5m 以下（緩衝体含む）を設定した。また、対象とする新燃料集合体に

ついては、これまで検討されてきた軽水炉サイクルから高速増殖炉サイクルへの移行シナ

リオにおいて発生する燃料の中から、燃料製造施設の発熱量制限値以下で、最も発熱量の

高い燃料（発熱量約 2kW/体）を選定とした。 

伝熱性に係る構造概念としては、伝熱性に劣る遮へい体部の伝熱性を高めるため、軽水

炉の使用済燃料輸送キャスクにも適用している伝熱フィン構造を適用した。更に、ヘリウ

ムキャスクの場合は、燃料バスケットにアルミブロックを設け、伝熱性能の向上を図った。 

後述するキャスク及び燃料集合体の温度解析結果から、輸送中（横置き姿勢）のキャスク

の健全性は問題ないが、受入設備におけるキャスク周辺雰囲気（空気あるいは不活性ガス

雰囲気）、キャスク取扱い作業時間等の条件によってはキャスクの一部について許容温度を

超える恐れがあること、また、キャスク内部の温度が高温であり、開放前には内部の冷却

作業が必要になることから、キャスクの構造概念に循環冷却用のバルブを設けた。5体用ヘ

リウムキャスクの概念図を図-11 に示す。 

（b）温度解析 

5 体用ヘリウムキャスク及び 10 体用水キャスクについて、横置き姿勢における温度解析

を行い、キャスクの制限温度以下となる結果が得られた。なお、外筒表面温度が 85℃を超
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えるため、「核物質などの工場又は事業所の外における運搬に関する規則」第 6条第 2項ハ

の規制により、近接防止枠を設ける必要がある。 

5 体用ヘリウムキャスクの解析結果を図-12 及び表-2 に示す。 

また、5体用ヘリウムキャスクについては、受入時の状態である縦置き姿勢（蓋未開放）

における温度解析を実施した。この結果、受入施設内がアルゴンガス雰囲気で、キャスク

が縦置き姿勢のまま約 5日放置されるような場合には、制限温度（中性子遮へい体：150℃）

を超える可能性があることが分かった。アルゴンガス雰囲気条件での解析結果を図-3 及び

表-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①

②

③

④
④

ヘリウムキャスク全体温度コンタ図 燃料バスケット内温度コンタ図

① ②

400

300

200

（℃）

100

0
径方向（中心 ⇔ 外周）温度分布

燃料集合体

③

軸方向（中心 ⇔ 外周）温度分布

発熱範囲

発熱範囲

図-12 5 体用ヘリウムキャスクの温度解析結果（横置き姿勢） 

図-11  5 体用ヘリウムキャスク概念図 

A

A

緩衝体密封シール部

胴

ドレンバルブ

伝熱フィン

外筒

バスケット

燃料集合体

A‐A断面中性子遮へい体

放熱フィン

ベントバルブ

図-13 5 体用ヘリウムキャスク温度解析結果（Ar 雰囲気、縦置き姿勢）

燃料集合体

バスケット

胴

中性子遮へい体外筒
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（℃）

100 200 300 400 5000 （Hr)

200.1℃；231.7Hr

150.2℃；112.4Hr

時 間 

温
 
度

 

評価部位 最高温度（℃） 制限値（℃）

外筒 97 85＊1

密封シール部 90 150

中性子遮へい体 117 150

胴 129 375

バスケット内面 165 200

燃料集合体 361＊3 300＊2

＊１：近接防止枠の要否を判断する目安値。
＊２：空気中における酸化防止上のための制限値（暫定）

＊３：燃料バスケット内温度解析（図‐2の④）の最大値

表-2  5 体用ヘリウムキャスクの温度解析結果（Ar 雰囲気横置き姿勢）

表-3  5 体用ヘリウムキャスク温度解析結果（Ar 雰囲気、縦置き姿勢） 
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また、燃料集合体については、受入作業が空気雰囲気中で行われる可能性も考慮して、

燃料集合体の制限値を酸化防止上の制限値として 300℃と暫定した。受入時において既に

300℃を超えているため、本研究開発課題で構築した輸送キャスク概念を取り入れた輸送シ

ステムの技術的成立性を評価するには、受入設備側での設計対応も含めた検討が今後必要

となる。 

（３）試験等の結果のまとめ 

TRU を含有する高発熱・高線量新燃料を輸送する輸送キャスク概念を構築し、温度解析を

行った。輸送状態である横置き姿勢においてはキャスクの制限温度を満足する結果を得た。

また、新燃料のプラント受入時においては、キャスク内部が高温であること、キャスク縦

置き姿勢においては、受入作業条件によっては制限温度を超える可能性があることから、

キャスク内部を循環冷却できるように、構築した概念にバルブを追加した。 

本研究開発課題で構築した輸送キャスク概念を取り入れた輸送システムの技術的成立性

を評価するには、受入設備側での設計対応も含めた検討が今後必要となることから、受入

設備側への要求事項等の設計取り合い条件を明確にしていく。 

 

６．成果目標の達成見通しについて 

６．１ スリット付き炉上部機構に適合可能な燃料交換機の開発 

実用炉に適用する燃料交換機の開発において、2010 年までに達成すべき成果の目標は以

下のとおりである。 

・実用炉に求められる基本仕様を提示できること（地震時の切込付 UIS との干渉回避、

位置決め精度確保などにより確認されること。 

2006 年度では、構築した基本概念に基づき、耐震解析を行い、UIS との干渉回避のため

の制限値（水平方向変位 20mm 以下、上下方向変位 15mm 以下）以下となる結果が得られた。

また、現在実施中の燃料交換機アーム実規模動作試験により耐震特性に係るデータを取得

し、このデータに基づき耐震評価を行うことにより、成立性見通しが得られるか、あるい

はデータに基づいて、成立性を満足するような強度設計対応が可能であると考えている。 

位置決め精度の要求は±5mm である。位置決め精度に影響する大きな要因としては、可動

筒駆動軸の変位誤差及び時間誤差であり、燃料交換機アーム実規模動作試験で得られたデ

ータに基づき、軸部の強度、駆動系の制御方式等の設計に反映することにより、実機に適

合できる燃料交換機の設計は可能であると考えている。 

 

６．２ 燃料移送系の成立性確認 

２集合体ポットの開発において、2010 年までに達成すべき成果の目標は以下のとおりで

ある。 

・ナトリウムポットによる複数体移送中の事故時の間接冷却性能など、主要な除熱性能

が確保できることの技術的根拠が試験・解析により確認できること。 

現在までのところ、研究計画は予定通り進捗している。2008 年度には、ポット除熱試験

装置を用いてポット除熱試験を実施するとともに、ポット除熱試験体系の解析モデル作成

を行う。更に 2009 年度までに試験データに基づき作成したポット除熱評価用の解析モデル

の検証を行うとともに２集合体ポットの主要な除熱性能が確保できることの技術的根拠が

試験・解析により評価できる見込みである。 

 

６．３ 使用済燃料の直接水プール貯蔵に適用する燃料洗浄システムの開発 

使用済燃料集合体を直接水プールに貯蔵するシステムの開発において、2010 年までに達

成すべき成果の目標は以下のとおりである。 

・アルゴンガス乾式洗浄による残留 Na 除去能力が試験結果を基にした評価により確認さ

れること。 

2007 年度の内部ダクト乾式洗浄試験において、内部ダクトに残留するナトリウム量は

高々10ｇであることから、内部ダクトの洗浄性に与える影響はほとんどないことが分かっ

た。実用炉燃料集合体の残留ナトリウムについては、2007 年度に実施した内部ダクト乾式

洗浄試験及び2009年度までに実施する模擬集合体乾式洗浄試験に基づき予測可能と判断さ

れ、これによりアルゴンガス乾式洗浄による残存Na除去能力は、確認できる見込みである。 

 

６．４TRU 燃料輸送時の除熱技術の開発 

TRU を含有する新燃料輸送キャスクの開発において、2010 年までに達成すべき成果の目

標は以下のとおりである。 

・現行原子力発電所の荷役設備条件（125t 以下）に合致して船舶輸送が可能なキャスク

設計の成立性（遮へい特性、温度制限（被覆管材、遮へい材））が確認されること。 

水キャスクについては、軽水炉の使用済燃料輸送キャスクにて実績があり、10 体用の水

キャスク自身の成立性に係る技術的課題はないものと判断している。しかし、新燃料集合

体をナトリウム環境下に搬入する前には、新燃料集合体に付着している水分を除去する必

要があり、新たに新燃料集合体を乾燥する技術開発が必要となる。 

また、ヘリウムキャスクについては、暫定的に設定した空気雰囲気中での酸化防止上の制

限値 300℃を超えているものの、移送中は不活性ガス雰囲気に保持され、酸化の恐れがない。

このことから、温度制限値及び収納体数を見直す余地はあるが、受入設備側での設計対応

も含めて検討することにより、成立性が得られる見込みである。 

なお、ヘリウムキャスクの温度評価については、軽水炉の使用済燃料輸送キャスクと同

じ実績のある評価手法を用いているものの、燃料集合体全長に比べて、発熱長が短い等軽

水炉燃料と異なっているため、評価手法の検証という課題が残るため、本課題については、

2011 年度より模擬燃料集合体を用いた試験により検証を行うことが必要である。 
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ＣＶ内
＞550℃

熱荷重により，CV部材が破
壊する可能性

一般部面外載荷試験

⑤面外曲げ試験

・モーメント-曲率関係

・曲げ耐力と限界変形

⑥面外せん断試験

・せん断耐力と限界変形

CV部材
特定部位試験

P

P

特定部位試験

⑧開口部・貫通部試験

・スラブ－壁接続部と開口部
の補強方法の評価

・狭隘部の面外変形追随性

 

構造耐力・変形性能評価法
（解析、耐力式）

解析手法の
妥当性検証① 金属材料試験

③スタッド引張試験
④スタッドせん断試験

⑦水蒸気逃がし試験
・水蒸気逃がしパイプの要
否判断

１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

  鋼板コンクリート（SC 構造）は、すでに「もんじゅ」の生体遮蔽壁や軽水炉の一部の

建屋構造に使用された技術であるが、高速増殖炉の矩形格納容器として適用した例はない。

また、FaCT 以前の高速増殖炉では、鋼製格納容器やコンクリート製格納容器の適用が検討

されてきたが、SC 構造の矩形格納容器については技術開発されていない。 
 
２．開発目的 

（１）SCCV の開発の目的 

  SC 構造は、2 枚の鋼板の間にコンクリートを充填しスタッド等で結合した構造である。

SC 構造の格納容器は、以下の利点を有しており、FBR の経済性を高める上で有益な技術

であるため、採用に向けた開発を行う。 
 ・建屋一体型矩形格納容器⇒コンパクトな機器配置により大幅物量削減 
 ・SC 構造化⇒現地作業（配筋、型枠作業）が削減され建設工期を短縮 
（２）技術的課題 

  FBR で想定する設計基準外事象（格納容器内へのナトリウム漏えいを想定）では、内側

鋼板は 550℃を超える高温にさらされる。このような過酷な状況でも格納容器のバウンダ

リ機能と支持機能を維持しうる SC 構造の開発が必要である。 
（３）開発目標 

・SCCV の基本構造を設定し、格納容器健全性評価のための設計解析手法を開発。実証施

設の概念設計に使用できるレベルに整備する。 
・SCCV の技術指針の骨子案を示すとともに、国際標準としての整備方法を提案する。 

  
 

３．実施内容 

（１）設計・製作上の課題検討 

  実証施設の SCCV 構造設定、設計基準外

事象時の荷重設定、予備解析による構造応

答の概略把握、製作上の課題の検討を実施。 
（２）部材特性把握試験 

  金属材料試験、鋼板パネル試験、スタッド

引張試験、スタッドせん断試験、面外曲げ

試験、耐震特性把握試験、水蒸気逃し試験

を実施し、格納容器バウンダリとなる内側

鋼板の耐熱挙動、SC 構造の耐熱挙動・耐荷

重挙動について検討。 
（３）特定部位特性把握試験 

建屋一体矩形構造に特徴的な部位である開口部やコーナー部

の耐力について検討。 

（４）耐震特性把握試験 

設計基準外事象終息後の耐震特性を対象とし、事象終息後の格納容器の健全性を評価する。 

（５）解析手法整備 

  鋼板及びSC構造挙動解析手法を整備するとともに、実証施設のSCCV基本構造を明確化。 

（６）基準整備に向けた検討 

  SCCV 技術指針の骨子案整備と標準化方法検討。 
 

４．スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．これまでの成果 

 これまでに実施した内容について以下に示す。 
（１）設計製作上の課題検討 

  建屋全体の容積低減、及び建設工期の短縮に有効な SCCV について、原子炉建屋や SCCV
の構造を設定し、設計条件及び試験条件を設定した。また、設定した過酷事象想定条件下に

おける SCCV 応答挙動に関する予備解析を行うとともに製作上の課題と解決策について検討

し、設計、製作上の課題を整理した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スタッド 
タイバー 

隔壁

貫通スリーブ 

表面鋼板 

コンクリート

SCCV 
外側鋼板 ドーリ

ドーリー方式の大型ユニット構造

添付資料4．1-6 物量削減と工期短縮のための格納容器のSC造化 

図 1 SCCV の構成例 図 2 Na 漏えい時の鋼板挙動（モデル） 

ヒーター

座屈，き裂の性状把握

図 3 試験概要 

図 4 鋼板パネル試験（モデル） 

図 5  SCCV 応答挙動に関する予備解析結果の例 
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（２）部材特性把握試験 

  金属材料試験、鋼板パネル試験、スタッド引張試験、スタッドせん断試験、面外曲げ試

験（同厚形式構造、鉄筋補強形式構造及び片側薄板形式構造）及び水蒸気逃し試験等を実

施し、高温時の特性を含む部材特性に関するデータを取得した。また、水蒸気逃し試験で

は、鋼板の加熱により、鋼板内の圧力が有意に上昇することが確認されたため、水蒸気逃

しラインを設置する必要があると判断した。 
a.金属材料試験 

 常温及び高温での引張、板曲げ、クリープ試験及びスタッド試験で材料特性を把握した。 
 
 
 
 
 
 
 

 

b.鋼板パネル試験 

 一部試験条件について実施し、高温での鋼板パネルの挙動、温度分布等を把握した。 

 
 

c.スタッド引張・スタッドせん断試験 

 一部試験条件について実施し、常温及び高温での強度、スタッド抜き出し特性等を把握した。 

  
 
 

d.面外曲げ試験（構造性能把握試験） 

 同厚形式構造、鉄筋補強形式構造及び片側薄板形式構造について常温、高温での荷重-変形特

性を把握した。 

 
 
 
 
 
 
 
 

e.水蒸気逃し試験 

 鋼板の加熱によるコンクリートからの水蒸気の発生と鋼板内の圧力上昇を確認。水蒸気逃

しラインの設置が必要と判断した。また、加熱面鋼板のスタッド近傍にクリープによるき裂

が確認された。試験温度条件（目標値）よりも相当長時間の加熱となったことが影響した可

能性があるが、鋼板挙動については、鋼板パネル試験を通じて評価法を整備する。 

 
 
 

（３）解析手法整備 

 鋼板パネル試験及び各構造方式に関する面外曲げ試験について予測解析を実施し、応力状態

等を把握して試験時の挙動を予測するとともに、解析手法整備に向けたデータベースとした。 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
６．成果目標の達成見通しについて 

 2010 年までの成果目標は「①建屋一体型矩形格納容器に適した SC 基本構造が提示される

こと。②SC 造部材の耐熱・耐荷重試験データに基づき、設計基準を超える想定であるナト

リウム漏えい燃焼に伴う荷重を受けた際の鋼板の健全性及び構造耐力を評価する解析手法

を、概念設計に使用できるレベルに整備すること。③整備された評価手法を用いて、設計成

立性の見通しを示すこと。」である。試験、解析等は計画通り進捗しており、原子炉建屋・

SCCV の構造設定、製作課題の整理を完了し、部材特性試験の一部によって所定のデータを

取得している。また、試験の予備解析等を実施し、解析手法整備のデータベースとしている。

これらの結果において、水蒸気逃し試験では、鋼板の加熱により鋼板内の圧力が有意に上昇

することが確認されたため、水蒸気逃しラインを設置する必要があると判断した。またスタ

ッド近傍にクリープによるき裂が確認され、試験条件（目標値）よりも相当長時間の加熱と

なったことが影響したと考えられる。当初から計画している鋼板パネル試験を通じて、試験

条件内では亀裂が発生しないことを確認するとともに、鋼板挙動の評価法を整備する。現在

のところ目標達成の支障となる課題等は生じていない。 

面外曲げ載荷時の最小主応力度 コンクリート要素損傷状況 
図 15 解析結果の例（同厚形式構造） 

図 11 面外曲げ供試体及び試験装置 図 12 面外曲げ試験後の破壊状況 

同厚形式構造（160℃）  

図 6 金属材料試験結果 

図 7 鋼板パネル試験の試験装置 図 8 試験後の表面鋼板の面外変形状況 

図 9 スタッド引張試験後の破壊状況 図 10 スタッドせん断試験スタッド破壊状況 

図 13 水蒸気逃し試験の状況 図 14 試験後の表面鋼板の状況 
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１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

9Cr 系 ODS 被覆管と 12Cr 系 ODS 被覆管について、開発材の試験データ等に基づき「材料強

度意順暫定案」を作成するとともに、材料仕様を絞り込み、BOR-60 での照射試験に着手し

て、ピーク燃焼度 50GWd/t では、顕著な被覆管内面腐食はないことを確認した。(右下参照) 
 
２．開発目的 

 取出平均燃焼度 150GWd/t の高燃焼度を実現するため、ＯＤＳ被覆管を用いた燃料の照射

データを取得する。2010 年には、ピーク燃焼度 150GWd/t における被覆管の内面腐食深さに

関する照射データを取得し、腐食量についての高燃焼度までの見通しを評価する。 
 

３．実施内容 

BOR-60 および「常陽」にて ODS 被覆管燃料ピンを照射するとともに、「常陽」で ODS の材

料照射を進め、照射挙動データを取得する。また、2010 年以降には「常陽」「もんじゅ」を

用いて ODS 被覆管燃料ピンのバンドル照射を順次進めて、さらなる照射データの蓄積を図る

と共に、ODS 被覆管およびその燃料ピンの量産技術開発などを進める。 
 
４．スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．これまでの成果 

（１）研究方法 

BOR-60 にて ODS 被覆管燃料ピンの照射試験を進めるとともに、「常陽」での ODS 被覆管燃

料ピンの照射試験の準備を進めた。また、「常陽」で ODS の材料照射を進めている。 
 

（２）主要成果 

H19 年度までに BOR-60 での燃料ピン照射試験で FaCT 開始時にピーク燃焼度 50GWd/t まで

到達していた試験の照射をさらに進め、H19 年度までにピーク燃焼度 100GWd/t に到達した。

また、「常陽」にて材料照射試験継続実施(MARICO など)し、照射材の強度データを取得した。 
 
（３）試験等の結果のまとめ 

ピーク燃焼度 100GWd/t まで燃料ピンの健全性を保ち照射する実績を得た。また、照射材の

強度は炉外未照射材の強度と同等であることを示すデータを取得した。 
 
６．成果目標の達成見通しについて 

2010 年には、150GWd/t の ODS 被覆管燃料ピン内面腐食データを取得し判断できる予定であ

る。2010 年目標達成には、「常陽」スケジュールは影響ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付資料4．1-7 高燃焼度化に対応した炉心燃料の開発 

（1）高燃焼度燃料・材料研究開発 

項目 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 予算（億円）

高燃焼度燃料・材料研究開発

・ピン照射試験

・材料照射試験

・過渡試験

・15万MWd/tバンドル照射試験

・25万MWd/tバンドル照射試験

・集合体量産化

項目 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 予算（億円）

高燃焼度燃料・材料研究開発

・ピン照射試験

・材料照射試験

・過渡試験

・15万MWd/tバンドル照射試験

・25万MWd/tバンドル照射試験

・集合体量産化

燃料ピン照射試験（BOR-60, 「常陽」, 目標：250dpa, 25万MWd/t）

材料照射試験（「常陽」）

炉外・炉内過渡試験

15万MWd/tバンドル照射試験（「常陽」）

25万MWd/tバンドル実証照射（「もんじゅ」）

ODS被覆管燃料集合体量産化

* : 値はペレットピークに対応
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１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

以下に説明する Am-MOX, Am・Np-MOX 照射試験について、2005 年からの照射開始に向け

て照射試験用 Am-MOX, Am・Np-MOX ペレットの製造など照射試験の準備を概ね完了してい

た。 
 
２．開発目的 

低除染 TRU 酸化物燃料の照射データを取得し、照射挙動を評価する。2010 年には、TRU 酸

化物燃料ピンの熱設計の重要な支配因子の一つである照射中 Am 再分布について設計で見込

むべき燃料中心部 Am 含有率の上限値を評価する。 
 
３．実施内容 

「常陽」にて Am-MOX, Am・Np-MOX 照射試験を実施して、短期照射後および定常照射時の

Am 再分布データを取得する。また、2015 年までに、MA-MOX 燃料の高線出力試験を行い、

その溶融限界線出力に対する余裕に関するデータを取得する。簡素化ペレット燃料の照射試

験を進め、その照射挙動について従来の製造法によるペレットとの相違を評価する。将来的

には、燃料サイクル側の技術開発により低除染燃料が得られるようになった段階で、その照

射試験を行い、その照射挙動を評価する。 
 
４．スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．これまでの成果 

（１）研究方法 

5%Am-MOX, 2%Am・2%Np-MOX 燃料ピンを製造し、「常陽」にて目標線出力 10 分保持、同

24 時間保持する照射試験(10 分照射、24 時間照射)を実施し、その照射後試験データを一部取

得した。また、これらの燃料ピンの定常照射試験準備を進めた。 
 
（２）主要成果 

10 分照射、24 時間照射の照射後試験により、重金属元素の再分布挙動により燃料中心部で

Pu および Am の含有率が増加しているデータの一部を取得した。O/M 比が高い燃料では、再

分布による燃料中心部の Pu・Am 含有率増加が O/M 比の低い燃料より顕著であることを示す

データが得られている。 
 
 

（３）試験等の結果のまとめ 

「常陽」を用いた Am-MOX, Am・Np-MOX 燃料ピンの短期照射試験により、MA 含有酸化物

燃料の熱設計に関するデータが得られてきている。さらなるデータ取得と、その解析評価に

より、MA 含有酸化物燃料の熱設計成立性見通しを検討できる。 
 
６．成果目標の達成見通しについて 

現在取得中の 10 分照射、24 時間照射の Am 再分布データに基づき、2010 年に解析による外

挿で MA 含有燃料の熱的挙動を評価し、熱設計成立性を見通す。 
40GWd/t 到達・データ取得は、「常陽」再起動遅れのため、2010 年以降になる見込みである

が、2015 年までに照射データで確認する予定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付資料4．１-7 高燃焼度化に対応した炉心燃料の開発 

（2）低除染TRU酸化物燃料の照射特性 

項目 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 予算（億円）

低除染TRU酸化物燃料の照射健全性

項目 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 予算（億円）

低除染TRU酸化物燃料の照射健全性

TRU酸化物燃料ピン照射試験（「常陽」）

ショートプロセス中空ペレット燃料ピン照射試験（「常陽」）

低除染TRU酸化物燃料ピン照射試験（「常陽」）

低除染TRU酸化物燃料バンドル実証照射（「もんじゅ」）
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１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

 FS フェーズ 2 の炉心燃料設計研究において、制御棒集合体の主要仕様を設定し、反応度収

支を満足することを解析評価により確認して、B-10 等最良などを評価した。 
 
２．開発目的 

 B4C を用いた制御棒の寿命を、従来設計における設定である 1 運転サイクルより長寿命化

するため、Na ボンド・シュラウド型長寿命制御棒概念の仕様を設定して、その長期照射試験

により照射性能を評価する。 
 
３．実施内容 

 FaCT 炉心の設計検討情報に基づき、Na ボンド・シュラウド型長寿命制御棒概念の仕様と

設計上達成可能な寿命を評価して、達成できる可能性のある寿命とその制御棒仕様の設定に

つなげる。将来的には、長寿命制御棒の照射試験体を製作し、照射試験により照射挙動と寿

命を評価する。 
 
４．スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．これまでの成果 

（１）研究方法 

 B4C を用いた制御棒は B4C のスエリングにより B4C ペレットと被覆管との機械的相互作

用が発生した時点で寿命となるとの条件の下に、Na ボンド・シュラウド型長寿命制御棒の

B-10 濃縮度や B4C ペレット直径をパラメタとして達成可能な寿命を評価している。 
（２）主要成果 

 保守的な条件設定による概略評価では、B-10 濃縮度を 55wt%（現行 80wt%）とすること

で主炉停止系及び後備炉停止系制御棒の寿命を２サイクルにできる見通しであり、また、現

行のB4Cペレット径を15%削減することで主炉停止系及び後備炉停止系制御棒の寿命を３サ

イクルにできる見通しであることが分かった。 
 
（３）試験等の結果のまとめ 

 概略検討の結果、B4C 制御棒の寸法仕様等の調整により制御棒を長寿命化できる可能性が

あることが分かった。さらに詳細な評価を進めることにより、長寿命制御棒の具体的な仕様

を設定できると考えられる。 
 
 

６．成果目標の達成見通しについて 

2010 年までに、Na ボンド・シュラウド型長寿命制御棒概念の仕様と設計上達成可能な寿命

を評価する条件等を詳細化して、長寿命制御棒の具体的な仕様を設定し、照射試験等具体的

な R&D 課題・計画を整理する。 
 
 
 

添付資料4．１-7 高燃焼度化に対応した炉心燃料の開発 

（3）長寿命制御棒の開発 

項目 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 予算（億円）

長寿命制御棒の開発

項目 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 予算（億円）

長寿命制御棒の開発

長寿命制御棒の照射計画検討
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１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

Zr-H の製造実績・照射実績を調査し、直径が大きいペレットの製造、その量産技術の開発、

より高照射量までの形状安定性の実験評価などが課題であることを整理した。また、被覆管

の水素透過特性などを評価し、使用中の水素の一次系 Na 中への拡散による過剰な水素解離

の進展を抑制する水素透過抑制機能被覆管が必要となる可能性があると判断した。 
 
２．開発目的 

炉心周りのしゃへい体厚さを抑制し炉容器のコンパクト化につなげられる Zr-H 高性能しゃ

へい体について照射データを取得し、成立性を見通す。 
 
３．実施内容 

設計で想定している大径 Zr-H ペレット試作を進めるとともに、その Zr-H ペレットの照射試

験を実施し、照射中の形状安定性や水素解離挙動を評価する。また、水素の一次系 Na 中へ

の拡散による過剰な水素解離の進展を抑制する水素透過抑制機能被覆管を開発し、その性能

を評価する。 
 
４．スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．これまでの成果 

（１）研究方法 

Zr-H ペレットは、従来実績に近い小直径ペレットから試作に着手し、大直径ペレットの試作

試験を進めて、大直径ペレットの製造性を評価する。水素透過抑制機能被覆管は、水素の拡

散透過を抑制する層を被覆管の内面に形成する方策を開発する。試作した Zr-H ペレットを用

いて物性測定評価を進め、「常陽」での照射試験の準備を行う。 
 
（２）主要成果 

Zr-H ペレットの試作試験の結果、従来実績サイズ（直径 13mm×長さ 13mm）の製作再現性

を確認するとともに、３倍サイズ（直径 13mm×長さ 39mm）のクラックフリー製品の試作

に成功した。 
水素透過抑制機能被覆管の候補技術として耐熱鋼積層法とアルミナイズ処理法は、いずれも

適切な表面酸化処理を施すことで水素透過抑制機能を付与できることを確認した。 
 
（３）試験等の結果のまとめ 

Zr-H ペレットについては３倍サイズの試作試験に成功し、サイズアップの試験経験を蓄積し

てきている。 

水素透過抑制機能被覆管の候補技術として耐熱鋼積層法とアルミナイズ処理法の比較評価を

行い、いずれも有望であるこがわかった。 
「常陽」照射試験については、照射試験計画の検討に加え、許認可取得のための準備作業、

キャプセル構造検討、照射リグ部材調達等を進めている。 
 
 
６．成果目標の達成見通しについて 
 
Zr-H ペレット大直径化と水素透過抑制機能被覆管の試作評価を継続することにより、2010
年に製造性を評価し、それらの成立性を見通す。 
照射試験によるデータ取得は、「常陽」再起動遅れのため、2010 年以降になる見込みである。

2015 年までに照射データを取得し、外挿評価をもとに見通しを検討する予定である。 
 
 
 

   
 

図 従来実績サイズと３倍サイズの Zr-H ペレットの外観 
 

添付資料4．１-7 高燃焼度化に対応した炉心燃料の開発 

（4）高性能しゃへい体の開発 

項目 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 予算（億円）

高性能遮へい体の開発
(1)Ｚｒ-Ｈ遮へい体の製造法の確立

(2)設計に必要なＺｒ-Ｈ遮へい体の照射データの取得

項目 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 予算（億円）

高性能遮へい体の開発
(1)Ｚｒ-Ｈ遮へい体の製造法の確立

(2)設計に必要なＺｒ-Ｈ遮へい体の照射データの取得

Ｚｒ-Ｈ遮へい体製造

Ｚｒ-Ｈ遮へい体照射試験

直径 13mm×長さ 13mm

直径 13mm×長さ 39mm
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１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

 FS フェーズ 2 の炉心燃料設計研究において、改良内部ダクト付燃料集合体概念の成立性を

解析的に評価し、内部ダクトとラッパ管のスポット溶接が可能な場合の標準的な接合点間隔

を暫定した。 
 
２．開発目的 

再臨界回避集合体のレファレンス概念である改良内部ダクト付燃料集合体の概念を具体化し

組立技術を確立して、照射試験により実用化に必要な照射データを取得する。 
 
３．実施内容説 

ラッパ管のコーナ部 1 箇所に菱形の内部ダクトを装着した改良内部ダクト付集合体の具体的

な詳細構造を検討し組立技術を開発して試作を行う。試作体の炉外耐久性試験、模擬体照射

試験、材料照射試験を進めて改良内部ダクト付集合体構造の健全性見通しを評価し、最終的

に燃料集合体実証照射試験を進める。 
 
2010 年の目標 
改良内部ダクト付集合体ラッパ管構造の試作完了 
現状 
H19 年度まで：構造案立案、ラッパ管-内部ダクト接合基礎試験実施、模擬体予備試作(炉心

耐震 R&D 等) 
H20 年度：接合基礎試験継続、PNC-FMS による試作着手 
 
４．スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
５．これまでの成果 

（１）研究方法 

菱形の内部ダクトの試作試験を進めると共に、内部ダクト付ラッパ管をあらかじめ準備し燃

料集合体組立時に燃料ピンバンドルを挿入して集合体を完成する手順を第一案として集合体

構造を具体化した。改良内部ダクト付集合体の主要部分について試作試験を行い、初歩的な

組立上の成立性を評価した。ラッパ管と内部ダクトの接合はスポット溶接を候補として、ス

ポット溶接条件などに関する予備試験を進めている。 
 
（２）主要成果 

内部ダクト付集合体の組立手順に適合する燃料ピンバンドル支持形状などを考案し、内部ダ

クト付ラッパ管に模擬燃料ピンバンドルを挿入して組立上の成立性が見通せる可能性がある

ことを確認した。ラッパ管(肉厚 5mm)と内部ダクト(肉厚 2mm)は肉厚が異なるので、異なる

肉厚のスポット溶接基礎試験を、スポット溶接時の荷重・電流・保持時間・電極仕様をパラ

メタとして実施し、接合条件を設定できる可能性があることが分かった。 
 
（３）試験等の結果のまとめ 

改良内部ダクト付集合体の構造具体案を検討し主要部分の試作試験により初歩的な組立上の

成立性を評価した。ラッパ管と内部ダクトの接合はスポット溶接が候補技術となりうること

が分かった。 
 
６．成果目標の達成見通しについて 
内部ダクトの試作試験やスポット溶接基礎試験などをさらに進めて、寸法精度等の評価やス

ポット溶接条件の検討を進めており、また、内部ダクト付ラッパ管の組立技術について基礎

試験を実施し、実機での組立方法を検討中である。2010 年の試作に向け組立装置検討・装置

試作予算規模について検討を進めており、2010 年試作完了を目指している。 
 
 
 
 
 
 試作した試作試験体の 
  燃料ピン支持構造枠 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
試作した試作試験体の横断面図 

添付資料4．１-7 高燃焼度化に対応した炉心燃料の開発 

（5）再臨界回避型集合体開発 

項目 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 予算（億円）

再臨界回避集合体研究開発

項目 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 予算（億円）

再臨界回避集合体研究開発
再臨界回避集合体構造開発

ダクト照射・集合体照射試験（「常陽」）
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１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

 日仏米協力により「もんじゅ」で MA 含有酸化物燃料の集合体燃焼実証を行う計画を三国

間で議論し、基本的な進め方として、以下の 3 ステップにて集合体燃焼実証を達成する計画

を検討していた。 
Step-1：Am,Np 含有酸化物燃料ピンを「常陽」で照射して「もんじゅ」のドライバ燃料に

Am,Np 含有酸化物燃料ピンを混載して照射する。 
Step-2：Am, Np, Cm を含有する酸化物燃料ピンを「常陽」で照射して「もんじゅ」のドラ

イバ燃料に Am,Np 含有酸化物燃料ピンを混載して照射する。 
Step-3：Am,Np,Cm を含有する酸化物燃料を用いた「もんじゅ」燃料集合体を製造して、そ

の燃焼実証を行う。 
 
２．開発目的 

日仏米協力により「もんじゅ」で MA 含有酸化物燃料の集合体燃焼実証を進める一環として、

「もんじゅ」での MA 含有酸化物燃料のピン照射、集合体照射について設計検討を進め、許

認可取得の準備を完了する。 
 
３．実施内容 

「もんじゅ」で照射する MA 含有燃料の仕様の検討、許認可用物性データ取得評価、許認可

の取得方法の検討を進め、許認可を取得するための技術情報を整備する。なお、本協力は、

Generation-IV International Forum の SFR(Na 冷却炉)開発協力の一環として進めている。 
 
４．スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
５．これまでの成果 

（１）研究方法 

現状の「もんじゅ」ドライバ燃料の許認可での健全性説明や設計評価技術に関する情報に基

づき、「もんじゅ」のドライバ燃料の仕様や許認可用の設計評価技術に合わせた MA 含有燃

料の仕様や照射条件の案を検討するとともに、許認可を得るために必要な物性データとその

範囲を設定して測定評価のスケジュールを検討している。 
 
（２）主要成果 

MA 含有燃料の仕様はドライバ燃料とほぼ同等とし、装荷位置や製造公差などを工夫するこ

とで設計成立性を目指す案を立案して米仏との議論・調整を進めている。MA 含有燃料の物

性測定評価については、Am 含有率が約 3%以下の範囲を日本が担当し、より高い Am 含有率

の範囲および Cm を含有する条件について米仏が担当する計画を作成し、測定準備や測定評

価を進める段階にいたっている。 

 
（３）試験等の結果のまとめ 

「もんじゅ」で MA 含有酸化物燃料の集合体燃焼実証を行うため、「もんじゅ」での許認可

取得の準備を進めている。MA 含有燃料の物性を仏米と分担して測定評価するなどの協力に

より、MA 含有酸化物燃料をドライバ燃料として利用していく技術が整備できる。 
 
６．成果目標の達成見通しについて 

現在進めている「もんじゅ」での MA 含有燃料の仕様検討、許認可用物性データ取得評価、

許認可の取得方法検討を継続実施し、2010 年には、許認可準備を終える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付資料4．１-7 高燃焼度化に対応した炉心燃料の開発 

（6）「もんじゅ」MA含有燃料照射の許認可準備 

項目 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 予算（億円）

「もんじゅ」MA含有燃料照射の許認可準備

項目 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 予算（億円）

「もんじゅ」MA含有燃料照射の許認可準備
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１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

 本件で採用する検知手法は、実用化要件である高感度且つ高信頼性の実現を目指した

レーザーブレークダウン蛍光発光法であり、もんじゅのナトリウム漏えい事故を契機に

開発を進めてきた技術である。FS フェーズⅡの時期に実施した「ナトリウム微少漏えい

検出手法の高度化」研究において、微少ナトリウムの検出性能に係る基本的な諸特性(ナ

トリウムからの蛍光発光挙動 、検知識別性、S/N など[1])など、手法適用の判断に必要な

多くの知見を得た[2]。ならびにナトリウムを用いた微少漏えい実験による検出感度[3]、信

頼性(Na の選択的検知、誤信号排除)などの性能要件に係る知見を把握[4]するとともに、

実機への適用性を評価した。FaCT では、これらの知見を基に、微少漏えい検出に対する

要求ならびに環境条件等に適合する要素開発および実証を進めている。 

 

 

２．開発目的  

 ナトリウム漏洩対策強化として、ナトリウムを微少な漏えい段階で早期且つ確実に検

知する技術を開発し、検出システムの設計に必要な知見を提示する。 

 

 

３．実施内容 

 2010 年までに、従来技術の難点であった信号信頼性の向上と高感度を実現しうる技術

(レーザーブレークダウン蛍光発光法)を開発する。2010 年の適用可否判断に備えるため

要素開発を中心に進めるとともに、ガスサンプリング方式とする漏洩検出システムの設

計に必要なエアロゾル移行・拡散挙動評価を行い、設計要求に合致する検出システム基

本仕様を提示する。得られた知見を冷却系機器設計に反映する。 

 

 

４．スケジュール 

項      目 2006 2007 2008 2009 2010

 

・要素開発（センサ、信号処理） 

 

・Na エアロゾル移行・拡散評価 

 

・検出システム基本仕様検討 

 

     

 

 

 

５．これまでの成果 

（１）研究方法 

 2010 年度までに、要素試作とナトリウムを用いた微少漏えいを模擬した要素試験によ

り信号信頼性や検出感度に係るデータを取得し、検出器単体の開発目標とする従来技術

の検出感度を上回る感度を確認する。また、エアロゾル移行・拡散挙動評価を行いガス

サンプリング方式において漏えい点から検出位置までに生じるエアロゾル濃度減衰を評

価する。これらから、設計要求である 100g/h の漏えいを 24 時間以内に検出可能とする

ための検出システム基本仕様の検討を行う。研究開発の初年度である 2007 年度は、要素

開発に必要となる試験機材を整備し、基本検出特性（信号信頼性）を明らかにすること

を目標とする。  

 

（２）主要成果 

 要素開発のための機材整備として、検出要素の試作を実施した。図１に検出要素の基

本構成および装置外観を示す。レーザーブレークダウンによるプラズマ生成用のレーザ

ー光学系、ナトリウム蛍光を計測する分光光学系から構成される。実機仕様を想定した

小型レーザーを用いるとともに、信号信頼性評価や計測アルゴリズム構築のためにナト

リウム蛍光発光挙動をより詳細に把握することを目的として要素試作を行った。 

 

 
  

また、基本検出特性（信号信頼性）を明らかにするための試験に供するため、実機を模

擬した低酸素濃度の窒素ガス雰囲気において、溶融ナトリウムからエアロゾルを生成し、

雰囲気中ナトリウムエアロゾルの濃度制御が可能な要素試験装置（図２）を整備した。  

Pulsed Nd:YAG
LASER

Pulsed Nd:YAG
LASER

Beam DumpCuvette

Spectrometer Detector

Sodium Aerosol Inlet

20～30mm

Firing Trigger

Delay
Generator

PC with A/D

Beam ShieldL.S.Interlock

図１ 検出要素の基本構成および装置外観 

添付資料 4．1-8 配管２重化によるナトリウム漏えい対策と技術開発 

（Na 微少漏えい検出器の開発）  

要素開発・Na 微小漏えい試験 

Na ｴｱﾛｿﾞﾙ移行・拡散挙動評価 

検出システム基本仕様検討

図１ 検出要素の基本構成および装置外観 
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要素試験装置を用いて、計測アルゴリズムを構築する上で必要となる知見（レーザー照

射直後に生じる発光強度の強いプラズマ発光と微弱なナトリウム蛍光発光の時間減衰挙

動）を把握し、基本計測仕様を設定した。模擬漏洩ナトリウムの検出試験を開始し、検

出器に要求されるナトリウムの選択的検出性を把握するとともに、性能及び感度評価に

必要な知見を蓄積している。これまでに従来技術を上回る性能を確認しており、改良を

通じて目標達成の見通しを得つつある。 

 また、現状の試作要素から検出器の計装制御盤サイズを想定し、実証炉および実用炉

の検出器盤の配置設計に反映した。今後、漏洩監視区画から検出器までのサンプリング

配管の引回し仕様の検討を行い、今後実施するエアロゾル濃度減衰評価から得られる知

見に基づき検出システムとしての感度要求を満たすことを確認する。 

 

（３）試験等の結果のまとめ 

 検出要素を試作するとともに基本計測仕様を明らかにした。さらに、検出器に要求さ

れるナトリウムの選択的検出性を把握するとともに、改良を通じて目標達成の見通しを

得つつある。以上の結果を設計へ反映した。 

 

 

６．成果目標の達成見通しについて 

 2010 年における成果目標は、要素成立性に必要な検出系感度、信号信頼性を確認でき

ていること及び検出系の感度要求、プラント適用条件を満たす検出システムの基本仕様

を示すことである。 

 現在までに要素基本仕様の設定を行うと共に基本検出特性を把握した。 

今後、検出システムとしての感度評価（100g/h の漏えいを 24 時間以内に検知）に必要

な知見を蓄積する。 

 また、検出器配置検討により検出システムの基本仕様が明らかになりつつある。今後

実施するエアロゾル濃度減衰評価の知見に基づき検出システムとしての感度要求を満た

すことを確認する。 

 以上のことから 、成果目標を達成する見通しである。 
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 [2]大高 雅彦, 林田 均,レーザー誘起ブレークダウン分光法によるナトリウムエアロ

ゾル検知に関する研究,サイクル機構技報, No.18-3, pp.23-28, (2003)  

 [3]例えば、大高 雅彦, 宮越 博幸, 他,レーザ誘起ブレークダウン分光法 

    によるナトリウムエアロゾルの検出特性(3),日本原子力学会 2003 年春の年会, 

    L67, (2003)  

 [4]例えば、永井 桂一, 大高 雅彦, 他,レーザー誘起ブレークダウン分光法によるナ
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図２ 要素試験装置 
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１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

ナトリウム冷却高速炉の蒸気発生器（SG）の設計においては、直管型を採用し、高温・

高圧化を指向することから、静特性（定常）、内部熱過渡（非定常）および水側流動安定性

を含めた伝熱流動特性に関する評価手法を確立し、設計に反映する必要がある(図 1)。FaCT
開始時点の技術開発状況は以下のとおり。 
・軸方向の水側温度分布、相状態については、管内径や水側流量、圧力の影響を大きく受

けると考えられるが、実機条件でのデータ取得が必要。 
・内部構造物の影響を受けるナトリウム側の複雑な流動及び水側流動安定性を高精度で予

測可能な評価手法が開発段階にある。 
・直管型 SG は配管から流入するナトリウムを堰、整流板、胴及びバッフル板によって整流

し、伝熱管内の水・蒸気と熱交換させる構造を採用したが、ナトリウム側の流動に起因す

る課題を把握し、設計対応を行うことが必要。 
 
２．開発目的 

上記の状況を踏まえ、以下を目的として研究開発を実施する。 
・水側及び Na 側熱伝達率評価式、圧損式、及び DNB クオリティ評価式を取得し、水側 2
相流解析モデルの評価精度を高める。(図 2 の①) 
・内部構造物の影響を受けるナトリウム側の複雑な流動については、評価手法を検証し、

確立する(図 2 の②)。 
・空間温度分布の乱れは、伝熱管の座屈や水側流動不安定の発生につながるため、周方向

の流動の不均一を極力低減するとともに、胴-バッフル板の隙間などの局部的な構造が流動

に与える影響を把握し、設計に反映する (図 3)。 

(1) 水側不安定流動防止：

・長尺伝熱管の高圧力損失及びシステム圧力高圧化により
水側流動安定性を確保し、入口オリフィス無し設計を成立
させる。

(2) Na側流量分布均一化：

・堰を含む入口プレナム、バッフル板構成の最適化、及びそ
の確認（伝熱管温度差による座屈防止）。

(3) 内部熱過渡評価の高精度化：

・高クロム鋼複雑構造の熱過渡評価の入力データの精度向
上

(4) 伝熱管流力振動防止：
・バッフル板配置の最適化、及びその確認

開発目標：

給水

Na

管束部

Na

蒸気

全
長

38
ｍ

3.5ｍφ

給水プレナム

蒸気プレナム

直管2重管蒸気発生器概念図

CSEJ

管板

MSG（Multi-dimensional Thermal-hydraulic 
Analysis Code for Steam Generator）の高精度
化を図り、SG設計コードとして活用する。

MSG: HEMモデル、Na側2次元（現状）
 

図 1 2 重管 SG 伝熱流動設計・評価技術開発課題 

 
開発方針： MSGコードの高精度化

水側2相流解析モデルの高精度化

Na側流動解析モデルの高
精度化

実機SGの成立性確認

②入口プレナム水流動試験
・堰を含む入口プレナム流動最適化と管束
への流量配分データ取得
・バッフル板の配置最適化と管束内流速分
布データ取得

③機器開発試験：10MW-直管SG試験
・実長伝熱管での伝熱データ、圧力損失
データ取得
・実長複数管体系での流動安定性データ取
得

試験研究 解析モデル精度向上

システム試験で機器性
能を確認

①FBR蒸気発生器流動安定性試験
・18MPa体系での電気加熱管での沸騰2相
流伝熱流動試験
・熱伝達、圧力損失、及び流動様式等の相
関式を取得

Na試験データによるコード検証
•伝熱性能検証
•Na側流動検証
•水側流動安定性検証

2010

 
 

図 2 伝熱流動設計・評価技術開発方針 
 

環状プレナム流配水試(案)

バッフル板圧損測定水試験(案)

管束部入口要素試(案)

+ 流動解析 +

ナトリウム流速
分布の均一化

環状プレナムによる周
方向流量配分均一化

•バッフル板圧力損
失及びバッフル板
エッジ効果の把握

管束入口部での断
面内流量配分均

一化及び横流れに
よる流力振動防止

 
 

図 3 SG 入口プレナム構造の最適化 
 
 

添付資料4．1-9 直管２重伝熱管蒸気発生器の開発 

（1）伝熱流動評価 
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３．実施内容 

・設計評価には、蒸気発生器多次元解析コード（MSG）を用いる計画であり、過渡時や低

出力時の内部熱流動特性を評価できるように MSG コードを整備する。 

・ヒータ加熱水流動試験(水側不安定流動試験)により水側熱伝達率及び DNB クオリティ評

価式を整備する。 

・ナトリウム入口プレナム部および管束部の流動、温度分布均一化のための設計最適化と

実証を行い、CFD(Computational Fluid Dynamics)コード及び MSG による評価手法を開発する。 
 
４．スケジュール 

項目 2006 2007 2008 2009 2010 
管束部熱流動解析評価 
 
 
 
 
 
水側不安定流動試験 
 
 
Na 入口プレナム水流動試験 
 
 
 

     

 
５．これまでの成果 

（１）研究方法 

ヒータ加熱水流動試験により、実機の水側条件（質量流速、圧力）における、水側熱伝

達率、圧力損失、及び DNB クオリティ等、不安定の発生を決定づける、これらの個別要因

を詳細に把握することで、不安定解析モデルの高精度化を行う。DOE1MWt2 重管 SG 及び

70MWt2 重管 SG で得られた不安定データに基づき、ヒータ加熱水流動試験と合わせて MSG
コードの検証・整備を行う。さらに、過渡時や低出力時の水側流動安定性も判別すること

ができるよう、コード改良を行う。 

ナトリウム入口整流プレナム構造、管束部バッフル板開孔率、及びバッフル板周辺隙間

などに着目して、空間温度分布の均一化の観点から、詳細解析を実施し、構造の最適化（例

えば、バッフル板構造（孔径、個数）など）を図る。摘出した試験対象部位（ナトリウム

入口部、管束部、ナトリウム入口プレナム部）に関する水流動試験では、流速（定格～部

分負荷時、及び非定常時）などをパラメータとして、詳細な流速、圧力分布、ワークレー

トを測定し、流動均一化設計の実証及び評価手法の開発に資する。 
 
（２）主要成果 

MSG による伝熱流動評価手法に関しては、DOE1MWt2 重管 SG 及び 70MWt2 重管 SG で

得られた不安定データに基づき、MSG コードの検証・整備を行い、過渡時のマルチチャン

ネル振動等を評価可能なチャンネル内の逆流を考慮した多チャンネル体系のMSGを整備し

た。水側流動不安定性評価が可能な MSG については、数値解析上の精度を向上させたが、

不安定挙動の予測精度は十分ではない。今後、ドリフトフラックスモデル等の水・蒸気側

モデルの高度化を実施する。 

水側流動安定性に関しては、実機 SG（伝熱管長さ 29m）の中間部の二相流領域を模擬し

た 11m 長の伝熱管 1 本のヒータ加熱水流動試験体を製作し、試験を実施中である(図 4)。今

後、SG 熱設計手法の各種相関式・モデルの改良に必要な、18MPa の高圧条件下で圧力損失、

ボイド率、熱伝達率等の詳細な二相流データを取得する。 
 

実機SG 試験部

伝熱管内径 12.0 mm 11.6 mm

伝熱長さ 29 m 11 m
圧力 19.2 MPa 8-18 MPa
流量 110 g/s 40-200 g/s

流動条件の比較

水側不安定流動試験部

3.5m

3.5m

3.8m

0.9m

0.9m

温度計測点

水

水＋蒸気

伝
熱

長
さ

10
.8
 m

輻射加熱用ヒータ
（24kW×1、22kW×2）

流路:内径φ11.6mm, 外径φ27.2mm

計測器取付口

評価項目

項目 評価内容

圧力損失 クオリティ、圧力、ボイド率の効果

ボイド率 クオリティ、圧力、流動様式の効果

熱伝達率 熱流束、温度、伝熱形態の効果熱電対

圧力計

ボイド率計

実機SGを模擬した試験部により、
詳細な熱流動データを取得する。内径φ90mm, 外径φ300mm

 
 

図 4 ヒータ加熱水流動試験概要 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヒータ加熱水流動試験 

実機予備解析 

装置整備 

管束部流配試験 

Na 入口流配試験 

管束部入口試験 

熱過渡簡易評価ツール開発 

水側不安定簡易評価ツール開発 

多次元詳細評価ツール開発
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SG の Na 入口プレナム部の流動・温度分布均一化に関しては、堰およびバッフル板等の

整流構造による流動均一化効果を把握するための実機の詳細な流動解析を実施することに

より、試験で確認すべき項目を把握し、水流動試験装置の概念設計を実施した。SG 上部プ

レナム部の詳細な実機予備解析の結果、堰出口部での周方向の不均一流れ、堰内の流れの

剥離等が懸念されることから、SG 上部プレナム部構造の設計最適化のため、3 体系の水流

動試験を計画し、流動解析と一部試験を開始した(図 5)。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 管束部流配要素試験 試験体の概念 
 
 
 

（３）試験等の結果のまとめ 

MSG による評価手法は検証・整備を継続中である。各種試験についても、一部データを

取得し、今後も継続する。課題としては、MSG コードによる水側流動不安定の予測精度、

流動・温度分布均一化のための SG 上部プレナム部構造の設計最適化が挙げられる。 
 
６．成果目標の達成見通しについて 

 現在の作業工程により成果目標は達成可能の見通しである。 
 

 
  

220mm

160m

40mm

A-A

模擬伝熱管

フロー孔

バッフル板－胴

の隙間 

 

A A

バッフル板

バッフル板

バッフル板
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１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

実機 SG における水漏えい時の安全保護系としては、圧力上昇によるラプチャディスク破

損信号に加えて、微小漏えいの早期検出の観点から固体電解質水素計を暫定採用したが、

熱過渡・長時間耐久性と ppb オーダーの低濃度検出性能に課題があり、センサ部材料及び

検出器構造を開発する必要がある。一方、Ni 拡散膜水素計は、長年の研究開発による「も

んじゅ」への採用実績を有する。 
検出計としては、圧力上昇によるもの(圧力計、ラプチャディスク)、漏えい音によるも

の(パッシブ型及びアクティブ型音響計)、水素濃度上昇によるもの(固体電解質水素計、Ni

拡散膜水素計)、温度上昇によるもの(熱電対、光ファイバ温度計)等が考えられるが、検出

可能な漏えい率、応答性、信頼性、設計負荷を考慮し、安全保護系として適用可能な信頼

性の高い漏えい検出計を開発する必要がある。 
 
２．開発目的 

検出可能な漏えい率、応答性、信頼性、設計負荷を考慮し、以下の採用可能性を検討す

る。 

・固体電解質水素計 

微小漏えいを対象とした検出計であるとともに、小型であることから SG への直挿による

中規模漏えいの早期検出の可能性もあることから、センサ部も含めた開発を行う。 

・Ni 拡散膜水素計 

微小漏えいを検出可能な検出計として、「もんじゅ」への採用実績を踏まえて、応答性の

向上を図る。 

・光ファイバ温度計 

中規模漏えい以上の漏えいでは温度上昇による検出が期待できることから、早期応答を

期待した開発を行う。 
 
３．実施内容 

・固体電解質水素計は、SG への直挿の可能性があり、検出時間の短縮が期待できる。これ

まで、固体電解質のスクリーニング、耐久、検出性能の確認を実施してきたが、熱過渡・

長時間耐久性と ppb オーダーの低濃度検出性能に課題がある。セラミックスの仕様・製造

法を最適化し、耐久性、検出性能を向上させる。 

・Ni 拡散膜水素計は、微小漏えい検出に適合する感度を有し、実用性のあることはもんじ

ゅへの適用により確認されているが、実用炉では SG 等の系統機器の大型化に伴う検出性能

(特に応答性)に課題がある。そこで、特に検出時間を短縮するための開発検討を行い、微小

漏えい検出性能を向上させる。 

・光ファイバ温度計は、数百 g/s 以上の水漏えいを早期に検出することが期待できることか

ら、水漏えい時の資産保護(要プラグ本数抑制)の観点から開発検討を行う。 
 
 
 
 

４．スケジュール 

項目 2006 2007 2008 2009 2010 
 
固体電解質水素計の開発 
 
 
 
Ni 拡散膜水素計の改良 
 
 
 
 
 
光ファイバ温度計の開発 
 

     

 
 
５．これまでの成果 

（１）研究方法 

固体電解質水素計については、セラミックスの仕様、製造方法を最適化し、耐久性と検

出性の向上を図るとともに、SG 内へ直挿するためのセラミックス接合部の開発と構造検討

を実施する。 
Ni 拡散膜水素計については、「もんじゅ」に採用されている既存技術の改良による応答性

の向上方策について検討し、有効性と開発難易度について評価を行う。 
光ファイバ温度計については、検出性、構造、設置方法等の設計検討を行い、有効性と

開発難易度について評価を行う。 
 
（２）主要成果 

固体電解質水素計については、Na 環境へのプロトン導電性を有する Sr(ZrYb)O3 系ペロブ

スカイト型固体電解質の適合性を理論的に評価し、その製造方法の最適化を行い、機械的

強度が向上した。しかし、Na 中耐久性試験(2000h)により固体電解質内部へ Na が侵入し、

導電性への影響が懸念された。さらに、セラミックス接合部構造についても見通しが得ら

れなかった(図 1)。また、セラミックス接合部の Na 接液が不可となったことから、SG への

取付構造としては、SG 胴部への有液面の枝配管接続構造となった(図 2)。以上により、固体

電解質水素計の有効性は期待できるものの、今後の開発難易度が高いことから不採用とし

た。 
 
 

 
 

添付資料4．1-9 直管２重伝熱管蒸気発生器の開発 

（2）SG漏えい検出計の開発 

センサ部仕様/製造方法最適化 

有効性/開発難度評価 

改良方策検討 

Na中耐久性 
試験 

膜仕様最適化 

ガス中検出特性試験 

健全性確認試験 
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図 1 セラミックス接合部の開発 
 

 
図 2 固体電解質水素計の SG 取付構造 

 
 

Ni 拡散膜水素計については、応答性向上を検討し、サンプリング系統の最適化(図 4)
と Ni 拡散膜の改良(図 5)によって、「もんじゅ」安全評価において 60 秒としていた検出応答

遅れ時間を 35 秒程度へ短縮可能な見通しを得た。以上の検討に基づき、改良型の水素計ユ

ニットの概念検討を行い、基本仕様を設定し、開発を継続中である。 
 

 
図 3 サンプリング系統の最適化(左：従来型、右：改良型) 

 

 
 

図 4 拡散膜の改良検討 
 
 
 



JAEA-Evaluation 2009-003 

A-61 

 光ファイバ温度計については、検出対象とする中リーク規模のリーク率の温度分布から

設置数と設置構造を検討した結果、900 本程度設置する必要があることと、単独では破損伝

播を防止できないことから、不採用と判断した。 
 
（３）試験等の結果のまとめ 

SG漏えい検出計については、固体電解質水素計及び光ファイバ温度計は不採用と判断し、

Ni 拡散膜水素計の改良に関する要素技術開発を継続することとした。 
 
６．成果目標の達成見通しについて 

 現在の作業工程により成果目標は達成可能の見通しである。 
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１．ＦａＣＴ開始時点における技術開発状況 

 ナトリウム(Na)冷却炉特有の課題として、蒸気発生器（SG）内の伝熱管破損時に発生す

る Na-水反応現象の影響評価がある。この Na－水反応に関しては、SWAT 施設により 1970
年頃から「もんじゅ」SG 伝熱管材である 2.25Cr-1Mo 鋼（蒸発器）および SUS321（過熱

器）を主対象として数多くの実験を行い、(1)破損伝播現象の把握と設計基準水リークの選

定、(2)大リーク事故時の２次冷却系の健全性確保、(3)水リーク検出系の開発等に関する研

究が進められた。(1)においては、水リーク規模によって現れる現象と影響の度合いが異な

ることが明らかとなり、水リーク率で現象を分類する以下の方法が定着した[1, 2]。 
0.1g/s 以下：微小リーク。反応ジェットの到達距離が短く、隣の伝熱管に直接影響が及ば

ない。主にリーク孔が自己拡大あるいは自己閉塞する領域。 
0.1～10g/s：小リーク。最も近接する伝熱管にウェステージ（損耗）を及ぼす領域。 
10～2000g/s：中リーク。周囲の複数の伝熱管がウェステージを受けるが、ウェステージ

率（損耗速度）は小リーク域より小さく、また水リーク率が増大すると更にその影

響は弱くなる傾向が見られる。 
2000ｇ/ｓ以上：大リーク。ウェステージ現象は穏やかとなり、むしろ Na-水反応によっ

て発生する圧力や流動に起因する影響が注目される。 
これらの現象論的な分類は伝熱管のサイズや型式によっても影響を受けることから、境界

水リーク率は一つの目安として位置づけられる。また水リーク規模を水リーク検出系（水

素計、カバーガス圧力計、圧力開放板等）の機能別に分類する方法もあり、その場合には

境界リーク率は更に異なった値が用いられることとなる。以下では、水リーク率での分類

方法に従い記載する。 
「もんじゅ」SG 条件を対象とした実験では、ウェステージは小リークで最も顕著となる

が中リークでは相対的に穏やかであること、2000g/s 前後の水リーク率で懸念された高温ラ

プチャについては、管内冷却が十分確保できる状態では発生しないこと、両端ギロチン破

断相当の大リークでは、破損伝播が起きないことを明らかにした。これら実験データに基

づいて開発整備したウェステージ型破損伝播解析コード（LEAP）により「もんじゅ」SG
の設計基準水リークを評価し、水素計による検出を無視した保守的条件でも最大水リーク

率は伝熱管４本破断相当を下回ることを示した。[1, 3] 
1980 年代後半以降は、当時原電で設計が進められた一体貫流型で高温・高圧設計となる

実証炉 SG を対象とした研究を開始した。そこでは、伝熱管材候補として適用が検討されて

いた高クロム鋼系種（Mod.9Cr-1Mo 鋼、9Cr-2Mo 鋼および 9Cr-1Mo-Nb-V 鋼）のウェステー

ジ・データベース構築を進めるとともに、高温・高圧条件のためより厳しくなる高温ラプ

チャ現象を新たに破損伝播評価に取り入れる必要があったことから、R&D データに基づく

知見を反映して高温ラプチャ評価手法を開発整備した。その後、実証炉 SG の R&D で得ら

れた成果を反映することで、安全総点検の一環として「もんじゅ」SG の安全評価を行い、

最も厳しい SG 条件とされる 10％部分付加運転及びその後のブローダウン条件でも高温ラ

プチャ型破損が生じないことを定量的に示すことで、従来のウェステージ型破損伝播に基

づく安全評価の妥当性を確認した。[4, 5] 
2000 年代からは、実用化調査研究の一環として、単管ヘリカル型の実用炉大型 SG を対

象とした研究を開始した。そこでは、Mod.9Cr-1Mo 鋼に代わる伝熱管材料として適用が検

討された 12Cr 鋼のウェステージ・データベース構築や反応ジェットの伝熱流動特性を評価 

するための Na-水反応試験（SWAT-1R）を進めるとともに、「もんじゅ」SG 条件を超えるい

かなる設計・運転条件にも適用可能な Na－水反応評価手法を確立するため、機構論的評価

手法の開発整備を進めつつある[6]。機構論的モデル開発の一環として、大型施設である蒸

気発生器水リーク試験装置（SWAT-3R）を用いて高温・高圧運転条件を模擬する水リーク試

験（伝熱管材は Mod.9Cr-1Mo 鋼）を 2006 年 3 月に実施しデータを取得した。 

 

２．開発目標 

原型炉の SG 安全設計では、当時の計測技術や数値解析技術・環境では現象の詳細な解明

が困難であったことから、想定条件に応じた実証的な（モックアップ）試験を積み上げ、

その成立性を確保してきた。しかしながら、メカニズム解明を伴わない評価で得られた知

見は外挿性に乏しく、規模が大きく運転条件も高温・高圧となる実用炉 SG 設計に対して適

用は困難である。またモックアップ的評価アプローチは種々の設計上の選択肢に対して汎

用性に欠けることから、経済性向上と安全性確保の両立を目指す設計最適化には不向きで

ある。そこで、昨今の計算機能力、解析技術、計測技術の目覚しい進歩を背景に、最新の

計測技術と数値解析技術を組み合わせることにより、Na-水反応現象の機構論的解明とモデ

ル化を行い、汎用性の高い数値解析評価手法を開発する。これより実用炉 SG の設計成立性

評価への適用ならびに合理的な安全論理の構築に資する。 
 
３．実施内容 

機構論に基づき伝熱管 2 次破損発生可能性まで評価できる評価手法を構築する。破損要

因として、反応ジェットによる損耗（ウェステージ）現象と、反応熱で伝熱管機械的強度

が低下し内圧で破損する高温ラプチャ現象を考慮する。 
(1) 化学反応機構の解明およびモデル化 

分子動力学等を用いた解析的検討および基礎化学反応実験の実施により、化学反応経路を

推定するとともに、反応熱や反応速度定数を求める。これより総括反応モデルを導出する。 

(2) ウェステージ現象の機構解明およびモデル化 

これまでの実験データを活用しつつ、新たに基礎実験および解析を実施し、損傷環境およ

び材料損傷進行の解明（支配あるいは影響要因の同定とその度合いの確認、また要因同士

の相互関係の明確化）を行う。得られた知見を基に解析モデルを構築する。 

(3) 高温ラプチャ評価に関する基礎データの整備 

従来の評価手法を高度化し、より合理的な評価を可能とするため、モデル改良に必要な基

礎実験データの充足を図る。 

(4)解析評価システムの構築 

(1)～(3)で得られる成果を反映し、Na 側熱流動挙動評価のための化学反応を伴う多成分

多相流解析手法、伝熱管熱移行・構造解析手法、伝熱管内水側挙動解析手法の 3つを組み

合わせた解析評価システムを構築する。また、構築した解析評価システムを検証するため、

モデル検証に必要な要素実験ならびに実機条件を模擬した実験を行うとともに、予測精度

評価を実施する。 
 
 

添付資料4．1-9 直管２重伝熱管蒸気発生器の開発 

（3）水リーク挙動試験・評価技術開発 
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４．スケジュール 

項目 2006 2007 2008 2009 2010 

①化学反応モデルの構築 
②ウェステージモデルの構築 
③高温ラプチャモデルの構築 
④解析評価システムの構築 

     

 

５．これまでの成果 

（１）研究方法 

(a) 化学反応機構の解明およびモデル化 
破損伝熱管から噴出した水蒸気と周囲の Na の化学反応形態は、その界面で発生する表面

反応と、反応熱で蒸発した Na と水蒸気間で発生する気相反応の２つが考えられる。ここ

では両方の反応形態を模擬できる Na-水蒸気対向流拡散反応基礎実験装置を開発するとと

もに、最新の計測技術による反応生成物の種類や量（割合）の確認、反応速度定数の導出

を行い、反応経路を推定する。また、これと並行して分子軌道法及び第一原理分子動力学

法を用いた分析を実施し、支配的な反応過程の同定ならびに反応熱の算出を行う。以上の

結果を総合し、総括反応モデルを構築する。 
 
(b) ウェステージ現象の機構解明およびモデル化 

破損孔から高速で Na 中に噴出した蒸気ジェットは、周囲の液

体Naと反応し反応生成物を含む高温の反応ジェットとなって

隣接管に到達し、ウェステージ現象（図 1）を引き起こす。こ

のウェステージ現象による隣接伝熱管破損可能性の評価には、

伝熱管が晒される環境と材料損傷進行条件の定量的解明・予

測モデル構築が必要である。そこでウェステージ現象の支配

的影響因子を同定するとともに、その影響度合いを確認する

ために複数の基礎実験（エロージョン実験、高温材料硬さ変化測定など）を実施する。こ

れらの結果より影響因子をパラメータとしたウェステージ率相関式を導出する。 
 

(c) 高温ラプチャ評価に関する基礎データの整備 
高温ラプチャ現象（図 2）の評価は隣接管への熱移行挙動及び

隣接管の高温材料強度評価の連成でなされる。評価手法の高度

化に資するため、反応場からの伝熱特性、急速加熱時の管内（水

側）の非定常沸騰熱伝達挙動等を明らかにする伝熱流動実験を

実施し、伝熱相関式を導く。また、伝熱管材料の高温強度基準

の高精度化に必要な内圧破裂実験を実施する。 
 
(d) 解析評価システムの構築 

(a)～(c)の成果を受けて、以下の 3 つの解析コードで構成される Na-水反応現象解析評価

システムを開発・整備するとともに、予測精度評価を実施する。 

・化学反応を伴う多成分多相流解析コード SERAPHIM の高度化（Na 側評価） 
ウェステージ現象や伝熱管最高温度の予測には、高速で Na 中に噴出した蒸気と Na の反

応で形成される反応ジェット特性（気相／液相／液滴流速、温度、反応生成物濃度など）

を高精度で再現することが必要である。このため、これまで開発してきた SERAPHIM コ

ードに対して、圧縮性混相流現象（特に不足膨張噴流）再現性改善のための改良、材料損

傷環境評価に必要な液滴エントレインメントモデル、気流中液滴随伴挙動モデル、化学反

応モデル（(a)の成果を活用）などの組み込みを行う。また複雑形状模擬性を向上させる

ため有限体積法を導入する。 
・伝熱管熱移行・構造評価コード TACT の開発（伝熱管温度と損耗量・応力評価） 

SERAPHIM の解析結果(Na 側)を境界条件として、伝熱管外表面(Na 側)熱伝達、伝熱管内

温度分布を求めるとともに、ウェステージによる肉厚減少効果（(b)の成果を活用）を加

味した応力分布を評価し伝熱管破損を判定できる解析コードを開発する。 
・伝熱管内水側伝熱流動解析手法の整備（水側評価） 

TACT で温度分布を評価する際に、水側の熱伝達挙動が境界条件として必要になる。これ

を提供するツールとして、軽水炉で使用実績の豊富な RELAP5 コードを用いる。(c)の成

果を活用し、急速加熱条件等での適用性を確認するとともに、モデルの高精度化を図る。 
・解析システムの検証 
これまでに実施された Na-水反応現象に関する実験をサーベイし、機構論に基づく解析シ

ステムの精度検証に利用できるデータを抽出するとともに、必要に応じてモデル検証用の

要素実験ならびに総合検証として実機条件を模擬した実験を行い、検証用データベースを

構築する。これを基に構築した解析評価システムの妥当性を検証する。 
 
（２）主要成果 

(a) 化学反応機構の解明およびモデル化 
Na-水反応における化学反応機構解明の一環として、まず Na 液体中に水分子が存在する

条件で第一原理分子動力学によるシミュレーション（図 3）を実施した。水の解離反応熱の

評価より、複数考えられる解離パターン（解離なしも含む）のうち、この条件下では水分

子は OH ラジカルと Hラジカルに解離する傾向にあることが示された。一方、Na と水との対

向流拡散基礎実験（図 4）においては、反応界面において OH のラジカルを直接観測した（図

5）。これらの結果から、厳密には条件が異なるものの、反応過程において OH ラジカルが発

生する可能性（反応生成物としては水酸化ナトリウム(NaOH)）が高いことが示唆された。

さらに機構解明を進めるため、解析については表面反応形態を模擬したシミュレーション

を実施中である。また、実験については、反応場の物質計測精度を改善するために、数値

解析による改善ポイントの絞込みを行い、減圧を可能とする装置に改造することで、安定

した反応場を得ることを可能とした。改造した装置を用いて気相反応、表面反応での反応

生成物計測を実施中である。 

 

 

 

 

 

図 1 ウェステージ例 

図 2 高温ラプチャ例
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図 3 反応高温場における Na 原子及び水分子の初期条件の作成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実験装置の概観）                  （実験装置の概念図） 
図4 対向流拡散実験の装置 

 

 
 

 

図 5 対向流拡散実験の反応部における観察結果 
 

 

 (b) ウェステージ現象の機構解明およびモデル化 

i) ガスジェットエロージョン試験 
 噴出する水蒸気や反応場で生成される水素等の気相成分が、高温となった伝熱管に高速

で衝突することも材料損傷の原因の１つと考えられる。この可能性を判断するため、噴射

速度、噴射時間、火炎温度をパラメータとした、酸素―アセチレンガスバーナを伝熱管材

料（Mod9Cr-1Mo 鋼）に衝突させるガスジェットエロージョン実験を実施した。図 6 に試験

片の一例を示す。空気雰囲気中で実施したため材料表面に酸化膜が形成されたが、噴出速

度が大きく、噴射時間が長く、火炎温度が高いほど、材料表面の凹みや酸化膜の剥離など

損傷の可能性があることを確認した。 
 
ii) 過熱蒸気エロージョン試験 
 反応ジェットに随伴されるナトリウム等の液滴が伝熱管に高速で衝突し、物理的に損傷

を与える挙動を把握するため、高温ボイラで生成した水蒸気を作動流体とした液滴衝突エ

ロージョン試験を行うための装置を設計・製作し、予備実験により装置性能を確認した。 
 

 
(a)噴射時間 20 秒   (b)噴射時間 60 秒 

図 6 ガスジェットエロージョン試験例（火炎温度 1300℃、噴出流速 150m/s） 
 
 
図 7 に試験装置を示す。今後、噴出圧力、噴出速

度、噴出温度、噴出ノズル－模擬伝熱管距離、伝

熱管温度（硬度）などをパラメータとして、噴射

液滴によるエロージョンデータを採取する予定で

ある。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 水蒸気エロージョン試験装置

損傷なし 

火炎衝突部 

損傷あり 

火炎衝突部 

噴射ノズル 模擬伝熱管 

 

 

（Na結晶：0K) （Naの融解構造：1000Ｋ） （Na中の水分子の初期位置） 

（反応界面の可視化像） （ＬＩＦによるOHラジカルの蛍光度）
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iii) 高温エロージョン・コロージョン試験 
 反応場で生成される種々の化学物質が反応ジ

ェットに随伴し、高温となった伝熱管に衝突する

ことで損傷が発生する可能性を確認するため、図

8 に示す高温噴射試験装置を設計製作した。本装

置は、反応場を模擬した高温流体（NaOH、Na2O）

を試験カプセルに封入し、赤外線加熱炉で加熱し、

高温の試料に衝突させ損傷状況を確認するもの

である。主なパラメータは流体／試料温度、噴射

速度、噴射形態（コラム／スプレー）、高温流体

の化学組成とする。別途実施中である化学反応解

明研究より NaOH が主要生成物の一つであるこ

とが確認されているため、予備実験として

100%NaOH をターゲット試料に滴下したところ、

わずかであるが質量欠損が認められた。今後本

試験により影響の定量評価を実施する。さらに、エ

ロージョンとコロージョンを区別するため、800℃
以上の高温域で Mod9Cr-1Mo 鋼を対象にしたコロ

ージョンデータも採取する予定である。 
 
iv) 材料試験・基礎水試験等 
 高温不活性雰囲気中で Mod9Cr-1Mo 鋼のビッカ

ース硬さ試験を実施し、同材硬さの温度依存性を測

定し、高温硬さが温度上昇に伴い低下する傾向、引

張強さの温度依存性と良好な相関を与えることを

確認した（図 9）。反応場の還元雰囲気を模擬した

真空中の硬さ測定を行ったが、不活性雰囲気中の硬

さと有意な差が生じないことも確認した。また、

Mod9Cr-1Mo 鋼を対象に急速熱負荷試料（熱時効

材）を作成し、金属組織（相状態）、析出物、旧

オーステナイト粒径、硬さ及び鋼材構成元素等の

変化に着目することで、伝熱管損傷部の温度を推定でき

る可能性があることを確認した。さらに、破損孔から噴

出するジェット挙動解明のため、水中空気噴出可視化実

験装置を製作した。 
 

(c) 高温ラプチャ評価に関する基礎データの整備 
 実用炉 SG の 10%給水流量での水漏えい時を想定し、

急速加熱される水平伝熱管内の熱伝達率等を測定し

た。 

実験の初期条件は模擬伝熱管の入口圧力を 17.8 MPa，バルク温度を 200 ℃，質量流量を 0.075 
kg/s とし、管内の流動状態が安定した後に外表面へ 0.8～3 MW/m2 の熱流束をステップ状に

印加した。図10に熱伝達率測定位置を示す。時間経過に伴い熱伝達率が断面上部では約5000 
W/m2K に低下し、断面下部では約 1.5×105 W/m2K となる。高温ラプチャ評価で適用されて

いる伝熱相関式(膜沸騰域：Bromley 式，核沸騰域：Chen 式）と比較すると，断面上部では

入口サブクーリングの影響により測定値が約 4 倍大きく，断面下部では Chen 式と良好に一

致することを確認した．図 11 に隣接管内の沸騰熱伝達率の周方向分布を示す。 
 
(d) 解析評価システムの構築 
 伝熱管から水蒸気が噴出すると

不足膨張噴流が形成される。不足

膨張噴流現象に対する SERAPHIM
コードの適用性改善のため、高次

離散化手法を新たに導入するとと

もに、検証の一環として、空気中

空気噴流を対象に解析を実施した。

不足膨張噴流が形成される場合、

圧力比がある値より大きくなると

噴流中にマッハディスクと呼ばれ

る衝撃波が形成される。2 次元軸対

称体系で解析を実施した結果、境

界条件、メッシュ分割数を適切に

設定することでマッハディスクを

正しく再現できることを確認した

（図 12）。圧力比をパラメータとして解析を実施した結果、広い圧力比条件においてもマッ

ハディスク形成位置を精度良く再現することができた（図 13）。 
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図 12 空気中空気不足膨張噴流の解析結果   図 13 マッハディスク形成位置の比較 
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図 11 隣接管内の沸騰熱伝達率（周方向分布） 

図 8 高温噴射試験装置 
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図 8 高温噴射試験装置 

図 9 高温材料硬さ変化 

図 10 熱伝達率測定位置 
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また、SERAPHIM コードの Na-水反応現象への適用性確認の一環として、これまでに実

施された Na 中水リーク試験 SWAT-1R の解析を実施した（図 14）。Na 中へ噴出した水蒸気

が円筒容器内の模擬伝熱管群を通り抜けながら上昇する様子が再現された（図 15）。解析で

得られた温度分布は試験結果と概ね一致し（図 16）、これまでに構築した解析手法が温度場

の予測に適用できる見通しを得た。併せて、反応生成物である NaOH の蒸発が体系内最高

温度形成に重要な役割を果たしているという知見が感度解析により得られた（図 17）。 
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図 14 SWAT-1R 試験解析体系    図 15 SWAT-1R 試験解析結果 
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図 16 垂直断面温度分布の比較     図 17 NaOH の蒸発が最高温度に及ぼす影響 
 

TACT コードについては、基本設計を終了し、伝熱管周りの熱流動解析部および伝熱管内

温度分布解析部のコーディングを実施している。RELAP5 コードについては、(c)で実施し

た水側急速加熱試験を対象として適用性確認解析を実施中である。 
 
（３）結果のまとめ 

化学反応機構の解明・モデル化については、計算化学ならびに基礎実験により、水分子

の解離可能性とその形態が明らかになりつつある。基礎実験装置の改良が完了し、本試験

を開始するとともに、並行して計算化学による分析を継続中である。 

ウェステージ現象の機構解明およびモデル化については、機構解明と影響因子の定量化

のため、ガスエロージョンや液滴エロージョン（蒸気、化学反応生成物）基礎実験装置の

設計・製作を完了し、性能確認のための予備実験を実施中である。また、伝熱管材料につ

いて、ビッカース硬さ試験を実施し、硬さが温度上昇に伴い大きく低下する（ウェステー

ジが進み易くなる）傾向、引張強さの温度依存性と良好な相関を与えることを確認した。 
 高温ラプチャ評価に関する基礎データの整備については、実用炉運転条件で最も厳しい

とされる境界条件で水側の熱伝達特性計測実験を実施し、従来の伝熱相関式の裕度を確認

した。 
 解析評価システムの構築については、SERAPHIM コードの離散化精度を改良するととも

に検証解析を実施し、不足膨張噴流の再現性やNa中水リーク時の温度場再現性を確認した。

また、感度解析より反応領域の最高温度形成メカニズムに NaOH の蒸発が大きく関与して

いることを確認した。 
 

６．成果目標の達成見通しについて 

現在の作業工程により成果目標は達成可能の見通しである。 

 

 

＜参考文献＞ 

[1] 田辺裕美, 黒羽光男, 姫野嘉昭, “FBR 蒸気発生器の安全性研究”, 原子力工業, 第 34 巻

第 1 号, pp69-76 (1988). 
[2] 田辺裕美, 黒羽光男, “高速炉蒸気発生器の安全性試験研究の現状と今後の展開”, 動燃

技報, No.56, pp34-50 (1985). 
[3] 田辺裕美, 三宅収、他, “高速炉蒸気発生器伝熱管の破損伝播解析（破損伝播解析コード

LEAPⅡによる実験検証”, PNC TN941 82-100 (1982). 
[4] 宇佐美正行、下山一仁 他, “高クローム系鋼の耐ナトリウム－水反応”, 日本原子力学会

誌, Vol.33, No.4, pp63-72 (1991). 
[5] 三宅収、浜田広次, 他“蒸気発生器伝熱管の高温ラプチャ型破損評価手法の整備と適用

（Ⅳ）”JNC TN2400 2003-003 (2004). 
[6] 高田 孝, 山口 彰, “ナトリウム－水反応現象の伝熱流動数値実験研究―SERAPHIM

コードの開発―”, サイクル機構技報, No. 17, pp63-74 (2002). 



JAEA-Evaluation 2009-003 

A-67 

 

添付資料 4．1-10 保守補修性を考慮したプラント設計と技術開発 

 

１. FaCT 開始時点における技術開発状況 

FaCT開始時点の検査技術については、高速増殖原型炉「もんじゅ」において安全上重要な機器で

ある原子炉容器、蒸気発生器伝熱管及び１次主冷却系配管の目視検査や体積検査を行なう装置が開

発・整備されていた。一方、実用化に向けた技術開発としては、原子炉内の炉心支持スカートの溶接線

の検査を目的としたNa中の目視検査装置とそれを搭載する遊泳ビークル、２重伝熱管検査用の渦流

探傷センサ等の基礎研究が行なわれていた。 
原子炉容器の検査装置については、溶接線の検査に必要なCCDカメラによる目視検査技術がほぼ

確立された他、研究開発の位置付けで開発を進めている電磁超音波探触子(EMAT)もほぼ実用的な

検査性能を達成しており、これらの技術については実用炉への転用が十分可能と考えられる。一方、こ

れらのセンサを搭載する検査ロボットについては、溶接線に沿って走行する際の走行精度や制御性の

向上が望まれる他、実用炉では原子炉容器とガードベッセルの間隙が狭くなるため検査ロボットの小型

化等の検討が必要である。１次系主配管の検査ロボットについては、UTの検査精度、走行性能、制御

性については実用域に達しているが、実用炉の配管は２重化されるため、もんじゅの技術をそのまま転

用することは困難である。また、蒸気発生器伝熱管の検査装置については、実用炉の伝熱管材料と同

じ磁性体材料である蒸発器伝熱管のリモートフィールドECTの技術が転用できるが、伝熱管の数が大

幅に増えるため高速で精度よく検査できる技術の導入が望まれる。Na中の目視検査装置については、

センサの高解像度化と画像化速度の向上の他、遊泳ビークルに搭載する電磁推進機構の開発やNa
中での位置決め制御技術の開発が必要である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２. 開発目的 

保守･補修性を考慮したプラント設計は、実用化段階のナトリウム冷却型高速炉の重要な技術課題の

一つである。しかし、高速増殖炉の冷却材である液体金属ナトリウムは不透明なため、冷却材中にある

機器は光学的な手段により観察・検査することができない。また、化学的に活性なナトリウムが伝熱管を

介して水と隣接する蒸気発生器（SG）の健全性確保には、より一層の検査精度の向上を図る必要があ

る。軽水炉と同等の保守補修性を目指し、FBRに適した検査保守技術を開発することで、プラントの信

頼性を確保しつつ、プラント建設費、運転保守コストの低減を図る。 
 

３. 実施内容 

ナトリウム中で炉内構造物等の検査（目視検査、体積検査）を行えるナトリウム中検査装置の開発及

びセンサを搭載したナトリウム中搬送装置（ナトリウム中遊泳ビークル）の開発を実施する。また、高クロ

ム鋼製２重管SG伝熱管の検査手法を確立するために、ＵＴセンサの開発、超高速探傷が可能なガイド

ウェーブセンサの開発を行うとともに、ピンホールやき裂状欠陥等の小さな傷の検出精度の向上を狙っ

た、マルチコイル型リモートフィールドＥＣＴ(渦電流探傷)と磁気方式センサの開発を行う。 
 
 
 

４. スケジュール 

表１ 保守補修性を考慮したプラント設計に関する技術開発のスケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H19 H20 H21 H22

① ナトリウム中検査

装置の開発

② 蒸気発生器伝熱管

検査技開発

③ 構造物の欠陥検査

技術の開発

④ 全体計画の策定と

技術総括

H19 H20 H21 H22

① ナトリウム中検査

装置の開発

② 蒸気発生器伝熱管

検査技開発

③ 構造物の欠陥検査

技術の開発

④ 全体計画の策定と

技術総括

革新技術の採否判断

ナトリウム中体積検査装置の設計･製作

ナトリウム中搬送装置の設計･製作

ガイドウェーブ法の開発

UT検査手法の実機適用性確認

スタブ溶接部検査手法の開発

磁気方式センサの開発

マルチコイル型RF‐ECTセンサの開発

探傷装置の開発

ガイドウェーブ法の開発

磁気方式センサの開発

マルチコイル型RF‐ECTセンサの開発

探傷装置の開発

ナトリウム中体積検査装置の設計･製作

ナトリウム中搬送装置の設計･製作

ナトリウム中
試験

ナトリウム中体積検査装置の設計･製作

ナトリウム中搬送装置の設計･製作

UT検査手法の実機適用性確認UT検査手法の実機適用性確認

スタブ溶接部検査手法の開発

支持板材質変更による検出性確認

UT検査手法の実機適用性確認

UT検査手法の実機適用性確認

全体計画の策定と技術総括

ナトリウム中体積検査装置の設計･製作

ナトリウム中搬送装置の設計･製作

ガイドウェーブ法の開発

UT検査手法の実機適用性確認

スタブ溶接部検査手法の開発

磁気方式センサの開発

マルチコイル型RF‐ECTセンサの開発

探傷装置の開発

ガイドウェーブ法の開発

磁気方式センサの開発

マルチコイル型RF‐ECTセンサの開発

探傷装置の開発

ナトリウム中体積検査装置の設計･製作

ナトリウム中搬送装置の設計･製作

ナトリウム中
試験

ナトリウム中体積検査装置の設計･製作

ナトリウム中搬送装置の設計･製作

UT検査手法の実機適用性確認UT検査手法の実機適用性確認

スタブ溶接部検査手法の開発

支持板材質変更による検出性確認

UT検査手法の実機適用性確認

UT検査手法の実機適用性確認

全体計画の策定と技術総括

図－１もんじゅの検査装置開発 
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５. これまでの成果 

(1)研究方法 

①ナトリウム中検査装置の開発 

ナトリウム中検査装置を開発するための、原子炉容器内の検査対象部位等の構造仕様を設

定する。 

ナトリウム中で炉内構造物等の検査（目視検査、体積検査）が行えるナトリウム中検査装

置の開発を実施する。また、センサを搭載したナトリウム中搬送装置（ナトリウム中遊泳ビ

ークル）の開発を実施する。 

②蒸気発生器伝熱管検査技術開発 

実用炉の蒸気発生器は、伝熱管本数が増えるため効率の良い検査手法が必要になることか

ら、超音波探傷(UT)の速度向上の検討と飛躍的な検査速度の改善が望めるガイドウェーブ法

の開発を行なう。また、伝熱管材料に磁性体である高クロム鋼が採用されるため、リモート

フィールド ECT(RF-ECT)法の検査精度の把握、精度向上を図るとともに伝熱管の支持板近傍の

欠陥の検査技術が必要であり、支持板材質の変更による欠陥検出性の向上について検討する。 

③構造物の欠陥検査技術の開発 

小さな欠陥の検出に優れ、サイジングに必要な空間分解能を有するマルチコイル型 RF-ECT

方式と磁気方式の 2 種類のセンサを試作し、従来のボビンコイル型 ECT では検出できないサ

イズのき裂状欠陥やピンホールの検出が可能なセンサの試作試験を行う。また、これらのセ

ンサを用いた信号処理方法とサイジング手法を検討する。 

(2)主要成果 

①ナトリウム中検査装置の開発 
 ナトリウム中検査装置の検査対象となる原子炉構造について、炉心支持構造物等の内部構造物

を含めて構造仕様を設定した。原子炉の構造仕様を基にナトリウム中の検査に対する要求条件を

整理し、ナトリウム中搬送装置及びナビゲーションシステムの設計製作、自動制御を検証するための

水中搬送装置の設計・製作を行った 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、ナトリウム中搬送装置に搭載する小型電磁推進機構を試作し、既設ナトリウムループによる

性能試験を行ない目標とする流量が得られることを確認した。超音波の送信に圧電素子を、受信に

光検出素子を用いた「圧電送信－光受信方式」の UT センサ要素(送信 1ch、受信 1ch)を試作し、

水中試験及び鋼材を用いた基礎試験データを取得した。さらに、基礎試験結果を反映し改良した

UT センサ部分モデル(送信 1ch、受信 25ch)を試作し、水中試験、耐熱試験、ナトリウム中試験によ

り体積検査用センサとしての基本性能を確認した。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②蒸気発生器伝熱管検査技術開発 

超音波送信器
導入管（RV側）に固定

超音波受信器

超音波による位置決め

←導入管

目視対象物

センサの
開発

目視検査 体積検査

ターゲットの写真 水中画像化例

試作センサによる水中試験結果

ナトリウム中
超音波式

アレイセンサ

ナトリウム中遊泳
ビークルの開発

16

ナトリウム中搬送装置主要目
耐熱（200℃）、耐Na性、
材質 ： SUS304（本体）
寸法 ： 外径580mm×全長1354mm
推進方式 ： 電磁推進方式
搭載センサ ： 加速度センサ、姿勢センサ、温度センサ

電磁推進機構試作機

図－２ナトリウム中検査装置の概要 

図－３ナトリウム中搬送装置と電磁推進機構 

図－４圧電送信－光受信方式の UT センサ部分モデル 

試作体積センサ仕様
検出目標：深さ5mmのき裂
耐熱（200℃）、耐Na性、
送信センサ ： ニオブ酸鉛、
周波数： 5MHｚ

受信方式 ： ﾚｰｻﾞｰ検出法
Ｃｈ数：25ｃｈ Ｎａ中試験装置上蓋への

取り付け状況

送信センサ

送信センサ

光ファイバー

試作センサの内部構造

試作体積センサ仕様
検出目標：深さ5mmのき裂
耐熱（200℃）、耐Na性、
送信センサ ： ニオブ酸鉛、
周波数： 5MHｚ

受信方式 ： ﾚｰｻﾞｰ検出法
Ｃｈ数：25ｃｈ Ｎａ中試験装置上蓋への

取り付け状況

送信センサ

送信センサ

光ファイバー

試作センサの内部構造

図中の寸法削除 

図中の寸法削除 
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今までに実績の無い高クロム鋼製２重伝熱管に対する効率の良い欠陥検査手法を確立するため、

既存のリモートフィールド ECT に加え、ＵＴセンサ及び超高速探傷が可能なガイドウェーブセンサの

検討を行った。回転方式及びマルチ方式の UT プローブを試作し、予備試験により減肉状欠陥とス

リット状欠陥の検出ができることを確認した。また、原理の異なる 2 種類のガイドウェーブセンサを試

作し、単管試験により部分減肉が検出できることを確認した。リモートフィールド ECT については、

材質が異なる炭素鋼とステンレス鋼製の支持板を用いて伝熱管外面の減肉の検出性確認試験を実

施し、ステンレス鋼を用いることにより支持板近傍の欠陥検出性が向上することを確認した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③構造物の欠陥検査技術の開発 
伝熱管の欠陥検出性能の向上のため、複数のコイルを持ち空間分解能を有するマルチコイル型

リモートフィールド ECT センサと磁気方式センサを試作し、単管を用いた基礎試験によりセンサの基

本性能、最適な素子配置、チャンネル数を把握するとともに、従来のボビンコイルを用いたリモートフ

ィールドECTでは検出困難な小さなサイズのき裂状欠陥やピンホールの検出が可能なことを確認し

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←管内面

スリット欠陥信号
（20％ｔスリット）

←管外面

← 管内面

←減肉部

←管外面

外面全周減肉部(20%t)

管
板
厚
方
向

管軸方向

管
板
厚
方
向

管軸方向

UTによる欠陥検出結果 ガイドウェーブによる欠陥検出波形例

プローブ

外面全周減肉欠陥 5% 10% 20%   50% 管端

欠陥信号

ガイドウェーブ

技術バックグラウンド 成果目標本開発での実施事項のポイント

マルチコイル型RF-ECT
センサの開発

磁気方式センサの開発

：適用技術

微小欠陥の検出、
欠陥のサイジング
が可能な新概念の
センサ技術の確立

もんじゅ用センサ開発

シミュレーション技術

試作磁気センサ

RF-ECTプローブ

欠陥サイズ

探
傷
信
号

小口径コイル

大口径コイル
小口径コイル
のサイズ

探傷信号のセンササイズ
依存性

図－６蒸気発生器伝熱管検査技術開発の概要 

図－７UT 及びガイドウェーブの欠陥検出結果の例 

図－８構造物の欠陥検査技術開発の概要 
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 (3)試験等の結果のまとめ 

ナトリウム中検査装置については、ナトリウム中搬送装置及びナビゲーションシステムの設計製作、

自動制御を検証するための水中試験用搬送装置の設計・製作を行った。また、電磁推進機構を試

作し、既設ナトリウムループによる性能試験を行ない目標とする流量が得られることを確認した。ナト

リウム中体積検査センサの部分モデルを試作し、水中、耐熱、ナトリウム中試験により基本性能を確

認した。 
蒸気発生器伝熱管の検査技術については、回転方式及びマルチ方式のＵＴプローブ、2 種類の

ガイドウェーブセンサを試作し、単管試験片を用いた基礎試験により実機センサの設計に反映する

ためのデータを取得した。また、伝熱管と材質が異なるＳＵＳ製の支持板を用いることにより、リモート

フィールドＥＣＴによる伝熱管外面の減肉の検出性に対する影響を低減できることを確認した。 
構造物の欠陥検査技術については、マルチコイル型リモートフィールドＥＣＴ及び磁気方式センサ

を試作し、従来のリモートフィールド ECT に比べて小さなサイズのき裂状欠陥やピンホールの検出

に優れることを確認した。 
 
 
 
 
 

６. 成果目標の達成見通しについて 

保守補修性を考慮したプラント設計に関する技術開発については、当初の計画どおり進捗しており、

２０１０年（平成 22 年）までの下記成果目標達成に対する支障は出ていない。 

①ナトリウム中検査装置の開発 
試作した可視化装置の水中試験により0.2mmの解像度を確認しており、ナトリウム中に換算すると

0.3mmの解像度になる。体積検査装置についても深さ5.0mmのEDMスリットが探傷できることを確認し

ていることから目標を達成できる見通しである。 

水中での自動制御については平成２０年度の水中試験で確認する予定である。 

②蒸気発生器伝熱管検査技術開発 

回転方式及びマルチ方式のUTプローブ、2種類のガイドウェーブセンサを試作し、単管試験により

20%深さの減肉が検出できることを確認した。検出感度に余裕があることから、２重伝熱管での目標を

達成できる見通しである。２重伝熱管を用いた試験は平成２０年度に実施する予定である。 

RF-ECT センサについては、材質が異なる炭素鋼とステンレス鋼製の支持板を用いて伝熱管外

面の 20%深さの減肉の検出性確認試験を実施し、ステンレス鋼を用いることにより支持板近傍の欠

陥検出性が向上することを確認できたことから目標を達成できる見通しである。 

③構造物の欠陥検査技術の開発 

マルチコイル型 RF-ECT と磁気方式センサを試作し、単管試験により、従来のボビンコイ

ルを用いたリモートフィールド ECT では検出困難な小さなサイズのき裂状欠陥やピンホー

ルの検出が可能なことを確認した。検出感度に余裕があることから、２重伝熱管での目標を

達成できる見通しである。２重伝熱管を用いた試験は平成２０年度以降に実施する予定で

ある。 
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図－９マルチコイル型 RF-ECT の欠陥検出結果の例 
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１．FaCT 開始時点における技術開発状況 

（１）開発の経緯 

  高速炉の大型炉心はボイド反応度が正になるため、冷却材温度上昇によりボイドが発生

すると出力上昇を加速する。このため原子炉の急速停止が可能な原子炉停止系を独立 2 系

統とするとともに、主要機器を多様化することにより、原子炉停止系が機能喪失する確率

を工学的に極めて小さいレベルとしている。更なる安全性向上対策として、日本の実証炉

以降の高速炉では、安全保護系信号の故障等による原子炉停止系の機能喪失（ATWS）を

仮定しても、炉心に制御棒を挿入可能な、キュリー点電磁石方式＊1を用いた自己作動型炉

停止系（SASS：Self Actuated Shutdown System）を受動的炉停止機構として開発し、後備炉

停止系に採用することを計画している（図１）。 
  ＊１）ある一定の温度に達すると磁性を喪失する磁性材の特性を利用する方式 
（２）技術的課題 

  高速炉の炉内環境（ナトリウム環境、照射環境）において、通常運転時に制御棒重量、

浮力・流体力、地震荷重を超える保持力を維持し、制御棒の誤落下を生じないこと。また

異常な冷却材温度上昇時には、要求された温度において限定された時間内に制御棒を切り

離すことが SASS には求められる（図２）。 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）開発状況 

SASS の研究は、電力実証炉を対象として電力共通研究にて昭和 61 年から実施されてお

り、実用化が可能な見通しを得ている[1]。また、照射環境の影響について、SASS システム

全体については、常陽を使用した単体照射試験で問題ないことが確認されている。電力実

証炉における SASS の開発工程を図３に示す。これまでに、SASS に用いる材料の選定、

SASS 基本性能の確認及び SASS の機能実証と信頼性実証が炉外試験、炉内試験を通して

実施されている（図４）。 
 
・炉外試験[2][3] [4] 

SASS 構成部材について、SASS の使用温度（600℃）前後の 550℃、600℃、650℃の 3
温度条件で 24000 時間～36000 時間の熱時効試験を実施し、期間中磁気特性が安定して

いることを確認した。また、SASS 試験体を用いて高温ナトリウム中での約 30 ヵ月に

わたる耐久性試験を実施し、実機と同重量の制御棒を安定保持し、電磁石コイルに異常

が生じないこと、固着が生じないこと、磁性が変化しないことを確認した。さらに、ス

クラム時に SASS が受ける 100℃/秒の熱過渡を計 8 回与えても SASS 構造と性能に劣化

が生じないことを確認した。 

・炉内試験[5] 
 高温・照射条件下での特性を把握するための炉内試験を、実験炉“常陽”を用いて実

施している。炉内試験は、SASS システムを炉内に設置し SASS がシステムとして高い

信頼性を有していることを確認するために実施する単体照射試験と、電磁石等の SASS
構成部材を炉内で照射し、特性を把握する要素照射試験から構成されている。 
 単体照射試験については、平成 16 年度から SASS を常陽に設置し、制御棒模擬体を

保持させ、また、切り離し・結合を行う一連の動作確認を照射中に実施した。本試験の

結果、実機で想定される照射量以上の照射条件下で、制御棒を誤落下させることなく安

定的に保持できること、及び通常上下駆動、再結合等の動作が支障なく行えることが確

認され、実機に十分適合できるシステムであることが実証された。 
 要素照射試験については、SASS 構成部材の信頼性を確認することを目的としており、

常陽を用いた照射試験及び評価が FaCT の中で実施されている。 
 

 
図３ 電力実証炉 SASS の開発工程 

 

 
図４ 実験炉“常陽”を用いた炉内試験 

 

添付資料4．1-11 受動的炉心停止と自然循環による炉心冷却 

(1)受動的炉停止機構 

図１ SASS の概念図 図２ SASS 基本特性（モデル）
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２．開発目的 

 FaCT における SASS の開発目標は以下の通り。 
・実用炉及び実証炉の炉心条件、安全条件、炉心･原子炉構造取合条件等に適合した SASS

の仕様を設定する。 
・設計仕様の根拠となる温度感知合金データ、及び磁界解析により SASS の保持力が要求

条件を満足することを示す。 
 

３．実施内容 

 電力実証炉を対象とした SASS 構成部材への照射環境の影響について調査するため、常陽

において各要素に照射し、照射試験結果の整理を行う。また、実用炉用の SASS は電力実証

炉用と比較して大型化しており、切離し温度などの要求条件も異なる。こうした点を踏まえ、

以下を実施予定である。 
（１）照射試験結果の整理 
（２）温度感知合金の開発 

成分検討、候補材試作、物性試験、熱時効試験、Na 腐食試験 
（３）SASS 保持力評価 

SASS 温度評価、異常時温度解析、磁界解析 
（４）実用炉 SASS の設計 

要求条件の整理、設計条件まとめ、予備設計、詳細設計 
（５）開発計画の策定 

 
４．スケジュール 

 
 
５．これまでの成果 

 ・照射試験結果の整理 
SASS 構造材を常陽にて約 190 日間照射する要素照射試験を実施し、SASS 構造材の

諸特性（磁気特性など）への照射の影響を確認した（図 5、図 6）。この結果、SASS の

構成部材となる鉄心材と温度感知合金に、照射による残留磁束密度の増加が確認された。

また、温度感知合金については、スクラム時の冷却後の磁気特性データに特異な傾向が

確認された。これらの結果については、引き続き実施される照射後試験の結果と共に今

後の SASS の開発の中で影響を評価することとした。 

また、FaCT 以前に実施された単体照射試験の結果についても、SASS の設計及び開

発計画内容へ反映すべき事項を整理した。その結果、単体照射試験では SASS 試験体の

製造及び構造に起因する保持力増加事象が確認されたことから、製造手順及び構造への

変更箇所を整理した。 
 

 
 

・新たな温度感知合金の開発 
 FaCT 以前に JSFR を対象として実施した代表的な ATWS 事象を想定した解析結果で

は、安全上の判断基準を満足する条件として SASS の切離し温度を 670℃以下にすべき

との知見が得られている。また、今後も設計進捗に伴い SASS の切離し温度は変更にな

る可能性があることから、660℃、670℃及び 680℃の SASS 切離し温度に対応可能な温

度感知合金の成分を検討した。その結果、リファレンス材として用いている温度感知合

金 30Ni‐32Co‐Fe を元に Co と Fe の含有率を変更して、キュリー点温度を低下させ、

切離し温度の変更に対応することとした。 
 
  
 
 
 
 
 

・設計条件の検討 
 通常運転時の SASS 周りの温度分布を熱流動解析を用いて評価することにより、設計

条件を緩和する余地がないか検討した。この結果、これまでは考慮していなかった燃料

集合体出口から SASS までの間に生じる冷却材の混合効果を考慮することで、設計条件

の緩和余地があることを確認した。またサーマルストライピングに対する構造健全性の

見通しを検討した結果、SASS 周囲の温度揺らぎ幅は無視できるほど小さく、構造健全

性はプラント寿命 60 年を想定しても維持しうる見通しを得た。 
 

・要求条件の整理 
 FaCT 以前の電力実証炉を対象とした研究結果を元に、実用炉用 SASS の最大径等の

取り合い条件、制御棒切離し温度等の安全要求条件、保持力条件及び SASS の材質条件

を整理した。要求条件は今後も FaCT の設計進捗に併せて、随時見直しを行う。 
 

表１ 温度感知合金の成分と切離し温度の関係 
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６．成果目標の達成見通しについて 

 これまでの電力実証炉 SASS の開発で得られた成果により、概ね SASS を実用化できる見

通しを得ている。今後は、実用炉へ対応するための温度感知合金の開発を行うこと、及び実

用炉 SASS の設計仕様を定めることが必要である。さらに設計仕様の根拠となる温度感知合

金データ、及び磁界解析により SASS の保持力が要求条件を満足することを示すことで 2010
年の成果目標を達成する見通しである。 
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１．ＦａＣＴ開始時点における技術開発状況 

（１）自然循環に関するこれまでの研究 

(a) 系統自然循環に関する研究 

 次節に述べるようにアドバンストループ型炉の設計では、崩壊熱除去系として炉容器内

に冷却器を浸漬させた炉心補助冷却系（DRACS)と IHX の 1 次側入口プレナムに冷却器を挿

入した炉心補助冷却系（PRACS）を組み合わせたシステムを採用している。DRACS と PRACS

にはそれぞれ得失があり、設計においてそれらを考慮している。その背景として DRACS ま

たは PRACS を用いた高速炉の系統内自然循環挙動について、これまでに多くの試験研究が

実施されており、その成果を活用している。例えば、原子力機構で実施した DELTA 試験[1]

では、DRACS と PRACS を一つの試験装置の中でモデル化し、自然循環流量や炉心温度の過渡

挙動を比較し、PRACS が自然循環において安定かつ高い炉心流量を維持できること、DRACS

では、炉容器内の温度低下と IHX の 1 次側の温度上昇のために、炉心流量が一時的に低下

し、スクラムから 1000s 後のオーダーで炉心の温度が３次ピークを形成することなどを明

らかにしている。また、電力実証炉に関する研究として電力中央研究所では、DRACS を用い

たトップエントリー型炉をモデル化した試験[2]を行い、その自然循環挙動を明らかにしてい

る。この中で、炉容器内での温度成層化、1次系ループ間での流量振動などについて知見が

得られている。また、自然循環挙動をモデル試験で評価するためのスケール則が導出され

ている。[3] これらの知見を、FaCT で実施しているシステム水試験に反映した。 

 

(b) 炉心部熱流動現象に関する研究 

 アドバンストループ型炉の設計では、これまでの炉に比べ自然循環をより広い事象範囲

で適用することとした。すなわち外部電源喪失のような設計基準事象においても自然循環

による崩壊熱除去を行う。このような設計において、炉心燃料の健全性、安全性を確保す

る観点での炉心部 高温度評価はより重要な位置づけにある。一方で、自然循環時の炉心

は、流速が低いことから温度差に伴う浮力の影響が増大し、高温のチャンネルに流量が多

く配分される流量再配分効果や、冷却材による熱輸送量が低下し炉心半径方向の温度勾配

による熱輸送効果（集合対間熱移行現象、集合体間ギャップ部自然対流）により炉心の温

度分布が平坦化する効果が期待できる。このような現象に対して、原子力機構では、複数

の集合体を組み合わせた炉心モデルを用いたナトリウム試験[4, 5, 6]を実施し、集合体内部の

温度分布に対する浮力の影響を定常ならびに過渡条件で把握・評価した。また、複数の集

合体が相互に関係し合う熱流動現象の評価に、多次元熱流動解析手法が適用できることを

明らかにした。[7,8] さらに一部の燃料集合体をサブチャンネルレベルでモデル化した上で

炉心と上部プレナムを一括して解析する手法[9]を開発し、前述のナトリウム試験により検証

した。これらの知見を FaCT で実施している炉心高温点評価手法の検討に反映した。 

 

（２）FS における崩壊熱除去系の設計と評価 

(a) 設計方針 

 以下を崩壊熱除去系の設計方針とした。炉停止後の崩壊熱除去機能について、多重性・

多様性を持たせるとともに全交流電源喪失を想定しても炉心冷却が可能な設計とする。ま

た事故管理方策により機能回復が図れる設計とする。 

 

(b) 系統設計 

 信頼性向上、ナトリウム漏えい対策強化及び建設コスト削減を狙い、ポンプや送風機な

どの動的機器を有さない完全自然循環型を採用した。また、空気冷却器ベーン・ダンパの

多重化・多様化、AC 伝熱管の二重管化等の概念を採用した。系統概念を図１に示す。PRACS

と２次系に冷却器を有する炉心補助冷却系(IRACS)の適合性を比較・検討し、２系統の PRACS 

と１系統の DRACS より成る構成とした。PRACS は IRACS とは異なり２次系の状態に依存せ

ず安全性が相対的に高いこと、長尺の直管 SG に対する流動安定性に問題ないことを評価し、

選択した。 

 崩壊熱除去失敗（PLOHS：Protected Loss Of Heat Sink）に伴う炉心損傷の発生頻度を

低減する上で以下を設計に取り入れた。合計 3 系統の崩壊熱除去系は、任意の１系統が完

全に使用不能となる起因事象に対して、残りの 2 系統の空気冷却器におけるダンパの単一

故障を想定したとしても冷却材の自然循環および空気冷却器における自然通風により炉心

崩壊熱を除去できる能力を有するように、1 系統の空気冷却器に 2 重化されたダンパを備

えた。また、自然循環に必要な唯一の動的機器であるダンパの共通原因故障を排除するた

めに、DRACS 空気冷却器と PRACS の空気冷却器では異なる仕様のダンパを設置した。これ

らにより PLOHS 発生頻度の点推定値の評価結果は、大型炉で約 2×10-8/炉年[10]となった。 

  

(c) 熱流動評価 

 これらの設計に基づき、炉容器全体モデルと 1 次主冷却系、DRACS／PRACS 冷却系 1 次

元モデルを組み合わせた熱流動解析により、崩壊熱除去系３系統とも自然循環除熱モード

となる外部電源喪失事象について評価した。その結果、これまでの研究知見から示唆され

た DRACS 除熱が１次主冷却系の自然循環流量を低減させる影響は軽微で、安定して炉心崩

壊熱を除去できる見通しを得た。[11] 

 

添付資料4．1-11 受動的炉心停止と自然循環による炉心冷却 

（2） 自然循環による炉心冷却 

図１ 崩壊熱除去系の系統構成

DRACS PRACS

図１ 崩壊熱除去系の系統構成図１ 崩壊熱除去系の系統構成

DRACS PRACS
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２．開発目的 

 ナトリウム冷却炉の実用化に不可欠である高い信頼性をもった崩壊熱除去系を実現する。

そのため完全自然循環式崩壊熱除去システムとその評価手法を確立する。2010 年度までに

自然循環評価手法を整備し、水流動試験および部分Ｎａ試験による検証結果を提示する。

また、開発した手法により実機での自然循環除熱が確実に機能することを示す。 

 

３．実施内容 

(1)システム水試験 

 大型炉の炉容器を含む 1次主冷却系、崩壊熱除去用冷却器を 1/10 縮尺でモデル化したシ

ステム水試験装置を製作する。水試験により、崩壊熱除去系として炉容器内に熱交換器を

有する DRACS 1 系統と IHX の 1 次側入口プレナム内に熱交換器を有する PRACS 2 系統の併

用、主冷却系が 2ループ、ポニーモーターによるポンプ低速運転を行わない完全自然循環

システムなど、大型炉の特徴を考慮して自然循環時の熱流動現象の解明を行う。必要に応

じて運転方法の変更など改善方策を提示する。また、評価手法の開発・検証に必要なデー

タを取得する。システム水試験は電力中央研究所の地球工学研究所にて行う。 

(2)部分ナトリウム試験 

 バイパス流路が広い特殊な形状となる IHX1 次側入口プレナム内の PRACS 熱交換器の伝熱

特性を含む IHX 内での熱流動特性、完全自然循環となる崩壊熱除去系の 2次側、空気側の

起動時など熱過渡特性、炉心から崩壊熱除去系の空気側までを含めた系統自然循環除熱特

性に着目した熱流動現象の解明を行う。また、評価手法の開発・検証に必要なデータを取

得する。 

(3)評価手法の開発 

(a) 解析評価手法：主要な崩壊熱除去運転が自然循環である点、機器の大型化の点から、

偏流や温度成層化など 3次元的な現象が顕在化することが予測され、これらを直接考慮で

きる 1次主冷却系内３次元解析手法と、許認可などでの明確で分かり易い説明に配慮し、

配管やプレナムでの温度成層化をモデル化したネットワーク解析手法を開発し、上記試験

データに基づく検証を行うとともに実機評価により設計成立性の確認を行う。 

(b) 炉心高温点評価：これまで強制循環条件での評価しか行われてきていない炉心高温点

の評価について、浮力による流量再配分と温度分布平坦化や自然循環に特有な不確定性な

ど、自然循環条件での特性を考慮した評価手法を開発し、実機評価に適用する。 

 

４．スケジュール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．これまでの成果 

（１）研究方法 [12] 

(a) システム水試験 

 大型炉の特徴を考慮して検討すべき熱流動現象を摘出した上で、1次主冷却系内の熱流動

現象を模擬できる水流動試験装置を製作し、これを用いて自然循環時の熱流動現象を解明

する。必要に応じて、運転方法の工夫など現象を緩和する方策を提示する。また、後述す

る熱流動解析手法の開発・検証に必要なデータを取得する。 

(b) 部分ナトリウム試験 

 大型炉における PRACS 熱交換器のバイパス部が広く空いている特徴に対する伝熱特性と

完全自然循環での起動時熱過渡などナトリウムでなければ模擬できない現象に着目し、既

設のナトリウムループを活用して、PRACS 熱交換器を含む IHX などからなる部分ナトリウム

試験装置を製作し、自然循環時の熱流動現象を解明する。また、熱流動解析手法の開発・

検証に必要なデータを取得する。 

(c) 評価手法の開発 

・解析評価手法：偏流や温度成層化など現象の３次元性を直接考慮できる 3次元解析手法

を、炉容器を含む１次主冷却系の全体に適用した評価手法を開発する。また、許認可での

使用を念頭に分かり易い説明ができるネットワーク解析コードについて、温度成層化によ

るフローパターンの変化などを考慮できるモデルを開発する。これらについて、前述の試

験データを用いて検証を行うとともに、実機評価を行う。 

・炉心高温点評価：炉心健全性評価の観点で工学的安全係数を考慮した燃料被覆材 高温

度を評価する手法について、自然循環に関して重要と考えられる熱流動上の知見を調査し、

燃料被覆管 高温度に影響を及ぼす主要因子を検討する。これらを踏まえて、過渡自然循

環時の炉心高温点評価手法を開発する。  

 

（２）主要成果 

(a) システム水試験[13,14] 

 評価すべき現象として以下を摘出した。1)DRACS による炉容器内温度成層化、2)PRACS と

DRACS の併用における相互作用、3)配管内の温度成層化、4)2 次主冷却系や PRACS の 2 次側

でのナトリウム漏洩などループ非対称事象。これらを模擬できる装置として、炉容器、IHX、

原子炉容器
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図２ システム水試験装置基本系統構成 図３ 1/10縮尺システム水試験装置外観写真
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1 次系配管、崩壊熱除去系（DRACS、PRACS）の熱交換器をモデル化することとした。相似条

件として Eu 数（オイラー数：流動抵抗係数）と Bo 数（ブジネスク数）の 1/2 乗（熱伝導

と対流熱輸送の比）を考慮し、Bo 数の 1/2 乗が実機に比べ 3倍程度の歪みに収まるよう、

モデル縮尺を 1/10 とした。完成した試験装置のフロー図と完成写真を図２，３に示す。炉

心は縮尺が小さく全集合体をモデル化することはできないが、電気ヒータを有する模擬燃

料集合体チャンネルで炉心を構成し、ヒータ出力を 大 120kW とした。炉容器内には DRACS

の熱交換器（DHX)、切込みを有するコラム型 UIS をモデル化、IHX の入口には PRACS の伝熱

管を設け、可視化が可能なように外容器を透明アクリルとした。1次主冷却系のポンプは

IHX 合体機器内スペースの制限により外置きとし、図２に示すように自然循環時にはバルブ

で流路を切り替える系統構成とした。初期定常条件では、大型炉定格運転の約 20%に相当す

る流量で強制循環させ、炉心出入口温度差を 9.5 度とすることで、前述の相似条件を合わ

せた。 

 全電源喪失事象を模擬した試験結果の一例を図４に示す。スクラム直後からホットレグ

温度は低下し、自然循環流量は実機換算で約 3%の流量が安定して得られている。IHX が無

液面で、炉心より高く置けること、PRACSによりIHXの上部から1次側を低温にできること、

炉心を低圧損としたことなどから高い自然循環流量が得られたと考えられる。 

 

(b) 部分ナトリウム試験[12] 

 PRACS の IHX 内熱交換器は、流力振動を避けるなどの観点で、直管型伝熱管をアニュラス

状流路の外側の端に 2列円弧状に並べたもので、IHX 容器の中心側に向かって比較的広いバ

イパス部を有する設計となっている。このような熱交換器の自然循環での伝熱特性、バイ

パス流路との温度差による伝熱管下流での温度変動の程度、1次側流速との関係などを評価

することを目的とし、IHX の部分ナトリウム試験部を製作した。図５に装置形状を示す。Na

を作動流体とし、伝熱管の口径、配列ピッチをほぼ実寸大とするとともに流路中の片側に

伝熱管を配置することで熱伝達特性、バイパス流路の影響を評価できるようにした。今年

度に試験部を既設ループに組み込み、試験を 2009 年１月より開始する計画である。 

 

 

 (c) 評価手法の開発 [15,16] 

・解析評価手法：炉容器、IHX 合体機器、1次系配管をそれぞれ３次元フルセクターでモデ

ル化し、崩壊熱除去系の熱交換器を組み込むとともに、2次主冷却系以降、崩壊熱除去系の

2次側以降をネットワークコードを結合してモデル化する手法を考案した。これにより、こ

れまでネットワークコードを用い実験等でプラント毎に 適化した専用の領域分割モデル

により模擬してきた炉容器や IHX の下部プレナム、さらに太径配管などでの温度成層化 

とフローパターンの変化、これらによる温度応答への影響を事前のチューニングなしにコ

ード内で計算できる。これまでに、熱流動解析コードによる機器毎の 3次元モデル化を終

了し、全体モデルへの結合と機能確認を実施中である。図６に結合した３次元モデルの中

央断面カットモデルを示す。解析メッシュ数は 650 万であり、1時間の過渡現象を 32CPU の

並列計算機を用い 80 時間程度で解析できる見通しを得た。さらに計算時間を短縮する検討

を進めている。 また、許認可、安全審査への適用を念頭に、単純で分かり易い説明がで

きるようフローネットワーク解析手法について、プレナム要素ならびに配管要素を対象に

温度成層化の発生と解消に伴うフローパターンの変化をモデル化した。 

 

・炉心高温点評価：これまでに実施された試験等の研究成果をレビューし、自然循環時の

炉心高温点評価（燃料被覆管 高温度評価）に関連深い特有の因子として、浮力による燃

料集合体内流量再配分、集合体間流量再配分及びインターラッパーフローを伴った炉心半

径方向熱移行現象などを同定するとともに、従来から考慮されてきたホットスポットファ

実機
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クターについても自然循環の観点からその構成因子の影響度合いを整理した。これらの検

討結果を基に、自然循環崩壊熱除去時の熱流動特性を取り込むことができる炉心高温点評

価の手順を新たに提案した。従来の評価は、炉心を 1～数本の平均化した 1次元チャンネル

と、不確定要因を含む保守的設定を施した独立したホッテストチャンネルで構成したプラ

ント動特性解析によって燃料被覆管の高温点を求めたが、これに対して、本手法では炉心

内のすべての集合体を 1次元チャンネルでモデル化し、且つ集合体間熱移行を考慮したプ

ラント動特性解析を実施するところに特徴がある。図７に概要を示す。まず、事前に不確

定要因を、1)炉心全体に影響する要因、2)炉心局所に影響する要因、3)集合体内のみに影

響する要因の３つに分類しておく。STEP1 では適切な初期状態と炉心全体に影響する要因を

考慮した境界条件のもと、プラント動特性解析を実施しホッテストチャンネルを同定する。

STEP2 では、同定したホッテストチャンネルの温度が保守側となるように炉心局所に影響す

る因子をさらに追加しプラント動特性解析を実施する。これより、炉心内流量再配分や集

合体間熱移行効果を考慮したホッテストチャンネル内の 高温度（バルク量）が取得でき

る。STEP3 では、STEP2 で得られたホッテストチャンネルの入口温度・流量、集合体間熱移

行量などの時間変化を境界条件として、また集合体内で影響する因子を加味して、多次元

過渡解析を実施する（図８参照）。これにより、集合体内多次元効果を考慮したホッテスト

集合体内 高温度点を得る(STEP3-1)。また、設計作業効率化の観点から簡易評価として、

STEP2 で得られるホッテストチャンネル 高温度（バルク量）に対して、集合体内に影響す

る要因およびピーキング係数を加味することにより、 高温度点を求める(STEP3-2)という

流れである。また、各 STEP で評価に取り込むべき不確定要因についても、先行炉での考え

方を基に分析・分類を行った。STEP3 の集合体内で考慮する不確定要因については、その感

度を予備解析により確認した。現在、他の不確定要因について定量評価を実施している。  

 

（３）試験等の結果のまとめ 

(a) システム水試験 

 実用炉の特徴である１DRACS＋２PRACS の崩壊熱除去系、2ループ体系などを含め、1/10

縮尺で炉容器、1次主冷却系機器、崩壊熱除去系の冷却器を模擬したシステム水試験装置を

製作し、試験を開始した。これまでに、全電源喪失事象を模擬した試験により、実用炉の

形状とシステム構成が自然循環に有利であり、過渡を通じて実機換算で定格出力運転時の

約 3%に相当する高い自然循環流量が確保される試験結果を得た。 

 

(b) 部分ナトリウム試験 

 伝熱部に対してバイパス部が広い特徴をもつ PRACS 用の IHX 内熱交換器の伝熱特性、熱

流動現象を模擬できるよう伝熱管をほぼ実寸大とした IHX の部分ナトリウム試験部を製作

した。炉心から空気冷却器までを含む自然循環特性を評価できる装置として、2008 年度内

に試験を開始できる工程で既設ナトリウム試験ループへの据付を進めている。 

 

(c) 評価手法の開発 

・解析評価手法： 

 大型化した機器内で発生し得る温度成層化など 3次元的な現象を一般的に取り扱う手法 

 

STEP1：プラント動特性解析１ 

ホッテストチャンネルの同定 

STEP2：プラント動特性解析２ 

ホッテストチャンネル内最高温度評価 
STEP3-1用過渡境界条件の取得 

STEP3-1：ホッテスト集合体内多次元熱流動解析 

ホッテスト集合体内最高温度点評価

STEP3-2：ホッテスト集合体内最高温度簡易評価 

ピーキング係数や集合体内HSFによる簡易評

 

運転中の炉心状態の分類

 不確定要因の分類 
 ①炉心全体要因 
 ②炉心局所要因 

③集合体内要因

初期条件  

図７ 炉心高温点評価フロー 

集合体内詳細解析 

ホッテスト集合体 
過渡解析用境界条件 

プラント動特性解析 

ホッテスト集合体 

 DHX 
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炉心 

図８ プラント動特性解析と集合体内詳細解析 
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として、炉容器を含む 1次主冷却系の機器、配管を 3次元でモデル化する解析手法を開発

した。これまでに全体モデルのメッシュ生成と熱交換器 2次側のネットワークモデルの組

み込みを終了し、基本機能の確認を進めている。 

 また、単純で分かり易い説明が可能なフローネットワーク解析手法について、3次元的な

現象として温度成層化の発生と解消に伴うフローパターンの変化をモデル化した。 

 

・炉心高温点評価： 

 自然循環特性を考慮し、３つのステップで構成する過渡時の炉心高温点評価手順を構築

した。また、各ステップで評価に取り込むべきホットスポットファクターについて、具体

的な構成因子の検討を行うとともに、その影響を定量化するための解析検討を行った。こ

れらにより合理的な炉心高温点評価手法のベースを構築した。  

 

５．成果目標の達成見通しについて 

 自然循環評価手法として、１次主冷却系の３次元熱流動解析手法、3次元的な熱流動現象

を考慮したネットワーク解析手法、炉心高温点評価手法を目標に向けて着実に整備してい

る。検証に用いるデータ取得と現象解明のため、1次主冷却系のシステム水試験および崩壊

熱除去系の部分ナトリウム試験を計画し、システム水試験については試験を開始した。ナ

トリウム試験についても、2008 年度内に試験を開始できる見通しである。すなわち、試験

データの取得とそれらによる評価手法の検証結果の提示ならびに、実機解析による崩壊熱

除去機能の確認に向けて計画通り進捗しており、成果目標を達成できる見通しである。 
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１．FaCT 開始時点における技術開発状況 
 
①炉心損傷挙動評価 
炉心損傷の初期段階（以下「起因過程」と呼ぶ）での炉心のボイド化に伴う反応度挿入は、

出力上昇によって溶融した燃料がその内部に含む FP ガスの圧力によって軸方向に分散し、

これによる負の反応度効果によって効果的に緩和されることが CABRI 試験[1] (1974 年の開始

以降、2002 年までに CABRI-1、CABRI-2、CABRI-FAST、CABRI-RAFT の４期のプログラム

を仏 CABRI 炉で実施)等から示された。実用化戦略調査研究フェーズ II においては、これら

の試験データによって検証された SAS4A コード[2]を用いるとともに、冷却材ボイド反応度が

過大にならないような設計上の配慮を行い、起因過程が緩慢に推移することを示した。また、

起因過程終了後は、溶融した炉心燃料が炉心周辺の冷却材と混合することなどによって安定

冷却し易い微粒子（デブリ）へと変化するが、この過程（以下、「遷移過程」と呼ぶ）におい

て炉心部に大量の溶融燃料が残留し、径方向に集中するなどの動きを生じると厳しい再臨界

の可能性が生じる。この過程については解析コード SIMMER-III（２次元バージョン）[3]及び

その３次元バージョンである SIMMER-IV[4]を開発し、個別のメカニズムに係わる試験データ

を活用した検証[5]を進め、実機適用性を備えた手法としてまとめた。実用化戦略調査研究フ

ェーズ II においては、このような厳しい再臨界の発生を防止するため、溶融炉心物質が早期

に炉心外へと流出するような機構を設計において採り入れるとともに、その有効性を実験的

に確認することとし、カザフスタン共和国原子力センター(以下「NNC」と呼ぶ)の IGR 炉内

試験施設や関連炉外試験施設を用いた EAGLE-1 試験[6]、及び大洗研究開発センターでの模擬

物質を用いた基礎試験[7]に着手した。これらの試験研究及びその成果を活用した実機評価手

法の改良・整備により、現状の実用炉設計では早期流出によって厳しい再臨界事象の発生が

防止し得るとの基本的な理解を得た。 
 
②確率論的安全性評価（PSA）適用検討 
レベル１PSA については、実用炉の安全機能に係る概念設計情報を基に定格運転時の内的

事象を対象とした評価モデルを整備し、概括評価を行った。この中で設計改良や安全性向上

のためのアクシデントマネジメント策の導入による炉心損傷頻度の低減効果を評価に反映し

ており、設計要求を満足するとの見通しを得た。これにより出力運転時の内的事象評価につ

いては、概念設計へ活用できる技術が整備できた [8][9] 。 
レベル２PSA については、原型炉「もんじゅ」を対象とした評価を SAS4A や SIMMER コ

ードなどを活用して行い、「もんじゅ」のアクシデントマネジメント策の有効性確認に役立て

るとともに、基本的な評価手法の整備を進めた。また、炉容器外事象推移に関する技術開発

としては、ナトリウム冷却炉における格納容器内の重要な負荷要因とされるナトリウム漏え

い燃焼やナトリウム・コンクリート反応を対象として、現象をより深く理解するための試験

及び解析コード群の開発・検証・整備を進めた [10]-[13] 。  
 

③放射性物質移行挙動評価 
放射性物質移行については、ナトリウム冷却炉の安全性評価に必要な基盤的技術開発とし

て、事故時 MOX 燃料からの高揮発性放射性物質の放出挙動を定量化する実験[14]を行うとと

もに、放射性物質の冷却系内移行挙動解析コードを整備した[15]。 

④安全設計・評価方針の整備 
 軽水炉の安全審査指針類を参考とするとともに、FBR の特徴を踏まえて安全設計・評価方

針の検討を進めた。また、実用化戦略調査研究フェーズ II における設計研究の進捗と上記②

のレベル 1PSA からの知見を踏まえて、安全上の目標となる条件に対する達成の基本的な見

通しを把握した。[9] 
 
２．開発目的 
 
 炉心損傷時に厳しい再臨界事象を回避でき、事故の炉容器内終息を達成できる FBR 実用炉

設計の妥当性を確認するとともに、その安全審査に備えて合理的な安全評価手法と指針類の

整備を行う。 
 
３．実施内容 
 
①炉心損傷挙動評価 
・ FaCT の基準設計として想定している「改良内部ダクト型燃料集合体」における溶融燃料

の上方流出が原理的に可能であること、及び、燃料流出後に原子炉容器内での安定冷却が

可能であることを示すための試験データを、IGR 試験炉、カザフスタン炉外試験施設、

MELT 試験装置を用いた試験研究により取得する。 
・ 試験研究から得られた知見に基づき、解析により「改良内部ダクト型燃料集合体」におけ

る再臨界問題排除の成立性を示すとともに、事故後安定冷却特性を評価する。 
 
②確率論的安全性評価（PSA）適用検討 
・ レベル１、レベル２PSA を適用して JSFR の安全設計概念の妥当性を評価する。 
・ レベル１PSA については、設計概念の妥当性を評価する観点から、2010 年度までに地震

時 PSA、停止時 PSA を実施する。「常陽」「もんじゅ」の運転経験データの収集とデータ

ベース整備を継続的に実施する。 
・ レベル２PSA については、2010 年度までは炉心物質再配置過程と格納容器内事象の評価

手法の開発を中心に、事象進展の方向と確率を評価するためのデータベース整備を進める。 
・ 2011 年以降、概念設計に対応したレベル 2PSA を実施する。 
 
③放射性物質移行挙動評価（2008 年度以降実施） 
・ 過熱状態にある高速炉燃料からの FP と Pu の放出、燃料から放出された放射性物質の冷

却系内及び格納容器内での移行について評価法を整備するために、2010 年度までは FP 及

び Pu の放出割合の概略評価を行うとともに、冷却系内移行評価法確立に必要な解析と試

験を明確化する。 
 
④安全設計・評価方針の整備 
・ 実証炉の安全審査に向けて、安全設計・評価の指針素案を作成して、国や学協会での議論

に資することで指針体系を整備する。 
・ 安全審査に必要とされる解析技術やデータベース等を整備する。 

添付資料4．1-12 炉心損傷時の再臨界回避技術 
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４．スケジュール 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

①炉心損傷挙動評価 

1）IGR 炉内外試験

（EAGLE-2 プログ

ラム） 

2）燃料デブリ安定冷

却試験 

3）炉外基礎試験（MELT

試験等） 

4）実用炉安全特性評

価 

          

②確率論的安全性評価

（PSA）適用検討 

1) 地震リスク概略評

価 

2) 概念設計レベル

1PSA 

3) 停止時リスク概略

評価 

4) レベル 2PSA 評価手

法整備 

5) 概念設計レベル

2PSA 

          

③放射性物質移行挙動

評価 

1) 燃料からの FP/Pu

放出挙動試験 

2) 炉内ソースターム

挙動模擬試験 

3) 放射性物質・エアロ

ゾル挙動評価法の

整備 

          

④安全設計・評価方針

の整備 

1) 安全設計評価方針

の整備 

2) 安全解析コードの

検証整備 

          

 
５．これまでの成果 
 
①炉心損傷挙動評価 
 
（１）研究方法 

 炉心損傷時に厳しい再臨界が回避されることを示すため、溶融燃料の早期流出を促進す

る設計（JSFR の基準設計は「改良内部ダクト型燃料集合体」）を採用するとともに、その

有効性をカザフとの共同研究による EAGLE-1 プログラム及び大洗研究開発センターの

MELT 試験により確認する。また、これらの試験結果により妥当性が確認された解析コー

ドを用いて、実機における厳しい再臨界が回避されることを示す。 
 
・IGR 炉内外試験（EAGLE-1 プログラム） 

カザフスタン共和国の試験研究炉 IGR 及び炉外試験施設を用い、ナトリウムを用い

た条件下で実証性の高いデータを取得。 
・MELT 炉外基礎試験 

大洗研究開発センターの MELT 炉外試験装置を用い、水と低融点合金を用いて可視

化した基礎試験を先行的に実施し、流出挙動のメカニズム解明を図るとともに、上記

EAGLE 炉内外試験の試験条件選定に効果的に反映。  
なお、改良内部ダクト型燃料集合体での上方向への燃料流出を直接的に確認する炉内外

試験を含む試験計画（EAGLE-2 プログラム）を 2006 年度より開始。 
 

図 1 EAGLE-1 炉内試験プログラム 
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図 2 EAGLE-1 炉外試験プログラム 
 

 
（２）主要成果 

燃料流出は、ナトリウムが内包されたステンレス・スティール（SS）製のダクトを溶融

燃料が接触することで外側から破り、その中に燃料が流入してダクト内を通過することに

より生じる。早期の燃料流出によって厳しい再臨界が回避できることを示すためには、A)
早期の燃料流出開始、B)速やかな流出、C)十分な量の燃料の流出の３つが重要である。以

下にこれらの各項目についての成果を示す。 
 

A) 早期の燃料流出開始[6], [16] 

早期流出の促進を図った「内部ダクト型燃料集合体」においては、ダクト内に内包され

たナトリウムの冷却効果に依存し、燃料流出開始を決めるダクト破損のタイミングに大き

な不確定性があった。そこで、約 2kg の試験燃料溶融を伴う炉内中規模試験（WF 試験）

においては、ナトリウムによるダクト冷却効果を明確化することを狙いとした。 
WF 試験においては、約 2kg の燃料を含む 12 本燃料ピン束を SS 製ダクト内部に置き、

ダクト壁外側の半周を断熱（不活性ガス充填したガスギャップ）、半周をスタグナントな

液体ナトリウムで冷却された条件（ナトリウムギャップ）とした上で溶融燃料プール接触

による壁の破損挙動を把握した。その結果、断熱条件の壁の破損とナトリウム冷却された

壁の破損との間の時間差は 1 秒程度と小さく、ナトリウム冷却された壁の破損はナトリウ

ム沸騰前に生じた。ナトリウム沸騰が生じるとナトリウムの除熱性は短期的に増加するた

め、これによって壁破損が顕著に遅れる可能性が懸念されていたが、WF 試験の結果は溶

融プールから壁への伝熱性が極めて高いことが早期の壁破損を生じさせていることを示

した。 

 

 

図 3 炉内中規模試験（WF 試験）の概

略 

図 4 WF 試験結果（壁破損のタイミング）

 
EAGLE-1 プログラムでは上記 WF 試験を始めとする４回の IGR 炉内試験（核発熱条件

の下で UO2 と SS の 2 成分溶融プールを形成）と自己発熱の無いアルミナ（Al2O3）融体

を燃料模擬物質として用いた炉外試験を実施した。これらの試験結果に基づき、壁構造へ

の伝熱開始から壁破損までに要した時間と溶融プールから壁への熱流束、及び壁からナト

リウムへの熱流束との関係を概略評価した結果を下図に示す。 
 

図 5 壁破損に係わる熱流束の予備的評価結果 
 
壁からナトリウムへの熱流束は炉内・炉外試験に共通で高々3MW/m2 であるのに対し、

炉内試験における溶融プールから壁への熱流束は全て 8MW/m2 を超える大きなものと評
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価された。これに対し、ダクト内にナトリウムが存在する条件で実施された炉外試験

（IDO-1 試験）では、アルミナ単成分の溶融プールから壁への熱流束が 5～6MW/m2 に止

まり、ナトリウム沸騰が生じて壁破損が遅延する結果となった。 
炉内試験において観察された 8MW/m2を超える大きな熱流束の主な発生要因としては、

酸化物燃料プール中に金属成分として SS が混在したことによる、㋐プール内熱伝導の促

進、㋑プール粘性の低下、㋒浮力駆動の対流の活発化、㋓壁近傍での局所的に偏在する

SS 成分による伝熱促進、㋔ SS の蒸発/凝縮熱伝達の発生、が考え得る。既存の伝熱相関

式に基づき試算した結果、8MW/m2 を超えるような高い熱流束は、㋐~㋒の効果のみでは

説明し難く、少なくとも㋓（あるいは㋔）までを考慮する必要があること、及びこのよう

な高い熱流束の存在する条件下では壁面に熱抵抗となる燃料クラストが形成されないこ

とが分かった。 
以上の分析により、溶融プールから壁への伝熱はプール内の SS の存在による伝熱促進

効果に左右され、実機条件では高い伝熱性によって早期の壁破損に至る見通しが示された。 
 

B) 速やかな燃料流出 

SS 製ダクト壁破損後の燃料流出は、駆動力、流出経路中での固化や、流出先での圧力

発生に依存する。EAGLE-1 炉内外試験及び MELT 炉外基礎試験の結果は、これらの各要

素に関わる情報を補完し、実機条件での速やかな燃料流出の見通しを示した。 
 

B)-1 【MELT 炉外基礎試験の結果】[7] [19] 

流出経路内での固化の可能性については、経路内ナトリウムの応答が重要となる。液相

ナトリウムが流出経路内を満たしている状況では、流出しつつある燃料は何れ固化して閉

塞を形成すると考えられる。このため、流出の早い段階で流出経路内の液相ナトリウムが

排除されボイド化することが速やかな流出の必要条件となる。MELT 炉外基礎試験におい

ては、溶融燃料模擬物質として溶融低融点合金を用い、冷却材模擬物質として温水を用い

た可視化試験を実施し、経路内ボイド化挙動に関する現象解明を図った。この模擬物質に

よる現象解明と酸化物−ナトリウム系への外挿評価により、実機条件では初期にナトリウ

ム中に放出された少量の溶融燃料が短時間にボイド形成と拡大を生じさせるとの見通し

を得た。 

 
図 6 MELT 炉外基礎試験の概略 

B)-2 【EAGLE-1 炉外試験の結果】[17] 

 EAGLE-1 炉外試験においては、アルミナを燃料模擬物質として用い、流出先にナトリウ

ムが豊富に存在する条件にて４回の試験を実施し、うち３回の試験（IDO-2~4 試験）にて

アルミナ融体の流出挙動を観察した（前記したように内部ダクト領域にナトリウムを満た

した IDO-1 試験においては、ドライアウト条件に至るまでダクト破損が生じず、その結果

厚いクラストが形成されてアルミナ融体の流出が観察されなかった）。 
 この結果、前述の早期の流路内ボイド化を酸化物-ナトリウム体系で確認するとともに、

流出先での FCI(Fuel Coolant Thermal Interaction)圧力が速やかな流出を妨げないこと、流出

先で十分な量のナトリウムと混合することで融体は効果的に微粒化し、冷却されやすいデ

ブリを形成することが示された。 
 

 

図 7 EAGLE 炉外試験装置の概略 図 8 EAGLE-1 炉外試験結果の例 

 

B)-3 【EAGLE-1 炉内試験の結果】[16], [18] 

 EAGLE-1 の約 8kg の溶融燃料の流出挙動を調べた炉内総合試験（ID1 及び ID2 試験）に

おいては、駆動圧力が比較的小さな条件設定（炉心模擬部と流出先模擬部の圧力差が

0.05~0.12MPa）としたが、大部分の燃料が流出経路を模擬したダクト構造を通じて流出し、

下方のトラップ領域に堆積した。このうち、実機条件での燃料エンタルピーの模擬性の高

い 1 回目に実施した ID1 試験では、ダクト破損後 1～2 秒の間にトラップ内の顕著な温度上

昇が記録され、この間に主要な燃料流出が生じたことが分かった。これらの試験では下方

流出型の試験体系を用いており、圧力差に加えて重力も流出駆動力となるが、実機条件で

は燃料溶融時に開放される FP ガス圧により 1MPa 程度の駆動圧が予想されることから、上

方流出型の体系においても速やかな流出が期待できるとの見通しを得た。 
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図 9 炉内総合試験（ID1, ID2）試験体 図 10 ID1 試験で観察された燃料流出挙動 
 

 
図 11 ID1 試験で観察された燃料流出に

先行するダクト内ボイド化過程 

図 12 ID2 試験で観察された燃料流出挙

動 

 
 
さらに、2 回目の炉内総合試験（ID2 試験）では、試験燃料へのエネルギー投入速度を

ID1 試験よりも小さく設定し、結果的に駆動圧が主要な燃料流出前に殆どゼロとなる条件

を得た（上図の約 32 秒時点で○印と△印の圧力データが等しくなっていることに対応）。

この結果、ナトリウムが溶融プール側に侵入し、その結果として形成されるナトリウム蒸

気圧が燃料流出を駆動する現象が観察された。この結果から、FP ガスによる駆動圧が低下

した条件では、ナトリウム蒸気圧が流出の駆動力となり得ることが示された。 
 

C)  十分な量の流出[16] 

実機条件において早期流出の結果として十分な未臨界度を達成するためには、一定量の

燃料が流出する必要がある。前述の試験研究により、炉心燃料のうち十分な流動性を持つ

燃料については早期かつ速やかに炉心外へと流出するとの見通しが得られた。このことか

ら実機条件における炉心の熱的状態に照らしてどの程度の量の燃料が流動性を持つか、及

び流動性を得るための燃料エンタルピーがどの程度かが重要となる。 
実機評価においては、起因過程と呼ぶ事故の初期過程で炉出力が上昇し、その結果とし

て高温化した燃料が軸方向に分散することで出力が低下する。このことから、起因過程に

おける炉心燃料のエンタルピーと流動性の関係が、起因過程終了時の流動性を持つ燃料の

割合を決めると考えることができる。既存知見に基づくエンタルピーと流動性の関係を用

いたこれまでの解析評価によって、実機における流出燃料量の十分性が示されているが、

今後の試験解析によりその妥当性の検証を行う。 
現状の SIMMER-Ⅲコードによる JSFR 基準炉心設計に対する事象推移評価においては、

早期の燃料流出開始、速やかな流出、及び十分な量の流出（炉心燃料インベントリーの約

20％が炉心外に流出）により深い未臨界度が得られる結果となっており、厳しい再臨界が

回避できることの基本的見通しを示している。ただし、本評価については燃料エンタルピ

ーと流動性の関係について実験データに基づく評価を進めており、今後の EAGLE-1 試験

解析によってその妥当性を確認する必要がある。 
 

図 13 SIMMER-Ⅲコードによる実機解析結果の例（JSFR 基準設計を対象） 
 

D) 現状のまとめ[16] 

A）～C）に記したように、EAGLE-1 プログラムから得られた実験的知見と模擬物質を

用いた基礎試験に基づくメカニズム解釈、及び SIMMER-III コードによる実機解析を総合
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することで、改良内部ダクト型燃料集合体設計（JSFR 基準設計）によって厳しい再臨界

が回避できることの基本的見通しは得られた。一方、2006 年度から開始した EAGLE-2 プ

ログラムにおいては、改良内部ダクト型燃料集合体設計の有効性（上方向への流出）をよ

り直接的に確認する炉内外試験の準備を進めている。さらに、本プログラムの後半（2011
年度まで）では、厳しい再臨界が回避された後の事故後過程における炉心物質再配置と長

期的冷却性に関わる基礎的な試験データを取得する予定である。 
 
（３）試験等の結果のまとめ 

「A)早期の燃料流出開始」に関しては、IGR 炉内外試験から得られた壁破損データの整理

と評価を進めた結果、溶融燃料とステンレス・スティール（SS）とが混在する溶融炉心プー

ルから構造材壁への伝熱性は極めて高く、冷却材ナトリウムを内包する集合体内部ダクトの

壁を早期に破損させることによって燃料流出が早期に開始するとの見通しを得た。 
 「B)速やかな燃料流出に関しては、IGR 炉内外試験及び MELT 炉外試験の結果から、流出

経路内ナトリウムが急速にボイド化（ナトリウムが排除された経路の形成）して固化が抑制

されること、流出先での FCI 圧力が流出を阻害しないこと、及び比較的小さな駆動圧力でも

流出が生じることが示され、FP ガスの開放に伴う加圧によって 1MPa 程度の炉心内圧力が予

想される実機条件では、下方あるいは上方への速やかな燃料流出が可能であるとの見通しを

得た。 
 「C)十分な量の燃料流出」に関しては、起因過程と燃料流出過程における燃料エンタルピ

ーと流動性の関係に着目した評価を進めており、これにより起因過程後に流動性を持つ燃料

の割合の評価精度が向上する見込みである。これと並行して SIMMER-Ⅲコードによる実機評

価（改良内部ダクト型燃料集合体設計を対象）を進めており、概略評価結果より厳しい再臨

界が回避できるとの見通しが得られている。 
 

②確率論的安全性評価（PSA）適用検討 

 

1) レベル１PSA 

（１）研究方法 
 高速炉プラントを対象とした地震 PSA の手法を整備し、その手法を JSFR の設計概念に適

用して地震に対する概略特性を把握するとともに、必要に応じて安全特性向上の観点から設

計の最適化に反映する。 
 
（２）主要成果 
地震時リスク概略評価のため、地震ハザードを調査するとともに、免震装置を採用したプ

ラントの地震時損傷確率評価に係る解析を実施した。また、安全性の開発目標及び設計要求

への適合を目指して耐震向上策の検討を行った。以下に成果を述べる。 
 

(ⅰ) 地震ハザードの調査 
地震 PSA の試評価を行うための地震ハザードの候補案を調査検討した。その結果、地震ハ

ザード評価に対する既往研究として以下が確認でき、JSFR の地震 PSA 評価を行う際には、

これらの情報が活用できることが分かった。 

・日本原子力学会標準「原子力発電所の地震を起因とした確率論的安全評価実施基準：2007」 
・地震調査研究推進本部 地震調査委員会「全国を概観した地震動予測地図」 
 
(ⅱ) 建屋応答解析及び地震時損傷確率解析 

評価手法整備のための予備検討として、FS フェーズⅡにおける設計概念を対象として、地

震時における建屋応答解析、主要な機器の床応答スペクトルの作成、並びに建屋、免震装置

及び主要機器の地震時損傷確率解析を実施し、地震時損傷確率曲線を作成した。 
この中で免震装置の地震応答解析結果を分析したところ、免震機能の低下につながるハー

ドニングは基準地震動の 2 倍以上で発生していることが示された。図に示す地震時損傷確率

曲線により、水平地震または水平地震と上下地震のカップリングにより発生する建屋の耐震

壁のせん断破壊、原子炉容器の座屈、制御棒挿入性及び IHX の座屈については、ハードニン

グが発生する領域（基準地震動の 2 倍）で、損傷確率が急激に増加する結果を得た。 
 

(ⅲ) 耐震向上策の検討 
中越沖地震の影響により見直された設計検討用の地震条件は、従来のものと比較して、厳

しい側にシフトしている。このような想定条件の変化に対応するためには、免震装置の性能

向上を図る必要があり、建屋・機器の地震時損傷確率を低下させる方策として、免震装置に

おける積層ゴムの形状等の見直し（ハードニングに至るまでの線形領域（線形限界範囲）を

大きくする）を摘出した。 
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図 14 建屋・免震装置・主要機器の地震時損傷確率曲線の一例 

 
（３）試験等の結果のまとめ 
基準的な設計を対象として、建屋、免震装置及び主要機器の地震時損傷確率解析を予備的
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に実施し、耐震向上策として免震装置の積層ゴムの形状等の見直しを摘出した。 
 
2) レベル２PSA 注1） 

（１）研究方法 
FaCT における大型ナトリウム冷却炉設計概念を対象とするレベル２PSA で考慮すべき事

象の全範囲に対応した評価手法を整備するために、(i)炉心物質再配置に関する評価手法の開

発、(ii) 格納容器内事象に関する評価手法の開発、(iii)事象進展確率の定量化に必要となる技

術的根拠の整備を実施する。具体的には解析手法が未整備あるいは不備であった(i)と(ii)につ

いて新たに以下のコードやモデルを整備する。 
(ⅰ) 炉心物質再配置過程全体を対象とした MUTRAN コード及び MUTRAN による炉心物

質再配置過程解析において臨界性が問題となる局面で適用することを目的とした

SIMMER-LT コード 
(ⅱ) 格納容器内事象については CONTAIN-LMR コードに組み込まれている CORCON（デ

ブリ・コンクリート相互作用解析モデル）及び VANESA（デブリからの FP・エアロゾ

ル放出解析モデル）に対してナトリウムの影響を評価できるよう改良する

（CORCON-LMR 及び VANESA-LMR の開発）  
また、CORCON-LMR と VANESA-LMR の検証に必要となる試験データを得るために要素試

験を実施する。(iii)としては、レベル 2PSA 実施にあたって、現象論的イベントツリーを構築

するための判断に活用すべき事故過程の支配現象に関する実験的知見、類似の既知現象、解

析モデルによる感度解析、解析モデルの妥当性に関する考察などからなる技術的根拠の整備

を実施する。 
 
（２）主要成果 
(ⅰ) 炉心物質再配置に関する評価手法の開発 
・MUTRAN の開発 

MUTRAN コードの運動量・熱交換モデルなどの改良、制御棒吸収体の挙動モデルの追加

などを行い、実機における長時間の炉心全体の挙動を評価するための基盤整備を進めた。 
 
・SIMMER-LT の開発 

数値解法のアルゴリズム改良及び物理モデル改良により、SIMMER-LT の高速化を達成し、

当初の目標に沿った事象に対して実用化できる見通しを得た。 
 

(ⅱ) 格納容器内事象に関する評価手法の開発 
・格納容器応答過程評価手法の開発・検証 
炉心損傷の影響が炉容器外へ拡大する場合に想定される典型的物質配置は、コンクリート

層の上にデブリ層、ナトリウムプール層が覆う構成となる。このため、最上部に位置するナ

トリウムプール近傍に着目して、ナトリウムプール中における化学反応、プールとデブリ層

                                                 
注1）本研究は、旧電源開発促進対策特別会計法及び特別会計に関する法律（エネルギー対策特別会計）に

基づく文部科学省からの受託事業として、独立行政法人日本原子力研究開発機構が実施した平成１８年

度及び平成１９年度「炉心損傷評価技術（レベル２PSA）の開発」の成果である。 

の熱伝達、プール中に放出された FP・エアロゾル挙動に関するプログラム整備・改良及び確

認計算を実施した。 
 
・事象評価モデルの開発・検証用試験 

ナトリウム・デブリ・コンクリート相互作用小規模試験装置の詳細設計と製作を行った。

また、ナトリウムプール中に水素ガスをバブリングした時の水素挙動を測定する試験（水素

再結合試験）[20]、粒子状不揮発性模擬核分裂生成物の放出状況を測定する試験（模擬 FP 放

出試験）、さらに構成成分間の化学反応を調べる試験（構成成分試験）を実施した。水素再結

合試験では、雰囲気の酸素濃度をパラメータとした試験を行い、酸素濃度の増加に伴い水素

再結合割合が増大する傾向を明らかにした。また、模擬 FP 放出試験より、粒子状不揮発性

模擬 FP のバブリングに伴う機械的放出挙動に係わるデータを取得した。 
 

 
図 15 水素再結合試験結果（水素再結合割合と酸素濃度の関係） 

 
構成成分試験では、ナトリウムと酸化セリウムとの反応性に関する測定を行い、25～820℃

の範囲においては、両者の間で化学反応が生じないことを明らかにした。 
 
(ⅲ) レベル 2ＰＳＡのための技術的根拠の整備 
炉停止失敗事象に対しては起因過程及び遷移過程について、また除熱源喪失事象に対して

はプラント応答過程及びこれに続く炉心崩壊過程についての感度解析を夫々実施し、事象推

移における支配的な現象の摘出を進めた。また、事故後の炉容器内冷却過程については長期

除熱モードに関わる基本特性を把握した。これにより、溶融スティールと燃料の分離などに

よる残留燃料の臨界性、及び炉心物質移行過程での非微粒化燃料の保持失敗・受け皿での再

配分不調による冷却失敗などが重要であることが示された。さらに、炉容器破損時の格納容

器内応答についても感度解析を実施し、ナトリウムの効果を踏まえて支配的な現象の摘出を

行った。これらにより、イベントツリー構築に関わる重要ヘディング項目が明らかになり、

各項目に対する判断のための技術的根拠整備の基盤が整えられた。 
 
（３）試験等の結果のまとめ 
(ⅰ) 炉心物質再配置に関する評価手法の開発 

MUTRAN コードの開発を進め、パイロットモデルの難点（燃料ピンなどの幾可形状を考慮
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せずに各成分の体積比に比例する接触面積で運動量・熱交換を計算）を解消し、より現実的

に運動量・熱交換を模擬できるようになった。SIMMER-LT コードの開発では、既存の安全

解析コード SIMMER-III の数値解法改良とモデル改良による高速化を進め、コード全体で 10
〜20 倍の高速化を実現することで、実時間で数 10 分相当の緩慢な現象の解析でも現実的な

解析時間で実施できる見通しを得た。 
 
(ⅱ) 格納容器内事象に関する評価手法の開発 

CONTAIN-LMR コードに関して、ナトリウム・コンクリート反応、デブリ・コンクリート

反応、及びこれらにより発生する反応生成物や FP・エアロゾルのナトリウムプール中におけ

る挙動といった炉容器メルトスルー時に発生し得る一連の現象を解析することが可能になっ

た。また、事象評価モデルの開発と検証に用いる試験研究を進め、ナトリウム冷却炉の事故

時に格納施設へ負荷を与える水素の挙動について評価精度を向上させることができる見通し

を得た。 
 
(ⅲ) レベル 2ＰＳＡのための技術的根拠の整備 
炉容器内事象については、炉停止失敗事象、除熱源喪失事象それぞれについて代表的な事

象である ULOF（冷却材流量喪失時炉停止失敗事象）と PLOHS（除熱源喪失事象）の解析を

行い、事象推移に影響を与える支配現象を摘出した。格納容器内事象については、

CONTAIN-LMR コードによる感度解析を実施し、事象推移を左右する支配現象を摘出した。 
 
④安全設計・評価方針の整備 
（１）研究方法 
将来の許認可における安全評価のため、プラント動特性コードの整備・検証を行う。 
高速炉国際展開戦略検討委員会（安全審査ＷＧ）において、革新技術を採用した高速炉で

ある JSFR に適合し、かつ、海外主要国の規制にも適合する安全審査指針体系の構築につい

て検討し、原子炉設置に係る国際的に共通な制度の構築に資する。 
 
（２）主要成果 
プラント動特性コードの整備・検証計画を作成し、今後の「もんじゅ」の許認可に活用し

つつ、実証炉への適用のための検証を進める準備を行った。将来の安全審査のために必要な

解析コードの整備を「もんじゅ」と協力して進めることとした。 
高速炉国際展開戦略検討委員会（安全審査ＷＧ）において、米国許認可システム、過去の

許認可実績の調査を開始した。また、高速炉の安全規制の基本となる「安全設計審査指針」

「安全評価審査指針」「重要度分類指針」の検討を進めるとともに、高速炉に固有な課題（事

象区分の考え方、自然循環除熱の DBE での評価方法、格納容器隔離弁の要否、格納施設の設

計条件、受動的安全性、炉心損傷事故の取り扱い、等）に関する考え方の整理を開始した。 
 
（３）試験等の結果のまとめ 
プラント動特性コードの検証を進めた。また、高速炉国際展開戦略検討委員会（安全審査

ＷＧ）において、規制体系の検討を開始した。 
 

６．成果目標の達成見通しについて 

 
①炉心損傷挙動評価 

・ 改良内部ダクト付き燃料集合体の有効性確認に関する 2010 年における成果目標に

対しては、EAGLE-2 プログラムの円滑な遂行及び試験解析等に基づく解析コードの

妥当性検証・改良、並びに妥当性検証された解析コードによる実機解析を進めるこ

とにより達成可能な見通しである。 
・ 原子炉容器内の安定冷却特性の把握に関する 2010 年における成果目標に対しては、

今後取得される炉外試験データや既存試験研究の知見等に基づいて検証された評価

手法により実機評価を行うことにより達成可能な見通しである。 
 

 ②確率論的安全評価（PSA）適用検討 
・ レベル 1PSA については、最新の地震条件及び設計に基づき、免震装置を備えた実

用炉の地震時損傷確率評価手法を計画通り整備していくことにより、地震時の条件

付炉心損傷確率及び格納容器機能喪失確率の推定が可能となる見通しである。また、

最新の設計に基づき AM（事故管理方策）も考慮した内的事象時の安全機能につい

ての成功基準解析及び概略信頼度解析を行うことにより出力運転時及び停止時の予

備的評価が得られる見通しである。これらを基に、JSFR について安全性に関する開

発目標及び設計要求への適合性の判断が可能となり、設計への反映事項が整理され

る見通しである。 
・ レベル２PSA については、再配置・冷却過程及び格納容器内事象の評価手法の開発

はナトリウム炉への適用実績を有する既存コードの機能拡張を軸としており、当初

目標は達成可能な見通しである。イベントツリー構築に必要な技術的根拠の整備に

関しても、炉心損傷の全スペクトルに対する支配現象の摘出が着実に進んでおり、

事象進展の方向と確率を判断するデータベースも予定通り整備される見込みである。 
 

 ③放射性物質移行挙動評価 
・ 過熱した高速炉燃料からの Pu 及び FP の放出を調べる試験分析、CDA 時の放射性物

質移行放出に関する検討に着手しており、成果目標を達成可能な見通しである。 
 

 ④安全設計・評価方針の整備 
 

・ 設計進捗に応じて実用炉の安全設計・評価方針を改定しているところであり、2010
年にはその雛型を作成できる見通しである。また、高速炉国際展開戦略検討委員会

での議論を踏まえて 2010 年以降の工程を策定できる見込みである。 
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１．FaCT 開始時点における技術開発の状況 

高速増殖炉の炉心は、多数の燃料集合体等の炉心構成要素で構成されており、炉心燃料

集合体の熱伸び等を吸収できるように、燃料集合体の上部を拘束しない構造としている。

このため、地震時には集合体は、水平方向の地震力を受けて集合体間及び炉心支持構造物

と衝突及び流体の影響を受け複雑な応答挙動（炉心群振動）を呈する。鉛直方向の地震力

が大きい場合、燃料集合体が炉心支持板から飛び上がる可能性がある。 

従来の鉛直方向の設計地震動の場合、集合体の飛び上がり量が問題になるレベルではな

かったため、水平動に対する群振動評価手法が整備されてきた。近年、耐震設計審査指針

の改定により設計地震動が厳しくなったため、飛び上がり量が、原子炉構造の耐震設計の

成立性を判断するクライテリアのひとつとなっている。原子炉構造の基本仕様を適切に定

めるためには、飛び上がりも含めた炉心の３次元挙動を正確に評価する手法が必要である。 

 

２．開発目的 

本研究では、実証施設の概念設計に適用できる、３次元群振動を考慮した炉心の耐震設

計評価手法を確立することを目的とする。 

 

３．実施内容 

本研究においては、①対象となる炉心仕様の検討、②炉心群振動検討用入力地震動（想

定入力地震動）の作成、③３次元群振動解析評価手法の整備、及び④基礎データを取得し、

解析評価手法の妥当性を確認するための群振動試験を実施する。 

 

４．スケジュール 

５．これまでの成果 

（１）研究方法 

群振動試験については、３次元群振動挙動は衝突の影響、流体を介して群としての相互

作用などが重畳した複雑な挙動であるため、因子ごとの影響が適切に把握できるように集

合体の体系（試験体の本数と並べ方）をパラメータとして下記の試験を実施する（図２）。

群振動試験は、各体系の試験装置を大型振動台（最大搭載質量 100t）上に設置し、基準地

震動（想定）時の炉心支持位置の応答加速度を入力波とする加振試験とする。なお、冷却

材の代わりに水を用いることとし、差圧による流体力を模擬した流量を与える。 

（ア）要素試験 

群振動試験結果を評価するために、群振動試験に用いる試験体（集合体モデル）

の衝突部分の要素モデル（パッド部、エントランスノズル勘合部）の落下試験を行い、

衝突特性（ばね定数、減衰定数）を実測する。 

（イ）実寸試験体単体試験 

最も基本的な集合体単体の応答挙動（水平・上下同時加振の影響、六角形断面に

対する加振方向の影響、内部ダクト型集合体の異方性の影響）、流体の影響（流水中

での等価重力加速度の効果、エントランスノズル勘合部のダッシュポット効果）、パ

ッド部の隙間、及び連結管と勘合部の隙間等の影響を把握するための試験を実施する。 

（ウ）模擬集合体群体系試験 

隣接集合体間の衝突の影響を把握するため、最大 37 体の集合体を群体系に並べて

試験を実施する。さらに、異種の集合体間（一部に軽量集合体を配置）の衝突の影響、

集合体群と炉心槽との隙間部の流体による付加質量効果の影響についても把握する。 

添付資料4．1-13 大型炉の炉心耐震技術 

図１ ３次元群振動評価手法の開発スケジュール 
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（エ）模擬集合体列体系試験 

最大 32 体の集合体を一列に並べた列体系での試験を実施し、水平方向に大きな変

位が生じる場合の応答挙動データを取得する。また、集合体の配置間隔を変えて、隙

間の影響についても把握する。 

（オ）縮尺多数体試験 

実際の炉心に近い体系での総合評価用の応答データを取得するため、最大 331 体

の集合体で構成する炉心体系を用いて群振動試験を実施する。集合体の層数をパラメ

タとし、集合体群と炉心槽との隙間部の流体による付加質量効果の影響、及び炉心支

持板との連成効果についても影響を把握する。 

 

解析評価手法は、試験と並行して整備することとし、段階的に解析評価手法の妥当性を確

認し、試験で得られた知見を反映しながら進めていく（図３参照）。 

 

（２）主要成果 

① ３次元群振動試験、評価のための炉心仕様の検討 

実証施設の設計方針に基づき、炉心熱出力、出入口温度、運転サイクル期間、燃焼

度等の基準炉心の主要仕様を設定した。炉心構成要素の構造・寸法等を設定し、物量

評価を行い、炉心耐震性評価に必要なデータをまとめた。 

② 炉心群振動検討用入力地震動の作成 

新しい耐震設計審査指針に基づいて想定地震速度スペクトルおよび地震波を作成し、

この地震動に対する実証施設（水平免震）の建屋応答解析を実施した。ここで得られ

た原子炉容器据付部の地震波を入力として、原子炉構造の時刻暦応答解析を行い、炉

心支持部の応答（群振動試験用入力地震波）を算出した（図４）。 

③ ３次元群振動解析評価手法の整備 

地震時、集合体に作用する力（地震力、重力、流体力、衝突ばね力、摩擦力、減衰

力）を考慮できるように、３次元群振動挙動を評価するための解析モデル、および解

析評価手法の基本構成を構築した。 

④ ３次元群振動試験 

（ア）要素試験用試験体の設計・製作 

群振動試験で用いる各種試験体の衝突部の衝突特性（減衰定数、ばね定数等）を実

測する要素試験を実施するため、要素試験体及び要素試験装置を設計、製作した。 

（イ）実寸単体試験体の設計・製作 

集合体の応答挙動を把握するため、燃料集合体を実寸大で模擬した試験体の単体振

動試験を実施する。これまでに、実寸試験体及び実寸単体振動試験装置を設計、製作

した（図５）。試験体は、全長は約 4.6m、六角対辺寸法約 200mm、重量約 650kg とした。 

実寸単体試験装置は、以下に示す集合体の挙動に影響する主要な因子の影響を確認

できるよう設計し、製作した。 

図３ 解析評価手法の整備 

図４ 炉心群振動検討用入力地震動の作成 
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・流体付加質量の影響 

・ダッシュポット効果の有無の影響 

・加振方向 

・上部パッド、中間部パッドと拘束冶具の隙間の影響 

・連結管とエントランスノズル勘合部のギャップ量の影響 

（ウ）模擬試験体群体系試験用試験体の設計、製作 

集合体間の衝突の影響を調べるため、燃料集合体を約 1/1.5 縮尺で模擬した試験体

を群体系に配置したモデルを用いて、群振動試験を実施する。以下を考慮して、模擬

試験体（図６）及び群体系試験装置を設計、製作した（図７）。 

・群試験は最大 37 体の試験を行うことができる。集合体数量、最外層ギャップをパ

ラメータとした試験ができる。 

・集合体群と炉心槽との隙間部の流体による付加質量効果をパラメータとするため、

取り外しが可能な中子を設置する。中子の断面形状は炉心槽を模擬するため円筒と

する。 

（エ）模擬試験体列体系試験用試験装置の設計、製作 

模擬試験体を列体系に配置したモデルを用いて列体系群振動試験を実施するため

の試験装置を設計・製作した。列体系試験では、集合体の大変形時の挙動を調べると

ともに、パッド部ギャップの影響を調べるために、支持板に配列ピッチの異なる 2 列

の集合体装荷孔（連結管）を設けた。（図８） 

 

（３）結果のまとめ 

評価対象とする炉心仕様を設定し、試験用入力地震波を算出した。3 次元群振動評価モ

デル及び解析手法を構築した。また、要素試験体、実寸単体試験体、実機模擬集合体（1/1.5

縮尺）を設計し、製作した。今後各種条件下において３次元群振動試験を実施するととも

に、対応する試験解析を通して解析評価手法の整備を進める。 

 

６．成果目標の達成見通しについて 

本件の 2010 年度時点での目標は、水平応答（変位、衝突荷重）、上下応答（飛上り量）

の解析評価手法を開発・整備し、３次元群振動解析評価方針案を策定することにある。こ

れまで、計画通り進捗しており、成果目標は達成できる見通しである。 

 

図７ 群体系試験装置 炉心支持板 図８ 列体系試験装置 炉心支持板 
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開発課題 ２０１０年成果目標（クライテリア） 達成見通し 

１-１配管短縮のための高クロ

ム鋼の開発 

 

[改良9Cr鋼の材料強度基準整備] 

・材料強度基準における製品形状ごとの許容値策定の要否判断に基づき，

設計評価に適用可能な材料特性が提示されること． 

 

・極厚鍛鋼品（φ3m×t0.8m），薄肉小径管および2重管（最長17m），SG

主要構造（管-管板接合，9Cr鋼CSEJ）の試作を以って，これらの製作性

見通しが得られること． 

 

 

・溶接継手クリープ疲労強度評価法が提案されること．また，改良9Cr

鋼-ステンレス鋼異材溶接施工法が提案されること． 

 

 

[FBR用12Cr鋼の仕様選定と性能試験] 

・W-Mo，Nb-V添加量等の化学成分仕様，ならびに熱処理条件最適化の暫

定案が提示されること． 

 

・極厚鍛鋼品製作に係る課題が摘出され，課題解決方策が示されること．

 

[高温構造設計指針の整備] 

・実証炉で採用予定の改良9Cr鋼容器・管および特殊構造の設計評価法が

提示されること． 

 

・改良9Cr鋼製配管のLBB評価に適用可能な評価手法が提示されること．

 

・必要な材料特性試験の計画を策定したうえで試験を開始．取得データに基づき材

料特性の提示が可能な見込み． 

 

・極厚鍛鋼品については左記の約半分の重量の試作と基礎的な試験研究によって製

作性見通しが得られる見込み．薄肉小径管については左記の寸法の試作を以って，

製作性見通しが得られる見込み．2重管，SG主要構造については1-9を参照． 

 

・溶接継手クリープ疲労強度評価に必要な試験の計画を策定したうえで試験を開

始．取得データに基づき評価法を提示できる見込み．改良9Cr鋼-ステンレス鋼異材

溶接継手を試作し，それらに対する性能試験を開始．取得データに基づき施工法の

提示が可能な見込み．なお、Type-IV損傷による強度低減に関しても，クリープ損

傷計算のプロセスにおいて考慮する方針． 

 

・成分調整材を製作し試験を開始．取得データに基づき暫定仕様案を提示可能な見

込み． 

 

 

・12Cr鋼鍛鋼品製作上の課題の検討に着手．課題摘出後，解決方策を提示できる見

込み． 

 

 

・ラチェット評価，クリープ疲労評価，座屈評価等に関しては，改良9Cr鋼におい

ても既存のクライテリアの妥当性が検証できる見込み．NCカーブの整備は実施可能

な見込み．特殊構造設計評価法の整備は可能な見込み． 

 

・材料と構造の特徴を的確に反映したLBB評価法の検討に着手．検討結果に基づき

評価法を提示できる見込み． 

１-２．システム簡素化のための

冷却系2ループ化 

1 流力振動評価 

 

実機条件での流力振動特性の評価を可能とする解析的評価手法（流動特

性および振動特性）を確立するとともに、冷却系２ループシステムの成

立性を判断（構造健全性を確認）することが可能な技術的根拠（実機外

挿性、解析的評価手法の適用性、設計裕度など）を提示すること。 

流力振動評価について、解析的評価手法 (特に、流動特性) を既実施試験に適用し、

評価手法の妥当性を予備的に検討して大口径配管内流動特性を適切に捉えられる

ことを確認した。今後、条件の異なる試験を解析することにより、実機条件での流

力振動評価を可能とする解析的評価手法を確立できる見通しである。また、これら

の試験・解析研究によって、流動メカニズムを把握することにより実機外挿に関し

て技術的根拠を整備するとともに、流動解析と連成した振動評価により設計裕度を

明確化していくことが可能であり、冷却系２ループシステムの成立性を判断（構造

健全性を確認）することが可能な技術的根拠を提示できる見通しである。 

 

添付資料 4.1-14 2010 年における成果目標（クライテリア）の達成見通しについて 
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2 超音波流量計の開発 

 

 

・検出器設置環境に係わる条件（直管部長さ：配管口径の約5倍、定格温

度：395℃、温度変化範囲：約200～530℃など）及び機能要求（計測範囲：

低格流量の約10～130％など）、性能要求（直線性・再現性：±2％FS、

出力変動：±5％、応答性：0.3s）を満足する1次主冷却系流量計測シス

テムの仕様が明らかになること。 

・システムの有効性が試験及び評価により示されること。 

・安全保護系に適用できることを実証するための課題が明確にされ、解

決の見通しが示されること。 

超音波流量計の開発については、要素レベルの研究開発課題について解決できる見

通しが得られた。今後は、センサ試験及びセンサ・遠隔交換機構試験によりセンサ

試験体及び遠隔交換機構試験体の機器レベルの高温及び温度サイクルに関する特

性を検討する。また、水流動試験により信号処理装置及び測線最適化解析評価手法

の検証を実施する。これらにより、検出器設置環境に係わる条件（直管部長さ：配

管口径の約5倍、定格温度：395℃、温度変化範囲：約200～530℃など）及び機能要

求（計測範囲：定格流量の約10～130%など）、性能要求（直線性・再現性：±2%FS、

出力変動：±5%、応答性：0.3s）を満足する1次主冷却系流量計測システムの仕様

が明らかにでき、システムの有効性が示される見通しである。また、安全保護系に

適用できることを実証するための課題が明確にされ、解決の見通しが示される予定

である。 

１-３．１次冷却系簡素化のため

のポンプ組み込み型中間熱交換

器開発 

 

• 機器内の振動発生及び振動伝達を評価し、固有値を±10%以内で評価

可能な解析モデルを構築・検証すること 

1/4試験体を用いた振動伝達試験による振動伝達解析モデルの開発・検証により、

モード解析による固有値評価精度を±10%以内とする見通しは得られており、ポン

プ振動と伝熱管健全性に影響を与える振動モードの共振を避ける設計には目処が

ついている。現在、ポンプ振動源モデル及び減衰モデルの精度向上を目指したモデ

ル改良を実施しており、それらにより振動応答値評価精度が向上し、より精度の高

い伝熱管摩耗量評価に反映できる見通し。 

• 振動伝達解析モデル、及び伝熱管摩耗特性試験の結果と併せて、炉寿

命中の伝熱管摩耗量を評価可能で、かつその摩耗量が現実的な値とな

ること。 

伝熱管摩耗量評価には、振動接触部のワークレートと材料固有の物性値である比摩

耗量が必要である。現在、ワークレートを取得するための1/1伝熱管束の振動試験

を計画中であり、2009年度中にデータ取得の予定である。試験で得られたワークレ

ート値と2･1/4Cr鋼の比摩耗量データにより保守的に伝熱管健全性が評価可能とな

る見通し。 

なお、9Cr鋼の比摩耗量データに関しては2011～15年の間に試験を実施し、取得の

予定である。 

• 軸受水試験で得られた振動減衰データを用いて、軸の振動安定性が確

保できるポンプの設計が可能となること。 

• 下部軸受けが損傷した場合、損傷が拡大する前にポンプ停止が可能な

軸振動モニタリング手法を開発し、機器開発試験でのポンプ試験体に

適用できること。 

ポンプ軸の安定性確保のための開発課題としては、高減衰軸受の振動減衰特性デー

タ取得、軸から軸受けに入力される径方向加振力データの取得、及び軸受健全性モ

ニタリング手法開発の３点である。これらの課題に対して、それぞれ試験を計画し

ており、2009年度に得られる試験データにより課題を解決できる見通し。 

• ポンプ入口でキャビテーション及びガス巻き込みが発生しないこと

を実験的に確認すること 

• リークフロー戻りラインの機能が確保される見通しを得ること 

• ポンプ内自由液面からのガス放出量が予測可能な試験データを得る

こと 

 

左記の課題に関し、それぞれ要素試験を計画・準備中であり、2009年度に試験デー

タを取得する予定である。取得されたデータにより各課題に対する見通しが得られ

る。 
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１-４．原子炉容器のコンパクト

化 

1 炉内熱流動の適正化 

課題１．ガス巻込み及び水中

渦対策の具体化 

課題２．温度成層化、サーマ

ルストライピングに対

する影響緩和対策 

 

 

ガス巻込み抑制構造、ガス抜き機構、水中渦抑制構造を提示し、炉心反

応度外乱等のプラント運転、構造物健全性に支障を来たさないことを示

すこと。 

 

ガス巻込み抑制構造について、起動時を含む運転条件で抑制効果を確認するととも

に簡素化構造を考案した。水中渦抑制構造は、その概念を構築し予備解析にて適用

性を把握した。キャビテーションを伴う液中渦の抑制構造について、適用性をより

広げるための構造を考案し、解析により効果の見通しを得た。また、実機評価にむ

けて物性値の影響評価を継続するとともに、解析評価手法を順次整備している。以

上、2010年に向けて計画通り進捗しており、達成できる見通しである。 

 

温度成層界面、起動時液面近傍の温度勾配緩和対策、サーマルストライ

ピング抑制構造を提示し、構造物健全性に支障を及ぼさないことを示す

こと。 

 

温度成層化について、炉容器板厚の60mmへの増加により、温度勾配の制限が厳しく

なったことから、炉内熱流動の適正化だけではクリアすることが困難になりつつあ

る。系統設計を含めて対応策を検討することで、目標達成を目指す。炉心出口のサ

ーマルストライピングについて、現状は試験を開始したばかりであり定量的評価は

今後行う。結果によっては、炉内流動の適正化構造だけでなく、耐熱材料としての

インコネルをUIS下部に組込む、さらには集合体間温度差の低減などを含めて検討

を行う必要が生じる。現状は、予定通り進捗している。 

 

2 ﾎｯﾄﾍﾞｯｾﾙ(壁冷構造無し)化

に伴う高温  構造設計基準

の整備 

ホットベッセルの成立性を見

通すための高温構造設計評価

技術の開発 

 

・実証炉のホットベッセル概念の成立性を見通すための、熱荷重設定法

と非弾性解析法を含む高温構造設計評価技術を提示できること。 

 

 

・原子炉構造の主要部に対する供用期間中検査要求を、構造信頼性評価

結果に基づき提示できること。 

 

 

・炉容器用316FRリング鍛鋼品製作技術を提示し、材料強度基準整備に必

要な仕様および許容値を設定できること。  

・高温構造設計評価技術については、成立性を見通すために必要となる評価技術を

選定し、評価法の具体化を進めており、ホットベッセル成立性の見通しを判断でき

る評価技術を提示できる見通しである。 

 

・供用中検査要求については、原子炉構造の主要部に対する供用中検査要求を、構

造信頼性評価結果に基づき提示できる見通しである。 

 

 

・炉容器用316リング鍛鋼品については、316リング鍛鋼品を適用する部位を対象に、

リング鍛鋼品の製作性課題を抽出し、実規模試作以外の方法でそれらの課題の解決

策を示すことにより製作技術を提示できる見通しである。また、材料強度基準策定

に必要な既存データの整理を行い、必要となる試験を計画し、提示した製作技術に

相当する方法で製作した小規模鍛鋼品を用いて試験実施することにより、材料強度

基準整備に必要な仕様および許容値を提示できる見通しである 
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3 破損燃料位置検出計の開発 

 

・UISスリット部の破損燃料の同定が数集合体レベルで可能であることを

模擬試験と解析評価により示すこと。 

 

・セレクタバルブのプラント寿命中の耐久性を示すデータが試験結果に

より得られること。 

・現在までの研究成果で達成見通しが得られている。 

 

 

・セレクタバルブの耐久性については、現在は炉上部機構と整合するセレクタバル

ブ構造を設計した段階であり、2009年度に設計したセレクタバルブ構造を模擬した

ナトリウム中耐久試験を実施することで達成見通しを得る予定である。 

4 炉内計装流力振動評価の検

討 

・流力振動評価法を整備すると共に、実機条件に対して要素試験結果を

ベースとした概略評価を実施して計装配管の健全性を示す。 

 

今年度から検討開始 

5 原子炉計装システムの開発 ・中性子計装：検出器交換に適合する案内管の仕様及び取付け仕様が明

確にされ、構造健全性及び交換可能性について見通しが得られること。

 

 

・燃料集合体出口温度計装：機能、性能要求が明確にされ、それへの適

合性について見通しが得られること。検出器及び案内管の仕様及び取付

仕様が明確にされること。制御棒運用計画、制御棒誤引抜事象に対する

炉心保護シナリオとの整合について見通しが得られること。 

 

・Na透視技術：要素技術（検出器、画像再構成技術）の成立性、および、

計測システムの有効性、適用性が明らかになっていること。 

 

・炉内中性子計装については初装荷炉心を監視する観点から炉内中性子計装を設置

する方針とした。今後は炉内中性子計装の中性子検出器交換装置の概念、交換手順

等を明確化することにより成果目標を達成可能と考えられる。 

 

・集合体出口温度計装については制御棒のバンク運用により制御棒誤引抜に対する

性能要求を大幅に低減できる可能性が明らかになった。今後、出力制御システムの

構成と運用計画、炉心出口温度計装の仕様、熱電対交換装置概念を具体化すること

により成果目標を達成することが可能と考えられる。 

 

・要素技術に関して技術的成立性を確認しており、今後の研究開発で明らかになる

基本仕様に基づき計測システムを検討し、成果目標を達成する見通しである。 

１-５．システム簡素化のための

燃料取扱い系の開発 

1 新型燃料交換機の開発 

位置決め精度、スリット付UIS

（スリット幅450mm）との干渉

回避、グリッパ作動性、 

異常時の復旧方策  

 

実用炉に求められる基本仕様を提示できること、すなわち地震時のスリ

ット付UISとの干渉回避、位置決め精度確保、引抜き・挿入荷重2.5ｔ、

燃料交換速度（1集合体当りの交換時間：約30分）が気中モックアップ試

験などにより確認されること。 

 

現在までのところ研究計画は予定どおり進捗している。成果目標については、試験

装置設計時の耐震解析に加えて、2008年度から実施する燃料交換機アーム実規模動

作試験において実施する剛性確認試験、位置決め性能試験等において試験確認する

ことにより達成できる見通しである。 

 

 

2 燃料移送系の成立性確認 

使用済燃料集合体の複数体移

送方式の成立性確認。  

 

Naポットによる複数体移送中の事故時の間接冷却性能など、主要な除熱

性能が確保できること（ 1集合体発熱量の最大値22.4kW（暫定）に対し

て燃料温度制限：24hr以内：630℃、24hr以上：600℃）の技術的根拠が

試験・解析により提示されること 

 

現在までのところ、研究計画は予定どおり進捗している。2008年度には、ポット除

熱試験装置を用いて、ポット除熱試験を実施するとともに、ポット除熱試験体系の

解析モデル作成を行う。更に2009年度の試験データに基づき作成したポット除熱評

価用の解析モデルの検証を行うことにより２集合体ポットの実機適用性を評価で

きる見込みである。 
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3 燃料水浸漬システムの開

発 

乾式洗浄方式、使用済燃料の

水プール直接浸漬方式などの

成立性確認。  

 

アルゴンガス乾式洗浄による残存Na除去能力が試験により確認されるこ

と。  

 

2007年度の内部ダクト乾式洗浄試験において、内部ダクトが洗浄性に与える影響は

ほとんどないものと判断された。実用炉燃料集合体の残留ナトリウムについては、

2007年度に実施した内部ダクト乾式洗浄試験、及び2009年度までに実施する模擬集

合体乾式洗浄試験に基づき予測可能と判断される。 

アルゴンガス乾式洗浄による残存Na除去能力は、2010年度に実施する上記試験に基

づく予測評価にて確認できる見込みである。 

 

4 新燃料輸送時の除熱性評

価 

低除染燃料による発熱量の増

加に対応した輸送キャスクの

開発。  

 

現行原子力発電所の荷役設備条件（125ｔ以下）に合致して船舶輸送が可

能で、代表的なTRU含有新燃料を５体以上装荷できるキャスク設計の成立

性（遮へい特性(表面2ｍSv/hr、表面から1mで0.1mSv/hr)、温度制限（被

覆管材：300℃（暫定）、遮へい材：150℃ ））が解析により確認できる

こと。 

 

現在までに、水キャスクについては、荷役設備条件に合致するとともに、遮へい特

性、温度制限を満足する見通しを得ている。一方、ヘリウムキャスクについては、

温度解析の結果、被覆管材の暫定温度制限300℃を超えているが、移送中は不活性

ガス雰囲気に保持され温度制限の要因となる酸化をしないことから温度制限値及

び収納体数見直す必要があるとともに、受入設備側での設計対応も含めて成立性を

検討する必要があり、2009年度に詳細検討を実施することで判断できる見通しであ

る。 

 

１-６．物量削減と工期短縮のた

めの格納容器のSC造化 

 

・SCCV の基本構造を設定し、設計基準外事象における格納容器健全性評

価のための設計解析手法を開発。実証施設の概念設計に使用できるレベ

ルに整備する 

・SCCV の技術指針の骨子案を示すとともに、国際標準としての整備方法

を提案する。 

 

 これまでのところ、試験、解析等は計画通り進捗しており、原子炉建屋・SCCV

の構造設定、製作課題の整理を完了し、部材特性試験の一部によって所定のデータ

を取得している。また、試験の予備解析等を実施し、解析手法整備のデータベース

としている。これらの検討において、現在のところ目標達成の支障となる課題等は

生じていない。 

 

１-７．高燃焼度化に対応した炉

心燃料の開発 

1 高燃焼度燃料・材料研究開

発 

 

・ピーク燃焼度150GWd/tにおける被覆管の内面腐食深さが従来のオース

テナイト鋼被覆管と同等であること 

・BOR-60で、ODS被覆管燃料ピンを照射中。現在、100GWd/tに到達。2010年には、

150GWd/tのODS被覆管燃料ピン内面腐食データを取得し判断する予定。なお、

50GWd/t(720℃)では、顕著な内面腐食は発生していないことを確認済。2010年目標

達成には、「常陽」スケジュールは影響なし。 

 

2 低除染TRU酸化物燃料の照

射特性 

 

・照射初期Am再分布挙動の見込み(濃度増加=製造時x1.3程度)、40GWd/t

までのAm含有燃料ピン健全性データ取得  

・「常陽」照射試験により、照射初期(24hrまで)のAm再分布挙動データを一部取得

済。40GWd/t到達・データ取得は、「常陽」再起動遅れのため、2010年以降になる

見込み。2010年時点では、照射初期データと解析による外挿で評価し、2015年まで

に照射データで確認する予定。 

 

3 長寿命制御棒の開発 

 

・ピーク燃焼度200E20 cap/ccを越えるまでACMI(吸収材-被覆管機械的相

互作用)が発生しない制御棒の設計・製造ができること 

・ピーク燃焼度200E20 cap/ccを越えるまでACMIが発生しない制御棒の概念は、検

討済。2010年にさらに詳細検討結果を整理し、照射試験等具体的なR&D課題・計画

を整理する予定。 

 

4 高性能遮へい体の開発 ・高速中性子照射で過剰な膨れが生じないこと、過剰な水素解離が生じ

ないこと 

・炉外試作試験等により「常陽」照射試験の準備中。データ取得は、「常陽」再起

動遅れのため、2010年以降になる見込み。2015年までに照射データを取得し、解析

による外挿評価で見通しを検討する予定。 
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開発課題 ２０１０年成果目標（クライテリア） 達成見通し 

5 再臨界回避集合体研究開発 ・改良内部ダクト付集合体ラッパ管構造の試作完了 ・内部ダクトの試作試験を実施し、寸法精度などを評価中。内部タクトねじ留め構

造では試作を実施済。さらに、内部ダクト付ラッパ管の組立技術について基礎試験

を実施し、実機での組立方法を検討中。2010年の試作に向け組立装置検討・装置試

作予算規模について検討を進めており、2010年試作完了を目指している。 

 

 

6 「もんじゅ」MA含有燃料照

射の許認可準備 

・「もんじゅ」での許認可準備完了 ・「もんじゅ」で照射するMA含有燃料の仕様検討、許認可用物性データ取得評価、

許認可の取得方法検討を進めている。2010年には、許認可準備を終えるスケジュー

ルで検討を進めている。 

 

 

１-８．配管２重化によるナトリ

ウム漏えい対策と技術開発 

 

・要素成立性に必要な検出系感度（100g/hの漏えいを24時間以内に検知）、

信号信頼性（誤信号防止=Naの選択的検知性、Na温度等の感度影響因子の

影響）を確認できていること。 

・検出系の感度要求およびプラント適用条件（雰囲気、耐久性、サイズ）

を満たす漏えい検出システムの基本仕様が示されること。 

 検出要素に関して、誤信号を防止するナトリウムの選択的検知性を有すること

（信号信頼性を有する）を確認すると共に、検出器単体の要求感度としてバックグ

ラウンドに相当するナトリウム成分を検出可能な感度を有することを確認した。 

 以上から、検出システムとしての感度（100g/hの漏えいを24時間以内に検知）を

満たすために必要な検出器単体としての要素成立性に見通しを得た。 

 また、検出器配置検討により検出システムの基本仕様が明らかになりつつある。

今後実施するエアロゾル濃度減衰評価の知見に基づき検出システムとしての感度

要求を満たすことを確認し成果目標を達成する予定である。 

 

 

１-９．直管２重伝熱管蒸気発生

器の開発 

 

・高圧条件での伝熱評価式および水側流動安定性の評価精度を向上させ、

実機が安定して運転可能なことを確認できること。 

・Na側の温度・流速分布については、水流動試験と解析評価により均一

となり、伝熱管の座屈が無い見通しを得られていること。 

・内部熱過渡に対する管束部構造健全性の見通しを得られていること。

 

 

 

課題として、MSGコードによる水側流動不安定の予測精度、流動・温度分布均一

化のためのSG上部プレナム部構造の設計最適化が挙げられるが、現在の作業工程に

より成果目標は達成可能の見通しである。 

・Na/水反応現象や伝熱管への影響が把握可能な機構論的解析評価システ

ム(「SERAPHIM」「伝熱管熱移行解析手法」等)を開発し、SG水リーク時

の2次破損(ウェステージ、高温ラプチャによる)の有無を評価できるこ

と。 

 

 

 

 

現在の作業工程により成果目標は達成可能の見通しである。 
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開発課題 ２０１０年成果目標（クライテリア） 達成見通し 

１-１０．保守補修性を考慮した

プラント設計と技術開発 

1 ﾅﾄﾘｳﾑ中検査･補修技術の開

発 

 

・新型検出計センサの開発が完了していること。 

 

 

 

固体電解質水素計及び光ファイバ温度計は不採用と判断し、Ni拡散膜水素計の改

良に関する要素技術開発を継続することとしたが、現在の作業工程により成果目標

は達成可能の見通しである。 

・15m長さの２重管において、寸法、面圧、ギャップ幅の均一性が確保で

きる製作仕様を確立し、長尺化への見通しが得られていること。 

・管-管板接合手法については、２重管と管板の溶接、拡管による接合の

技術仕様を確立し、溶接および拡管部の健全性と引張り強度が確保され

ること。 

・9Cr鋼CSEJについては、破損様式が明らかになり、現在の設計評価法の

適用性が確認された上で、実機の使用条件において健全性の見通しが得

られること。  (9Cr鋼CSEJおよびSUSベローズいずれかの採否判断を行

う。) 

 

METI委託事業で実施中の２重伝熱管、管-管板継手、及びCSEJの各試作試験によ

り、成立性の見通しが得られる。 

・ナトリウム中での可視化装置の解像度0.3mm、体積検査装置の最小検出

深さ5.0mmを要素試験条件下で達成できる見通しを得ること。 

・水中での自動制御により、±10mmの精度で位置検出ができ、所定の検

査位置をセンサ視野(200mm角)の中に収められるように移動できること。

また、ナトリウム中でも同等の位置検出性、制御性を確保できることを

確認する。 

試作した可視化装置の水中試験により0.2mmの解像度を確認しており、ナトリウム

中に換算すると0.3mmの解像度になる。体積検査装置についても深さ5.0mmのEDMス

リットが探傷できることを確認していることから目標を達成できる見通しである。

水中での自動制御については平成２０年度の水中試験で確認する予定である。 

2 ２重管蒸気発生器伝熱管検

査･補修装置の開発 

 

 

 

・ＵＴ検査速度の向上、ガイドウェーブ法センサの ２重伝熱管検査への

適用性を確認する。 

・RF-ECTセンサで伝熱管支持板部外管の20%深さの減肉、または強度上許

容できる深さの減肉を検出できることを確認する。 UTセンサ及びRTセン

サの性能試験によりスタブ溶接部の検査に適用できることを確認する。

 

回転方式及びマルチ方式のUTプローブ、2種類のガイドウェーブセンサを試作し、

単管試験により20%深さの減肉が検出できることを確認した。検出感度に余裕があ

ることから、２重伝熱管での目標を達成できる見通しである。２重伝熱管を用いた

試験は平成２０年度に実施する予定である。 

RF-ECTセンサについては、材質が異なる炭素鋼とステンレス鋼製の支持板を用いて

伝熱管外面の20%深さの減肉の検出性確認試験を実施し、ステンレス鋼を用いるこ

とにより支持板近傍の欠陥検出性が向上することを確認できたことから目標を達

成できる見通しである。 

 

3 構造物の欠陥検査技術の開

発 

 

・２重伝熱管に対する、マルチコイルRF-ECTと磁気センサの適用見通し

を示す。 

マルチコイル型RF-ECTと磁気方式センサを試作し、単管試験により、従来のボビン

コイルを用いたリモートフィールドECTでは検出困難な小さなサイズのき裂状欠陥

やピンホールの検出が可能なことを確認した。検出感度に余裕があることから、２

重伝熱管での目標を達成できる見通しである。２重伝熱管を用いた試験は平成２０

年度以降に実施する予定である。 
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開発課題 ２０１０年成果目標（クライテリア） 達成見通し 

１-１１．受動的炉停止と自然循

環による炉心冷却 

 

・実用炉及び実証炉の炉心条件、安全条件、炉心･原子炉構造取合条件等

に適合した SASS の仕様を設定する。 

・設計仕様の根拠となる温度感知合金データ、及び磁界解析により SASS

の保持力が要求条件を満足することを示す 

 

これまでの電力実証炉 SASS の開発で得られた成果により、概ね SASS を実用化でき

る見通しを得ている。今後は、実用炉へ対応するための温度感知合金の開発を行う

こと、及び実用炉 SASS の設計仕様を定めることが必要である。さらに設計仕様の

根拠となる温度感知合金データ、及び磁界解析により SASS の保持力が要求条件を

満足することを示すことで 2010 年の成果目標を達成する見通しである。 

 

自然循環評価手法を整備し、水流動試験および部分Ｎａ試験による検証

結果を提示すること。 

開発した手法により実機での自然循環除熱が確実に機能することを2010

年度に示すこと。 

1次元、3次元の熱流動解析手法、炉心高温点評価手法を計画に沿って開発・整備し

ている。1次系を模擬した水試験を開始し、高い自然循環流量が確保できることを

確認した。崩壊熱除去系に関する部分Na試験については、装置製作を進めている。

これらにより、解析手法の開発整備、試験データによる検証に向けて計画通り進捗

しており、実機評価による機能確認を含めて、目標を達成できる見通しである。 
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開発課題 ２０１０年成果目標（クライテリア） 達成見通し 

１２．炉心損傷時の再臨界回避

技術 

 

① 炉心損傷挙動評価 

・内部ダクト付き燃料集合体（改良型FAIDUS）の溶融燃料流出促進機能

を確認できる試験データを取得する。また、検証された解析コードによ

り実機設計の有効性を示すこと。 

・流出した溶融燃料が原子炉容器内で安定に保持されることを、基礎試

験によって検証された評価手法により提示すること。 

 

 

② 確率論的安全性評価（PSA）適用検討 

・地震時PSA、内的事象PSA（出力運転時、停止時）の予備的評価を終了

し、安全性に関する開発目標及び設計要求への適合性をJSFRについて評

価するとともに、設計への反映事項を整理すること。 

 

 

 

・炉心損傷事故時の炉心物質再配置と冷却に関する評価手法及び格納容

器内事象に関する評価手法を開発するとともに、JSFRを対象としたレベ

ル２PSAのイベントツリー構築（ヘディングの設定）のための技術的根

拠を整備すること。 

 

 

 

③ 放射性物質移行挙動評価 

・事故時放射性物質移行に係わる安全評価を行うために必要な解析手法

と試験を明確化し、そのベースを確立すること。 

 

④ 安全設計・評価方針の整備 

・JSFRの安全設計方針と安全評価方針の雛形を作成し、2010年度以降の

工程を策定すること。 

① 炉心損傷挙動評価 

・改良内部ダクト付き燃料集合体の有効性確認に関しては、EAGLE-2プログラムの

円滑な遂行及び試験解析等に基づく解析コードの妥当性検証・改良、並びに妥当

性検証された解析コードによる実機解析を進めることにより達成可能な見通しで

ある。 

・原子炉容器内の安定冷却特性の把握に関する2010年における成果目標に対して

は、今後取得される炉外試験データや既存試験研究の知見等に基づいて検証され

た評価手法により実機評価を行うことにより達成可能な見通しである。 

 

②確率論的安全評価（PSA）適用検討 

・最新の地震条件及び設計に基づき、免震装置を備えた実用化炉の地震時損傷確率

評価手法を計画通り整備していくことにより、地震時の条件付炉心損傷確率及び

格納容器機能喪失確率の推定が可能となる見通しである。また、最新の設計に基

づきAMも考慮した内的事象時の安全機能についての成功基準解析及び概略信頼度

解析を行うことにより出力運転時及び停止時の予備的評価が得られる見通しであ

る。これらを基に、JSFRについて安全性に関する開発目標及び設計要求への適合

性の判断が可能となり、設計への反映事項が整理される見通しである。 

・再配置・冷却過程及び格納容器内事象の評価手法の開発はナトリウム炉への適用

実績を有する既存コードの機能拡張を軸としており、当初目標は達成可能な見通

しである。イベントツリー構築に必要な技術的根拠の整備に関しても、炉心損傷

の全スペクトルに対する支配現象の摘出が着実に進んでおり、事象進展の方向と

確率を判断するデータベースも予定通り整備される見込みである。 

 

③放射性物質移行挙動評価 

・過熱した高速炉燃料からのPu及びFPの放出を調べる試験分析、CDA時の放射性物

質移行放出に関する検討に着手しており、成果目標を達成可能な見通しである。

 

④安全設計・評価方針の整備 

・設計進捗に応じて実用炉の安全設計・評価方針を改定しているところであり、2010

年にはその雛型を作成できる見通しである。また、高速炉国際展開戦略検討委員会

での議論を踏まえて2010年以降の工程を策定できる見込みである。 

 

１３．大型炉の炉心耐震技術 

 

水平応答（変位、衝突荷重）、上下応答（飛上り量）の解析評価手法を

開発・整備し、３次元群振動解析評価方針案を策定。 

（実証炉の炉心安全性を評価） 

 

これまで、３次元群振動挙動データを取得するために試験体の設計製作を進めると

ともに、解析評価手法の骨格となる基本構成の構築を進めてきた。計画通り進捗し

ており、成果目標は達成できる見通しである。 
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添付資料 4. 2. 1-1 解体・せん断技術の開発 
 

  
 
１．開発目的 

ピン損傷確率を抑えた安定した解体（切断）制御技術成立性、燃料集合体のハンドリング技術の

成立性について実証すること。また、短尺せん断による所定の燃料粉化率（50％）を得ること及び

燃料ピン束のハンドリング技術の成立性について実証することを目的とする。 
 

２．実施内容 

・ピン損傷確率を抑えた安定した解体（切断）制御技術の成立性、燃料集合体のハンドリング技術の

成立性の実証については機械式切断工具の耐久性能データの取得を行い、次年度から実施する解体

システム試験に用いる解体システム試験装置を製作する。 
ラッパ管の減容切断に適用するためのレーザーによる切断試験、光ファイバーのγ線照射時の寿命

データの取得及び評価を行う。 
・短尺せん断による所定の燃料粉化率（50％）を得ること及び燃料ピン束のハンドリング技術の成立

性の実証についてはパラメータ試験により短尺せん断に必要な操作条件等を取得すると共に、解体

システム試験装置からマガジンへ燃料ピン束を装荷する方法、マガジン構造の検討を行い、実用性

を評価する。 
更に、CPF におけるホット試験により、今後、模擬燃料を製作する上で必要となる照射済燃料ピン

の物性値を取得する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．スケジュール 

（１） 解体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） せん断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進捗状況

3.3. 実用施設用実用施設用
解体装置の概念検討解体装置の概念検討

②解体廃棄物減容技術②解体廃棄物減容技術

4.4. 工学規模工学規模
ホット試験向ホット試験向
要素技術開発要素技術開発

2.2. 解体システム開発解体システム開発

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 解体要素技術開発解体要素技術開発

①解体機切断要素技術①解体機切断要素技術

20082008年度年度項目項目

進捗状況

3.3. 実用施設用実用施設用
解体装置の概念検討解体装置の概念検討

②解体廃棄物減容技術②解体廃棄物減容技術

4.4. 工学規模工学規模
ホット試験向ホット試験向
要素技術開発要素技術開発

2.2. 解体システム開発解体システム開発

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 解体要素技術開発解体要素技術開発

①解体機切断要素技術①解体機切断要素技術

20082008年度年度項目項目

工具材料の
選定試験

選定材料での
耐久性試験

切断条件の
最適化検討・試験

システム試験
装置基本設計

システム試験装置
製作・据付

システム試験
（解体操作等）

概念設計

レーザーヘッドの改良検討
（切断性能、耐放性基礎試験）

切断試験装置の
検討

切断試験装置
の製作

評価試験

検討及び要素試験

：実施済 ：実施中 ：実施予定：実施済 ：実施中 ：実施予定

4.4. 実用炉用せん断装置実用炉用せん断装置

の概念検討の概念検討

進捗状況

2.2.短尺せん断技術開発短尺せん断技術開発

5. 5. 工学規模工学規模
ホット試験向ホット試験向
要素技術開発要素技術開発

3.3. 照射済燃料せん断照射済燃料せん断

基礎データの取得基礎データの取得

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 燃料ピン装荷方法燃料ピン装荷方法
検討検討

20082008年度年度項目項目

4.4. 実用炉用せん断装置実用炉用せん断装置

の概念検討の概念検討

進捗状況

2.2.短尺せん断技術開発短尺せん断技術開発

5. 5. 工学規模工学規模
ホット試験向ホット試験向
要素技術開発要素技術開発

3.3. 照射済燃料せん断照射済燃料せん断

基礎データの取得基礎データの取得

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 燃料ピン装荷方法燃料ピン装荷方法
検討検討

20082008年度年度項目項目

燃料ピン装荷
方法検討・試験

ワイヤ除去
方法検討・試験

照射済燃料の物性測定

概念設計

せん断試験装置
の整備

せん断
パラメータ試験 改良マガジン

設計・製作
短尺せん断

システム試験

ワイヤ除去
実用性評価

模擬燃料ピン
製作

燃料ピン装荷
方法改良

せん断試験装置耐久性評価

プレナム部等の
処理方法検討

：実施済 ：実施中 ：実施予定：実施済 ：実施中 ：実施予定
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４．これまでの成果 

（１）研究方法 

  (a) 解体要素技術開発 
   (i) 機械式切断工具耐久性能の確認 

2006 年度に選定した CBN 砥石を用いて実用炉燃料集合体のラッ

パ管材質である FMS 鋼の板材を用いたスリットカット試験及び燃

料ピン束端栓部のクロップカット試験を実施し、工具の寿命を評価

した。また、実用炉燃料ピンの ODS 鋼の棒材についてもクロップ

カット試験を実施し、工具の寿命を評価した。試験用の切断装置を

図-1 に示す。 
 

   (ii) 光ファイバーのγ線照射時の寿命評価 
ラッパ管の減容切断へのレーザー切断技術の適

用性を評価するため、光ファイバーに定期的にレー

ザーを導光することによりγ線照射による透過率

の低下を抑制する効果（フォトブリーチング）につ

いて、1000 時間程度までのγ線照射試験を行い確

認した。試験装置の構成を図-2 に示す。 
IPG 社製ファイバーレーザーに通常用いられて

いるオプトスキャン社製の標準伝送用石英ファイ

バー直径 0.2mm 3 本と比較計測用三菱電線製石英ファイバー直径 0.2mm 1 本を入手し、オプ

トスキャン社製ファイバー中を準定期的にファイバーレーザーを通過させながら 1 本目は

0.1kGy/h（実用炉使用済燃料集合体の表面から 1m の吸収線量相当）で約 1000 時間（公募の目標

時間）、2 本目と 3 本目は、1kGy/h で約 200 時間それぞれγ線

照射した。三菱電線製ファイバーは、高出力レーザー光を通過

させずに 1－10 kGy/h で 2000 時間以上γ線照射した。尚、三

菱電線製ファイバーと IPG 社製ファイバーの高線量率のもの 2
本は同じマントルヒーター中に設置した。 

 
   (iii) ファイバーレーザ用集光ヘッドの設計・製作 

レンズ方式及びミラー方式について、耐放射線性、出力ロス、

発熱、保守、調整の難易度等の観点から、レーザー切断技術適

用性を評価していく上で必要となる集光ヘッドの方式の比較、

評価を行い、その結果に基づき設計・製作した。ヘッドの外観

を図-3 に示す。 
評価に際しては、文献情報、特許情報他の技術調査を行い、

それらの結果を踏まえて方式を選定した。なお、検討に当たっ

ては、使用済燃料集合体表面の線量率を以下の通り想定した。 
 ・照射線量率；1×104～1×106 R/h 
 ・吸収線量;87～8700 Gy/h(空気中 1R=8.7mGy で換算) 
  （87 Gy/h は実用炉使用済燃料集合体の表面から 1m の吸収線量） 

 
  (b) 解体システム開発 
   (i) 解体システム試験装置の製作 

本試験装置は実用規模解体システムの概念構築に資する工学規模

の性能データを取得するための解体システム試験装置である。装置

の詳細設計に当たっては、2006 年度に実施した基本設計に基づき、

実用装置では遠隔自動操業で解体が行われることを想定し、スリッ

トカットの試験時には、ラッパ管の照射変形や切断工具の磨耗を考

慮して切断深さを制御することができるようにするとともに、シス

テム試験で重要となる切断性能の把握やラッパ管引抜き荷重の測定が可能なように設計した。さら

に、詳細検討により基本設計時の構造を一部見直して、試験装置の製作を行ない、模擬燃料集合体

を用いて基本動作を確認した。装置外観を図-4 に示す。 
 
   (ii) 燃料集合体の解体・せん断方法の検討 

現状の解体・せん断手順は、解体試験機（機械

式切断方式）で燃料ピン束のみに解体し、せん断

試験機で燃料ピン（燃料部、プレナム部を含む）

をせん断して溶解試験機へ払い出すこととなって

いる。しかし、溶解試験機への払い出し条件とし

て、プレナム部を含むせん断試験片の全てを溶解

試験機に投入した場合、溶解試験機における硝酸

ホールドアップ量が増加し、施設能力として受入

が難しくなる。このため、せん断プレナム片を溶

解試験機に払い出さないせん断試験機（シュート

含む）の構造、せん断方法、手順を検討する必要

がある。 
また、もんじゅ燃料集合体の解体では、炉心燃料のクロップカット時における切断工具への負荷

軽減等の観点から、クロップカットを省略した解体方法・手順の検討が必要である。クロップカッ

トを実施しない場合、せん断プレナム片と同様にノックバー部（炉心燃料）、支持グリッド部（ブ

ランケット燃料）を分離回収する必要がある。 
このため、本業務では以下の検討を実施した。 
 ・クロップカットを実施しない解体方法及び手順 
 ・プレナム部、ノックバー部、支持グリッド部の分離・回収方法 

図-1 切断装置

原子力機構
高崎研

第２照射室
（最大線量率：10kGy/h)

Co線源

光ファイバー

マントルヒータ

ファイバーレーザー発振器
パワーメータ

（透過後出力測定）

光ファイバー

（最大出力：５ｋＷ）

図-2 試験装置構成

図-3  ヘッド・ミラー外観

図-4 解体システム試験装置

図-5 燃料集合体の構造概要
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 ・せん断試験片の試料採取をも含めたせん断・サンプリング方法及び手順 
 ・上記検討結果を反映したせん断試験機（シュートを含む）の改造設計 
燃料集合体の概要を図-5 に示す。 

 
  (c) 燃料ピン装荷方法検討 
   (i) 燃料ピン装荷方法の要素試験の実施 

2006 年度には短尺せん断に適した燃料マガジン構造

及びプッシャ構造を検討し、それらを用いた要素試験の

概要を検討した。これらを受け、2007 年度は、解体され

た燃料ピン束の燃料マガジンへの受け渡し時及びせん断

機の燃料マガジン内でのプッシャによる押し出し時の挙

動の把握を目的として、要素試験装置を設計製作し、模擬

燃料ピン束を用いて「燃料ピン装荷要素試験」及び「マガ

ジン要素試験」を実施した。装置外観を図-6 に示す。 
 
   (ii) ワイヤ除去方法の検討 

燃料ピンをせん断する前に燃料ピンに螺旋状に巻かれ

ているワイヤーを効率的に除去する方法について、2006
年度に検討した概念のうち、特に不確定要素が大きい端栓

部の切断及び燃料ピンからのワイヤー分離機構の信頼性

や処理速度を評価するため、基礎試験装置と試験体を製作

し、試験を実施した。装置外観を図-7 に示す。 
 
  (d) 短尺せん断技術開発 
   (i) 短尺せん断パラメータ試験の実施 

マガジン幅やせん断時の操作条件をパラメータとして、

せん断片の長さの分布や模擬燃料の粉化データを取得する

とともに、一連のせん断操作時の模擬燃料ピン束の挙動を

観察することを目的とし、2006 年度に製作したパラメータ

試験用簡易マガジンと既存のせん断試験装置を用い、模擬

燃料ピンを用いた短尺せん断試験を実施した。装置外観を

図-8 に示す。 
 
  (e) 照射済燃料せん断基礎データの取得 
   (i) 照射済燃料ピンの物性測定の実施 

せん断技術開発に際しては、次工程の溶解工程において重要となるせん断片の状況（破砕粒径、

開口率等）を可能な限り照射済燃料に合わせることが要求される。しかしながら、模擬燃料ペレッ

トの仕様等を検討するに必要な照射済燃料の機械的物性に関す

るデータは、これまでに取得されていない。そこで、模擬燃料

ペレットの仕様検討に資するため、被覆管を含めた照射済燃料

ペレットの脆さに関する機械的物性データを取得した。機械的

物性測定装置外観を図-9 に示す。 
 
（２）主要成果 

  (a) 解体要素技術開発 
   (i) 機械式切断工具耐久性能の確認 

・ラッパ管の周方向スリットカットでは 1 枚の CBN 砥石で肉厚

5mm の PNC-FMS 鋼製ラッパ管 3 体の切断（切断長さ 3.7m）

が可能であり、汎用ステンレス鋼を用いた場合の寿命と比べ

て約 30％低減することが分かった。 
・軸方向スリットカットでは、ラッパ管直下の燃料ピンを損傷することなく必要な切断長さ（2.3m）

を連続して切断することは難しく、周方向スリットカットとの切断性能の相違の解明も含め、今

後も開発を継続する。 
・燃料ピン端栓部のクロップカットについては、汎用ステンレス鋼や ODS 鋼の 61 ピン試験体の切

断は CBN 砥石により可能であり、砥石の寿命は ODS 鋼の方が SUS 汎用ステンレス鋼より長く

なる可能性があることが分かった。ただし ODS
鋼の 217 ピン試験体のクロップカットは困難で

あったことから、今後も原因究明を進めると共に、

燃料ピン数が多い場合でも容易に解体できる燃

料集合体構造についても提案したい。ODS 鋼ク

ロップカット試験実施状況を図-10 に示す。 
 
   (ii) 光ファイバーのγ線照射時の寿命評価 

オプトスキャン社製光ファイバーに昼間のみ 1
時間間隔でレーザーを出力させたが、右図に示す

ようにレーザーを出力しなかった夜間や週末の

後の測定も含め、γ線照射による透過率の顕著な

低下は生じなかった。また、同じ外径の三菱電線

製光ファイバーをレーザー出力せずに 2000 時間

以上にわたって 10 倍の線量率でγ線照射した場

合でも透過率の顕著な低下は生じなかった。これ

らの結果から、光ファイバー自体は実用条件で 2
万時間以上まで利用できる可能性があると考え

られる。透過率の時間変化を図-11 に示す。 

図-6 燃料ピン装荷試験装置

試験用転倒装置
試験用搬送台車

燃料マガジン

チェーン
マガジン

切断刃

ワイヤー位置検出部

上部端栓掴み部

スクレープ機構

燃料ピン回転モータ

図-7 ワイヤ除去試験装置

図-8 せん断パラメータ試験装置

パラメータ試験用
簡易マガジン

せん断試験装置本体

図-9 機械的物性測定装置

図-10 ODS鋼クロップカット試験

（切断試験状況） （切断面）
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   (iii) ファイバーレーザ用集光ヘッドの設計・製作 
・レンズ集光方式とミラー集光方式の比較 

技術調査結果を基に、光学素子の出力ロス、発熱、耐放性、メンテナンス製等の観点からレ

ンズ方式とミラー方式の比較を行い、冷却水必要量がレンズ方式よりも多い以外はすべての項

目においてレンズ方式と同等若しくは優れているミラー集光方式を選定した。 
・ミラー材料の検討 

各種材料を検討した結果、基板材料として Cu を、反射面のコーティングとして Au を選定し

た。 
・ミラー方式集光ヘッドの設計・製作 

平成 15 年度の YAG レーザー切断試験結果にてクロップカット実績のあるヘッド仕様を基に

集光ヘッドを設計・製作した。ケーシング設計結果を図-12 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (b) 解体システム開発 
   (i) 解体システム試験装置の製作 

燃料集合体の解体システム試験に用いる試験装置を製作した。製作した試験装置は、以下の機能

を有することを確認した。試験装置の鳥瞰図を図-13 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・燃料集合体の横倒し 
 ・ラッパ管の周方向切断（スリットカット） 
 ・ラッパ管の軸方向切断（スリットカット） 
 ・燃料ピン束からのラッパ管の引き抜き 
 ・ラッパ管の引き抜き時の燃料ピン束の拘束 
 ・燃料ピン束端栓部の切断（クロップカット） 
 ・ラッパ管の減容切断 
具体的には、上記スリットカット時に遠隔自動操業を模擬し、ラッパ管の照射変形や切断工具の

磨耗を考慮して切断深さを制御するとともに、システム試験で予想される一連の解体手順が実現可

能な機構を有し、切断性能や燃料ピンからのラッパ管引き抜き荷重の測定が可能であることを動作

試験により確認した。特に、肉厚 3mm の汎用ステンレス鋼製のラッパ管の軸方向スリットカット

は CBN 砥石で問題なく実施できることを確認した。また、軸方向スリットカットの燃料ピンの損

傷、クロップカット時の発熱、切

削粉の飛散、操作速度の向上、操

作全体の信頼性向上等の課題も

摘出されたが、これらについては

解体システム試験までに改善方

法を検討する必要があると考え

られる。解体テーブルへの送り出

しと軸方向スリットカットの状

況を図-14 に示す。 
 

   (ii) 燃料集合体の解体・せん断方法の検討 
・クロップカットを実施しない解体方法及び手順 

周方向スリットカットを 2 回、軸方向スリットカットを 1 回実施することで、クロップカッ

トを省略した解体方法・手順を検討した。本検討では、現状の技術で も実現性が高いと考え

られる方法として、燃料集合体のノックバー部（炉心燃料）、若しくは、支持グリッド部（ブラ

ンケット燃料）を露出させない方法を選定した。クロップカットを実施しない解体方法とせん

断試験装置改造計画を図-15 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-12 ケーシングの設計結果
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図-13 解体システム試験装置 鳥瞰図

模擬燃料集合体解体
テーブル

図-14 解体テーブルへの送り出し（左）と軸方向スリットカット（右）

図-15 クロップカット無しの解体方法とせん断試験機の改造計画

ノックバーの手前で
周方向スリットカット
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・プレナム部、ノックバー部、支持グリッド部の分離・回収方法 

先行再処理工場で採用されたデフレクタ方式、東海再処理工場で採用された廃棄物取出し方

式バスケット取出し方式、シュート分配方式について検討した結果、廃棄物を直接洗浄槽へ投

入可能で、且つ、比較的構造が容易なシュート分配方式を選定した。 
・せん断試験片の試料採取をも含めたせん断・サンプリング方法及び手順 

せん断試験機は、廃棄物（ノックバー部、支持グリッド部、プレナム部）もせん断するため、

10～65mm の幅でせん断可能なこととし、階段刃が大きくなるものの構造が簡単でなおかつ、

プッシャの送り出しの調整はせん断長の調整で実績のある階段刃（幅 70mm）構造を採用した。 
せん断試験片のサンプリングについては比較的小型装置でサンプリング可能で、配置上も比

較的容易なシュート途中で採取する方式を選定した。 
 
  (c) 燃料ピン装荷方法検討 
   (i) 燃料ピン装荷方法の要素試験の実施 

解体後の燃料ピン束をトレイに受け、搬送台車で移送後に、燃料マガジンに確実に装荷する一連

のハンドリングが可能なことを確認した。 
更に、以下のとおり今後の解体機及びせん断機の設計、燃料マガジン改良に有効な知見を得た。 
・解体機からせん断機への燃料ピンの搬送には、トレイ端部にピンをある程度拘束でき、ピン

の先端を揃えられる形状が有効。 
・燃料マガジン幅は、169 本程度の燃料

ピンを受入れせん断処理するために

は、プッシャの機構や寸法からも 120
㎜程度は必要。 

・ギャグ後方の燃料押えの高さは、低く

すればギャグの上方にピンが逃げる

のを抑えられ良好な圧縮状況である

が、圧縮厚さが増加して階段状のせん

断刃でのせん断力増加につながるの

でギャグ高さ 205mm の場合 130mm
程度は必要と考えられる。 

・ワイヤーが切断された燃料ピンのせん断機への受入れは、解けたワイヤーが燃料マガジンの蓋

を閉める際に挟み込まれるおそれが大きく、基本的には受け入れるべきではないと考える。燃

料ピン装荷方式の要素試験の手順と状況を図-16 に示す。 
 

   (ii) ワイヤ除去方法の検討 
ワイヤー位置を検出し端栓部のみを切断し、ワイヤーを分離できることが確認された。これらの

動作の信頼性は高く、十分な処理速度（1 分/本）でワイヤーを除去できると評価した。ただし、

端栓せん断時の装置に対する負荷が大きく

改良の余地が残っていることも明らかとな

った。ワイヤー除去方式の基礎試験の状況

を図-17 に示す。 
 

  (d) 短尺せん断技術開発 
   (i) 短尺せん断パラメータ試験の実施 

マガジン幅やせん断時の操作条件をパラメータとして、もんじゅ炉心及び実用炉炉心相当寸法の

模擬燃料ピン束を用いた工学規模のパラメータ試験を実施し、せん断片の長さと開口率の分布やせ

ん断操作により被覆管から放出された燃料の粉体データを測定した。パラメータ試験結果を図-18
に示す。また、一連のせん断操作に伴う燃料ピン束の挙動を観察した。得られた測定結果や観察結

果を評価したところ、燃料ピンの両端を閉塞させることなく 1cm 程度の間隔で短尺せん断するこ

とは可能で、せん断片長さの分布もマガジン内の燃料ピン充填率を高めることで低減できることが

分かった。また、短尺せん断により燃料ペレットの 5 割程度が粉砕化されて被覆管外に放出され

ることが分かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (e) 照射済燃料せん断基礎データの取得 
   (i) 照射済燃料ピンの物性測定の実施 
    ① 模擬燃料ピンの機械的物性 

・模擬燃料及び模擬燃料ピンが破砕する際に、荷重のピーク（＝破砕に要する荷重）が観測され

た。 
・破砕に要する荷重は、ビッカース硬度及びアルミナ純度と相関性があり、アルミナ純度が高い

程、ビッカース硬度及び破砕に要する荷重は増加する。 
    ② 照射済燃料ピンの機械的物性(図-19 参照)  

・模擬燃料ピンと異なり、明らかな破砕を示す荷重ピークは観察されなかった。 
・操作開始時は、被覆管のみを圧縮した場合と同様の挙動を示した。 
以上の結果は、アルミナペレットの挙動（圧縮による変形に対し、ある荷重で耐えられずに破壊

する）とは異なり、照射済燃料ピンは照射によるクラックのため、荷重による被覆管の変形に応じ

て除々に燃料ペレットが破砕すると考えられる。そのため、変位が始まる荷重を破砕に要する荷重

とした。 

図-16 燃料ピン装荷方式の要素試験の手順と状況

 

図-17 ワイヤー除去基礎試験の状況

図-18 せん断パラメータ試験結果
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・燃焼度と圧縮特性（変位－荷重直線の傾き）には相関性があり、高燃焼度の燃料に於いては、

内部が脆くなっていることが類推される。 
・破砕に要する荷重は、約 1.7～2.9 kN 程度であった。（燃焼度：約 50,350～68,500 MWd/t） 

    ③ 模擬燃料ペレットの仕様検討 
・アルミナ純度 55 wt%の模擬燃料においても、破砕に要する荷重は 10 kN 程度であることから、

アルミナ製ペレットの燃料ピンにて、より破砕に要する荷重の小さい模擬燃料ピンを製作する

ためには、より低純度のアルミナを用いる必要がある。しかし、アルミナ純度を低下させても、

アルミナ以外の成分が破砕に要する荷重に影響を及ぼすおそれがあることから、他成分の適用

性や気孔率（かさ密度）の調整についても考慮する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）試験等の結果のまとめ 

  (a) 解体要素技術開発 
   (i) 機械式切断工具耐久性能の確認 

2006 年度に選定した工具（ＣＢＮ砥石）を用いて実用炉燃料集合体のラッパ管材質である FMS
鋼の板材を用いたスリットカット試験、及び燃料ピン端栓部のクロップカット試験、さらに実用炉

燃料ピンの ODS 鋼のクロップカット試験を実施し工具の寿命及び切断時間を評価し、燃料ピンの

損傷を極力抑えた解体方法への適用性の見通しを得た。 
   (ii) 光ファイバーのγ線照射時の寿命評価 

光ファイバーに定期的にレーザーを導光するまたは光ファイバーを温度制御加熱することによ

りγ線照射による透過率の低下を抑制する効果について、1000 時間程度までのγ線照射試験を行

い透過率の低下が少ないことを確認し実用条件における光ファイバー適用性の見通しを得た。 
   (iii) ファイバーレーザ用集光ヘッドの設計・製作 

燃料集合体解体へのレーザー切断の適用性を評価することを目的とし、今後の切断試験に必要と

なるファイバーレーザ用集光ヘッドの設計・製作を実施した。 
 
  (b) 解体システム開発 
   (i) 解体システム試験装置の製作 

2006 年度の解体機基本設計の結果を反映して解体システム試験装置を製作し基本的な作動確認

を行い問題のないことを確認した。 
   (ii) 燃料集合体の解体・せん断方法の検討 

現状の解体手順の代替案としてクロップカットを実施しない場合の解体・せん断手順について検

討した。 
 

  (c) 燃料ピン装荷方法検討 
   (i) 燃料ピン装荷方法の要素試験の実施 

解体後の燃料ピン束のマガジンへの装荷方法の検討として、マガジンへの装荷機構と装荷後の燃

料ピン束の広がりを抑制するマガジン構造について、2006 年度に検討された概念の実用性を評価

するための試験を実施し、マガジンの改良設計に反映するためのデータが得られた。 
   (ii) ワイヤ除去方法の検討 

燃料ピンに巻かれているラッピングワイヤの除去技術について、2006 年度に検討された概念の

中で不確定要素の高い端栓部と燃料ピン束について、信頼性や処理速度を評価するための基礎試験

を実施し、その成立見通しが得られた。 
 

  (d) 短尺せん断技術開発 
   (i) 短尺せん断パラメータ試験の実施 

2006 年度に製作したパラメータ試験用の簡易マガジンと既存のせん断試験装置を用いて模擬燃

料ピンの短尺せん断試験を実施し、燃料ピンを 1cm 程度の間隔で切断する方法と操作条件が取得

できた。 
 
  (e) 照射済燃料せん断基礎データの取得 
   (i) 照射済燃料ピンの物性測定の実施 

照射済燃料ピンの脆さ、被覆管の硬度等を測定するため、セル内で使用が可能な測定治具を設

計・製作し、常陽照射済燃料ピン等を用いた測定を実施した。これにより、模擬燃料せん断片の製

作に必要な物性データの一部が取得できた。 
 
５．成果目標の達成見通しについて 

今後、次年度以降の解体システム試験、せん断システム試験により、システムの成立性を実証し

て行くと共に、解体システム試験装置の機械式解体切断刃の制御・遠隔保守性の検討、ラッパ管の

減容切断技術開発についてはレーザー光学系の遠隔保守性の検討などを実施していくことで成果

目標は達成可能の見通しである。 
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添付資料 4. 2. 1-2 高効率溶解技術の開発 

 (1) 溶解技術の開発  
 
１．開発目的 

粉化率の高い燃料を用い、従来に比べ高金属濃度の溶解液を効果的に調製するための溶解技術

を開発する。このため、高濃度溶解液が得られる安定したプロセス条件（温度、硝酸濃度）を把

握するとともに、燃料せん断片、溶解液、ハル等の安定した受け入れ・搬出技術の確立、実用規

模処理容量に対応した連続溶解槽の内部構造を確立する。 
 
２．実施内容 

高濃度溶解のプロセス条件（温度、硝酸濃度）を把握するために、粉砕後の粉末燃料、短尺せ

ん断片（10mm 程度）による実燃料溶解試験等を計画している。また、連続溶解槽の大容量化

（40kgHM/h）に対応した内部構造の確立のために、主要構成材料の耐食性、装置の製作性ある

いは燃料溶解性を把握するための試験等を計画している。2007 年度は使用済み燃料粉砕後の粉

末燃料による溶解試験及び溶解槽の揺動を模擬した試験装置を製作して擦過腐食試験等を実施

した。また、2008 年度は短尺せん断片による実燃料溶解試験及び溶解装置の軸受け部の耐久性

試験等を実施中である。 
 
３．スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４．これまでの成果 

（１）研究方法 

  (a) 溶解プロセスの検討 
   (i) 酸化ウランによる溶解試験 

高速増殖炉サイクル実用化研究開発

（FaCT）では、高濃度溶解プロセスの確立

のために各種パラメータによる安定溶解条

件の評価が必要である。実用サイクル施設に

適用される回転ドラム型連続溶解槽では、短

尺せん断技術で発生する粉化率（1mm 未満

の粉末の割合）の高い燃料（高粉化燃料）に

よる硝酸との急激な反応が懸念される。そこ

で、本試験では安全側に評価するために、原

料粉末にポアフォーマ（シュウ酸アンモニウ

ム）を添加することで硝酸との急激な反応が模擬できるように低焼結密度のウランペレット（粉

化率を 70%相当とし、破砕機により粉砕し、粒径を 1mm 以下とする）を調製し、固液比（約 10）
など実際の溶解槽の溶解条件に近い条件に設定した上でウランを用いた溶解模擬試験を行い、高

粉化燃料の急激な反応が予想される投入初期における溶解挙動を評価する。溶解試験装置の構成

を図-1 に示す。 
 

   (ii) 使用済み燃料の粉末溶解試験 
高濃度溶解プロセスの確立に向けた溶

解基礎試験を行う。これまでの高レベル

放射性物質研究施設（CPF）におけるホ

ット試験では、短尺せん断等により発生

する粒度 1mm 以上の比較的粗い燃料粉

では、燃料の溶解速度に及ぼす粒度の影

響が評価されていない。そこで、せん断

及び粉砕により発生した照射済燃料粉を

用い、ホット溶解基礎データを取得する。

溶解試験装置の構成を図-2 に示す。 
 
 

図-1 酸化ウラン粉末溶解試験装置の構成
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図-2 使用済燃料粉末溶解試験装置の構成
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20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 溶解プロセスの検討溶解プロセスの検討

20082008年度年度項目項目

②小型工学規模ウラン②小型工学規模ウラン

進捗状況

2.2.溶解槽構造の検討溶解槽構造の検討

3.3. モックアップ試験モックアップ試験
①工学規模コールド①工学規模コールド

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 溶解プロセスの検討溶解プロセスの検討

20082008年度年度項目項目

小規模ウラン試験
（各種溶解パラメータの溶解挙動影響評価）

構造・製作性検討

スケールアップ性検討

評価試験

小規模ホット試験
（粒径分布、せん断長、撹拌速度の影響とスラッジへのPu移行率評価）

腐食試験

試験設備製作・据付

評価試験

試験設備 設計・製作・据付

：実施済 ：実施中 ：実施予定：実施済 ：実施中 ：実施予定
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  (b) 溶解槽構造の検討 
   (i) 連続溶解槽の製作性検討 

実用規模を目指した高濃度溶解に対応できる回転ドラム型連続溶解槽の工学規模ホット試験

向け本体構造について、①耐食材料の絞込み、②絞込み材料に対する製作上の課題出しと解決方

策の提示、③既存構造設計のレビューを実施する。 
 

   (ii) スケールアップの検討 
ドラム型連続溶解槽については過去の日米共同研究でのウラン試験でパイロット規模の基本

特性が把握され、10kgU/h の処理速度が得られることを確認している。将来的には実用規模とし

て 4 倍程度（40kgU/h、200 トン／年相当）のスケールを目指しており、また、近未来的にはパ

イロット規模からスケールダウンさせた小型工学規模でのウラン試験を行い、パイロット規模か

ら導かれた溶解性能がスケールを変えた場合でも期待どおり発揮されるかどうかを予測できる

設計手法の構築を目指している。ここでは処理速度を 4 倍程度にスケールアップする場合と 0.4
倍程度（処理速度 4kgU/h）にスケールダウンする場合のスケールファクタを推定し、スケール

を変える場合に予想される課題及び解決策を提示する。連続溶解槽をスケールアップさせるため

には、①同一サイズの並列化、②装置の大型化、③一基あたりの機能向上化、及び、これら①か

ら③の組み合わせが考えられる。①については要素技術的なハードルがないことから対象外とし、

ここでは、②及び③のスケールファクタについて検討する。 
 
   (iii) 擦過腐食試験 

ホット工学試験施設に適用される回転ドラム型連続溶解槽では、揺動時のハル、燃料セグメン

ト及び不溶解残渣等による装置材料の擦過腐食が懸念される。そこで、ドラムの揺動条件、試験

片への加重条件等のコールド模擬条件下における動的腐

食試験により、擦過腐食データを取得する。模擬燃料と

してアルミナ、模擬ハルとして SUS316、試験溶液とし

て水を使用した室温での試験を実施した。擦過試験装置

の外観を図-3 に示す。また、照射済燃料中の Pu の模擬

として V、FP において静的腐食への寄与が大きい Ru を

含む模擬溶解液を使用した 95℃での擦過腐食試験を実

施した。 
 

  (c) 小型工学規模ウラン溶解試験 
   (i) 工学規模ウラン溶解試験設備の概念設計 

回転ドラム型連続溶解槽については日米共同研究でのウラン試験でパイロット規模の基本特

性が把握され、10kgU/h の処理速度が得られることを確認している。将来的には FaCT における

実用燃料サイクル規模として 4 倍程度（40kgU/h、200 トン／年相当）のスケールを目指してお

り、パイロット規模からスケールダウンさせた小型工学規模でのウラン試験を行い、詳細な溶解

性能を把握することを計画している。ここでは回転ドラム型連続溶解槽を対象とした小型工学規

模のウラン溶解試験設備を応用試験棟工学試験室に設置することを前提に、溶解試験設備の概念

設計を実施する。 
 
（２）主要成果 

  (a) 溶解プロセスの検討 
   (i) 酸化ウランによる溶解試験 

100g-U を 95℃、8M 硝酸 100mL に溶解した際の発泡状況の経時変化を図-4 に示す。実機に

おける固液比および高粉化燃料を想定したウラン溶解試験では、ウラン投入直後から 1～3 分間

は発泡を伴う急激な反応が進行する。溶解反応の大半は、溶解開始 6～7 分程度で終了する。溶

解開始後 10 分以降はウラン濃度及び硝酸濃度の変化は比較的緩やかである。ウラン溶解量が少

ない方が液中の亜硝酸濃度は高くなる傾向にある。ウラン投入量および初期硝酸濃度が同じ場合、

初期硝酸温度が低い方が亜硝酸濃度は高い。また、初期硝酸温度が低い場合でも、溶液中の亜硝

酸の影響により、溶解速度は大幅に低下せず、溶解速度の増加割合も緩やかであることを確認で

きた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 擦過試験装置
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図-4 ウラン溶解試験持の発泡状況
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   (ii) 使用済み燃料の粉末溶解試験 
『常陽』Mk-II 照射済炉心燃料ピン（Pu 富化度：約 30%）を粉砕して得た 1-2mm の燃料粉末

（Run1）及び 850μm 未満の燃料粉末（Run2）、それぞれ 36g を 5M 硝酸 200mL に溶解した

結果を図-5 に示す。1-2mm の溶解に関しては、850μm 未満と比較すると初期から中期（0～
150min 程度）までは進展が遅いが、終期（200min 以降）では同様に終了している。燃料粒度

の異なる試験において、溶解時間としては大差がないと判明した。また、ウラン及びプルトニウ

ムの溶解率がほぼ一定であることから、同時に溶解していることを確認できた。また、改良型

fragmentation モデルによる評価より、硝酸への浸透のしやすさを示す f 値に関しては、Run1：
f=0.26、Run2：f=0.35 と得られた。これは、

せん断片１個の値（f≒0.1）よりも溶解しやす

いことを示しており、短尺せん断技術により、

1-2mm の燃料粉末が発生した場合でも、高効

率に溶解できるであろうことが予測できた。 
 
  (b) 溶解槽構造の検討 
   (i) 連続溶解槽の製作性検討 

① 回転ドラム型連続溶解槽本体の有力材料

と考えられる Zr、Ti-5Ta、SUS 材について、

耐食性、安全性、調達性及び製作性などの観点

から比較検討を行い、いずれの材料も一長一短

があるが、耐食性の観点から Ti-5Ta 材を第 1
候補、経済性の観点から SUS 材を代替候補とした。 

 
② 回転ドラムの材料として Ti-5Ta を採用する場合の製作上の課題と解決策を検討した。その

結果、金属インゴットからの削り出しを前提とする大口径（約φ450）の鍛造実績がなく、中心

部の結晶構造に不安が残るが、回転ドラムは中空構造としており、製作段階で鍛造品の中刳り加

工（穴径約 190mm）を行うことから結晶組織の緻密性は確保されるものと予想される。また、

長尺（約 3.3m）の細穴（オーバーフローポート）加工、狭隘部でのテーパ穴加工及びオーガ間

ドラム薄肉加工は、実績を有する SUS に比べて剛性、切削性に劣ることから加工上の工夫（R&D）

が必要となる。 
 

③ 溶解槽本体の既存設計構造について、信頼性、安全性、製作性の面から机上検討による設

計レビューを行い、回転ドラムの軸受構造、上下シュラウド間の接合部シール構造、回転ドラム

のシール構造及び回転ドラム軸受の遠隔保守構造に対して課題を摘出した。このうち、回転ドラ

ムの軸受構造については、当初、耐放射線性を考慮して無給油タイプのハイブリッド玉軸受を試

行したが、過去に実施したウラン試験で異物のかみ込みによる回転不良を生じたことから、剛性

の高いセラミック軸受を第 1 候補として機種選定し直す。上下シュラウド間の接合部シール構造

については、既存設計では金属シールとしているが、遠隔交換が困難なことから遠隔交換が不要

なコンダクタンスシール（接合面の隙間管理方式）を候補として見直しする。回転ドラムのシー

ル構造については、既存設計ではシール構造が明示されておらず、今回、耐放射線性を考慮して

グラファイト等の無機材からなるメカニカルシールを候補とする。回転ドラム軸受の遠隔保守構

造については、軸受を交換する際に必要な回転ドラム軸のリフティングボルトが既存設計では下

向きとなっており遠隔操作が困難なことから、側面からアクセス可能なように構造を変更する。 
 

   (ii) スケールアップの検討 
① 装置サイズの大型化については、全濃度臨界安全寸法管理の制約上、回転ドラム径をさほ

ど大きくできないことから、軸方向に長くさせる必要があるが、4 倍にスケールアップさせる場

合は、装置全長が 15ｍ程度となり、配置面やドラムの両端２点支持による軸強度確保の面から現

実的でない。 
 

② 装置の小型化については、ダウンサイジングさせる場合は臨界安全面では問題とならない

が、小型化による製作性の課題が生じる。材料の機械的性状（強度、剛性、靭性、等）にも依存

するが、連通孔等の加工性はパイロット規模のものでも狭隘部のため物理的に厳しく、より小型

化すればさらに困難さが増すことが懸念される。 
 

③ 運転条件の 適化によりパイロット規模の装置サイズを上げることなく処理速度を向上さ

せ得る可能性がある。具体的にはせん断片の短尺化と燃料投入量を増加させる方法である。ただ

し、これらの方法は溶解液排出口への未溶解燃料の移行量も増加することから気液分離槽への負

荷増が想定されることや、燃料投入量の増加により浸液不足が生じると、逆に溶解速度が低下す

ることに留意する必要がある。 
 
   (iii) 擦過腐食試験 

候 補 材 料 と し て 、 Zr 、 Ti-5Ta 及 び

SUS310Nb とし、ドラムの揺動速度は 10rpm、

揺動角度は片側 30°、片側 70°とし、1000
時間後に試験片を取外し、腐食減量評価及び

外観観察等を行った。図-6 より、水試験条件

下 で は SUS310Nb(0.44mm/y) ＜

Ti-5Ta(0.67mm/y)＜Zr(1.32mm/y)となり、

SUS310Nb が も磨耗しにくく、材料の硬さ

とよく一致することが判明した。一方、模擬溶解液を使用した 95℃、500 時間の揺動操作後の試

験片からは、Ti-5Ta(0.61mm/y)＜SUS310Nb(0.64mm/y)＜Zr(0.91mm/y)となり、Ti-5Ta、
SUS310Nb が磨耗しにくいことが判明した。SUS310Nb の磨耗量は、V、Ru 等による静的腐食

と動的腐食の合算になるものと考えられる。図-7 に、擦過腐食試験後の試験片の外観を示す。い
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ずれの候補材料も試験前の金属光沢は失われていたが、顕著な擦過根は認められなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (c) 小型工学規模ウラン溶解試験 
   (i) 工学規模ウラン溶解試験設備の概念設計 

概念設計の結果から、①試験に供する年間ウラン量を応用試験棟での 大使用可能量(約
250kgU)とした場合の試験設備規模は、応用試験棟のパルスカラム撤去区画内に十分収まる。②

応用試験棟の許認可に与える影響は想定範囲内に収まる。③ただし、試験設備の建設費見積もり

が高額となり、この年間ウラン使用量では後年度資金展開に反映できない、ことが予想された。 
そのため、次ステップの詳細設計においては、以下に示すような試験規模の縮小や試験設備の

簡素化を図ることが考えられる。 
・年間ウラン使用量：40～50kgU 程度に低減する。 
・フルステージと部分ステージのモデル併用設置を止める。代わりに部分ステージを用いた溶

解速度試験を実施し、 終段階でフルステージモデルに置き換えて性能確証試験を実施する。 
・使用済みウラン溶解液は脱硝転換しないで、応用試験棟内で液のまま貯留保管する。 
・燃料せん断装置、硝酸供給装置は自動化を止め、簡素化する。 
図-8 に試験設備の概要を示す。 

 
（３）試験等の結果のまとめ 

溶解技術について、高濃度溶解液を高効率かつ安定に得られる 適な溶解プロセス条件の摘出

を行うとともに、連続溶解槽の大容量化に対応した内部構造の確立のために、主要構成材料の耐

食性、装置の製作性の課題及び燃料の溶解性を把握した。 
 
５．成果目標の達成見通しについて 

高効率溶解プロセス開発として、連続溶解槽の揺動を模擬するために、これまでに取得されて

いない撹拌速度をパラメータとした実燃料溶解試験を 2010 年度まで実施する。また、高効率溶

解装置開発として、連続溶解槽の要素試験装置を製作し、溶解性を把握するためのコールド試験

及びウラン試験を 2010 年度までに実施することで、計画通り評価できる見通しである。 
 

図-8 小型工学規模ウラン溶解試験設備の概要

図-7 擦過腐食試験後の試験片外観

SUS310Nb Ti-5Ta Zr
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添付資料 4. 2. 1-2 高効率溶解技術の開発

(2) 清澄・スラッジ対策技術の開発  

 
１．開発目的 

溶解以降の工程で、二次スラッジの発生が懸念されることから、その発生挙動と除去条件の把握

及び遠心清澄性能の評価を行うため、スラッジ制御技術と清澄機器の開発を行い、スラッジの生

成・除去、回収並びに処理法の確立と清澄機器の概念構築を目的とする。 
 

２．実施内容 

2007 年度は、ホット模擬溶液系において、二次スラッジ（モリブデン酸ジルコニウム）の生成

条件の把握及び加温・保温等を考慮した清澄機器の構造検討を行なった。2008 年度は、二次スラ

ッジの除去方法の検討、スラッジの挙動を把握するためのシミュレーションコードの作成と評価及

び清澄性能に関する詳細データの取得を図るとともに、清澄機器の合理化検討を行う。また、スラ

ッジの適切な処理・処分を行うことを目的に、スラッジの除去、回収並びに処理法を確立するため

の開発を行う。 
 
３．スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
４．これまでの成果 

（１）研究方法 

  (a) スラッジ制御技術開発  
   (i) 二次スラッジデータの取得 

コールド模擬条件下において、モリブデン（Mo）濃度、ジルコニウム（Zr）濃度及び硝酸濃度、

溶液温度、亜硝酸（NO2）吹込み等をパラメータとし、モリブデン酸ジルコニウムの生成における

影響評価を行う。また、Pu(IV)の代替物質としてイオン半径のほぼ同等なセリウム（Ce(IV)）によ

る模擬性評価及び配管・機器の構造材質であるステンレス（SUS304）、チタン（Ti）あるいはジル

コニウム（Zr）の板材への付着性評価を行う。セパラブルフラスコに所定のパラメータ条件下で試

験溶液を仕込み、所定温度に昇温後、液を経時的に採取し、Mo 及び Zr については ICP 発光分析

法にて濃度を分析した。また、加熱 10 時間後に沈殿物をろ過し、水洗浄・乾燥後に、沈殿物の重

量測定を行い、一部を XRD により同定した。試験装置の構成を図１に示す。 
付着性試験では、金属の板材に、両面テープで引張り治具を接着し、引っ張り荷重を測定した。 

  (b) 清澄機器開発 
   (i) 清澄機器構造の検討 

スラッジを含む中～高濃度溶解液を遠心清澄機において固液分離する場合に、溶液の温度低下に

よるウラン析出、給液ノズル等の閉塞、溶液の密度及び粘性率上昇によるスラッジとの分離性低下

が懸念される。本検討では、工学規模ホット試験施設の清澄試験機を対象として、溶解液清澄時の

温度評価、保温機構の取付け検討、清澄機器フルモデルの設計並びにスラッジの沈降性に関する評

価を行った。 

 
（２）主要成果 

  (a) スラッジ制御技術開発  
   (i) 二次スラッジデータの取得 

生成試験（表 1 に試験条件を示す）において、いずれの条件においても黄色がかった沈殿物が生

成した。試験溶液の遊離酸濃度が低い条件ほど、溶液からの Zr 及び Mo 濃度が減少し（図 2 及び

図 3 参照）、沈殿物の生成量も大きくなった。ここで、Zr 及び Mo 濃度に着目すると、1～3 時間経

過後に急激な減少が観測されたため、この段階で沈殿物が生成していると考えられる。それぞれの

減少割合は、Mo／Zr≒2 となった。この結果と生成物の XRD 分析より、沈殿物はモリブデン酸ジ

ルコニウム（ZrMo2O7(OH)2・2H2O）と同定した。試験溶液への NO2ガス吹込みにより、沈殿物

の生成量はわずかに減少した。また、加熱により CeZrO4がわずかに沈殿し、試験溶液からの Ce(IV)
損失が観測された。ただし、Pu(IV)の代替物質としての妥当性は本試験のみでは判断できなかった。

また、SUS304、Ti あるいは Zr 試験板材への ZrMo2O7(OH)2・2H2O の付着が確認された。付着性

測定試験において、SUS304 材からは ZrMo2O7(OH)2・2H2O を完全に剥離できたが、Ti 材あるい

は Zr 材からは ZrMo2O7(OH)2・2H2O が表面全体に残り、完全には剥離できなかった。 
  (b)  清澄機器開発 
   (i)清澄機器構造の検討 
    ① 溶解液清澄時の温度評価 

約 65℃の高濃度相当の溶解液を 100L/h で遠心清澄機に給液条件下で、給液ノズル、ボウル表面、

排出部での溶液温度を評価した。温度評価の結果、加熱空気及びヒータによる加熱により、清澄機

器内部液の温度を 60℃以上に保持できることを確認した。得られた加熱条件を以下に示す。 
 ・ボウル外側への加温空気： 乾燥空気、流量：13 Nm3/h 、温度：80℃ 

進捗状況

2.2.清澄機器開発清澄機器開発

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. スラッジ制御技術開発スラッジ制御技術開発

20082008年度年度項目項目

進捗状況

2.2.清澄機器開発清澄機器開発

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. スラッジ制御技術開発スラッジ制御技術開発

20082008年度年度項目項目

二次スラッジ基礎データ取得
［コールド試験］

：実施済 ：実施中 ：実施予定：実施済 ：実施中 ：実施予定

二次スラッジ基礎データ取得
［小規模ホット試験］

高濃度溶解液への適用性検討
（温度管理方法検討、清澄性能評価）

清澄性能評価
装置

合理化検討
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 ・ボウル内側への加温空気： 乾燥空気、流量：3 Nm3/h 、温度：80℃ 
 ・遮へい体下部に設置するヒータ温度： 65℃ 

    ② 保温機構の取付け検討及び清澄機器の設計 
現状の遠心清澄機のケーシング、あるいは全体を保温する機構の構造について検討した。清澄機

器外部に保温材を設置した場合、漏えい時の検知が困難であることから以下のケースを想定した検

討を行った。 
・ 保温材が無い場合の温度評価から加温空気の供給を行う。 
・ 加温空気を供給した温度評価の結果から、ヒータの設置を検討 
また、工学規模相当の処理能力 10kgHM/h となる遠心清澄機の設計を行った。フルモデルの設

計として、実機構造図並びにコールド試験機の構造図の作成を行った。 
    ③ スラッジの沈降性に関する評価 

スラッジを含む高濃度溶解液を、現状の遠心清澄機で処理した場合の分離性評価を計算にて行っ

た。その後、同様な模擬溶液、模擬スラッジを使用したコールド確認試験を行うための試験計画立

案を行った。詳細を以下に示す。 
    a.高濃度溶解液の性状調査及び模擬高濃度溶解液の条件選定 

高濃度溶解液の性状として、溶解液密度、溶解液粘度、不溶解性成分の密度、溶解液中の不溶解

性成分濃度等に関し文献調査を行い、以下の条件を選定した。 
 ・溶解液密度（420gU/L、80gPu/L、4molHNO3/L、25℃）：1.766g/mL 
 ・溶解液粘度（500gU/L、4molHNO3/L、25℃）：3.33Pa・s 
 ・不溶解性成分の密度：7g/mL 
 ・不溶解性成分濃度：7g/L 

    b. 分離性評価 
上記①で選定した高濃度相当溶解液の遠心清澄機の部分捕集効率をモデル検討、遠心清澄モック

アップ装置試験結果によるフィッティングを実施し、理論的に算定した。結果として、燃焼度

13,800MWd/tU では、不溶解性成分濃度は 2.03g/L、総合捕集効率は 71.01%となった。0.85μm 以
上の粒径に着目した捕集効率は 77.22％となった。燃焼度 94,000MWd/tU では不溶解性成分濃度

は 0.87g/L、総合捕集効率は 87.63%となった。 
    c. コールド確認試験計画立案 

模擬スラッジを含む模擬高濃度溶解液を使用したコールド確認試験を行うための物質選定及び

試験計画を立案した。高濃度相当溶解液の粘度については、ショ糖やグリセリンの水溶液を用いる

ことにより比較的容易に模擬でき、密度については、無機塩水溶液を用いれば模擬できる。遠心清

澄機のボウル内の固形分粒子の運動は、ストークスの沈降速度式の(ρP－ρL／μL)の項を等しくす

るとよい。ここで、ρPは固形分粒子の密度、ρLは溶液の密度及びμLは溶液の粘度である。模擬

液及び不溶解性成分の候補として以下のものを選定した。 
 ・模擬溶解液：50%グリセリン水溶液 

 ・模擬不溶解性成分：酸化ジルコニウム(ZrO2) 
また、遠心清澄機のボウル内の液にかかる遠心力は約 2000G である。この遠心条件下での試験

は、ラボ用の小型卓上遠心機を用いて実現可能であり、遠沈管に模擬不溶解性成分を含む模擬液を

仕込み、小型卓上遠心機の運転時間を遠心清澄機内での溶液の滞留時間に合わせ、所定時間後に固

形分量及び粒径分布を試験評価する方法とする。 
 

（３）試験等の結果のまとめ 

(a) スラッジ制御技術開発 
模擬二次スラッジ（モリブデン酸ジルコニウム等）の生成試験及び付着性評価試験を実施し、コ

ールド条件下での二次スラッジの生成条件等が提示可能となった。 
(b) 清澄機器開発 

保温・加温（約 60℃）するための清澄機器構造の概念設計を実施し、中・高濃度溶液を取扱う場

合のウランの析出を抑制する方策の見通しが得られた。 
 
（４）成果目標の達成見通しについて 

これまでの開発成果に加えて、コールド試験、スラッジ挙動評価のためのシミュレーションコー

ドの作成ならびに設計検討等を実施していくことで、2010 年度までの開発目標を達成できる見通

しである。 
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１．開発目的 

再処理システムの主概念として評価された先進湿式法は、FBR 燃料を処理することを前提に、プ

ロセスの簡素化や廃棄物発生量の低減などを目指した最適化した複合工程であり、分離回収工程に

晶析法を適用している。晶析工程は、燃料成分が溶解した溶解液を冷却することで、溶解液中のウ

ランの大部分を硝酸ウラニル六水和物（UNH）結晶として固体化させ、溶解液と分離することで

溶解液に残留する Pu 及び他の不純物と分離する方法である。 
溶解液からウランを回収する技術として高い信頼性を有する晶析システムを開発するため、連続

操作で効率的に UNH 結晶を得ることができる「回転キルン型晶析装置」の開発を行うとともに、

晶析装置から得られる UNH 結晶に付着する溶解液を効率的に分離、洗浄するウラン結晶分離機と

して「遠心ろ過型結晶分離装置」の開発及び晶析装置に供給する高濃度溶解液を保温しつつ高放射

線化で安定かつ定量的に移送する「高濃度溶解液移送装置」の開発を進め、その成立性を確認して

きた。 
工学規模の試験装置については単体又はシステムとしてウラン試験を行い、基本性能を実証する

とともに、装置設計については、条件設定やモデル化の検討を基に、計算コードによる臨界安全解

析を行い、中性子吸収体の設置の要否や形状管理が行える主要部分の寸法構造等を明確にする。そ

の規模のスケールアップについては段階的に開発を進め、実用規模システムの概念構築に資するデ

ータを取得する。 
プルトニウムなどを用いた基礎試験データに基づき、工学規模でのプロセスの成立性を評価する

ともに、晶析装置及び結晶分離機等の周辺機器開発については、晶析システムとしての成立性を提

示する。 

 
２．実施内容 

プロセス技術開発として、プルトニウムや照射済燃料を用いた基礎試験により、ウラン回収率

70％、除染係数（DF）100 が得られる晶析操作条件を確認するとともに、晶析装置開発として、

臨界安全性、処理能力等の観点から連続運転が可能な「回転キルン型晶析装置」を開発し、安定運

転性、異常事象等の把握試験により、結晶蓄積量の変化の過程等を確認し、安定運転、定常状態へ

の復旧方法に関する知見を得た。 
（１）高 DF 晶析技術開発 

照射済燃料を用いて、硝酸濃度をパラメータとした晶析試験を実施し、供給液中の硝酸濃度が

Cs の除染係数に及ぼす影響を評価する。これにより、Cs の除染係数の向上を図る。 
（２）連続晶析装置の開発 

  (a) 軸受構造検討 

装置構造の検討として、晶析装置を遮へいセル内に設置するためには、傾斜した回転軸の軸受構

造について、閉じ込め性、耐久性などに優れた方式を検討し、採用する必要がある。このため、軸

受の要件に従い、構造、方式、材質、給油の有無などを整理し、使用環境条件から適用可能と考え

られる軸受構造を選定し、その適用性を評価する。 
  (b) 工学規模晶析装置開発 
   (i) 冷却システム及び遠隔保守方法 

晶析装置の冷却方式は、冷媒循環方式を基本として開発を進めてきたが、遮へいセル内において

所定の冷却温度（－10℃程度）を実現するためには、冷却設備の負荷の増大が懸念される。 
また、装置全体の遠隔保守についても保守方法を明確化し、遠隔保守システムを確立する必要が

ある。このため、セル内環境、スペース等の観点から直接膨張方式の冷却システムを検討するとと

もに、実現性が高く、経済性にも優れた分割構造及び保守方法を検討し、適用性を評価する。 
   (ii) 晶析装置サンプリング機構 

円環型晶析装置出口では、液体を多量に含んだ UNH 結晶が排出されるため、既存の再処理プラ

ントで使用される手法を用いて対象とする試料をサンプリングすることが難しい。このため、サン

プリング機構に対する要求機能を整理し、選定した機構を工学規模試験装置へ設置することを考慮

し、適用性を評価する。 
   (iii) 晶析装置等の臨界安全性 

晶析工程は、Pu を含む溶解液を取り扱う工程であり、基本的に形状管理で臨界安全を担保でき

る装置構造及び寸法を設定する必要がある。このため、回転キルン型晶析装置を詳細モデル化し、

臨界解析コードを用いて、核的制限値を求める。また、結晶分離装置についても臨界安全条件を検

討し、評価する。 
   (iv) プロセス管理・計量管理方法 

ウラン晶析工程は、固体を取り扱う特異性、低除染プロセスという特徴を持つことから円滑な運

転のためには、プロセス管理及び計量管理の観点からUNH結晶中に微量に含まれるPu量の把握、

管理についての確立が必要である。このため、運転中の装置内核物質在庫量の推定方法を検討し、

ウラン晶析装置に適用可能な計量管理概念を提示するとともに、UNH 結晶中の Pu の非破壊測定

法について検討し、適用性を評価する。 
   (v) 小型晶析装置を用いた安定運転性能・非定常事象等把握試験 

工学規模相当の晶析装置を用いた連続安定性等の運転実績はなく、運転データに係る情報は少な

い。既存の小型晶析装置を用いて基本となる晶析操作条件におけるウラン試験により、冷却システ

ム等における課題の摘出、運転時の非定常事象等を検知・制御する計測制御システムを構築する運

転データを取得し、工学規模装置の設計等に反映する。 

添付資料 4. 2. 1-3 晶析技術による効率的ウラン回収システムの開発 

ウラン晶析技術の開発 
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（３）晶析関連技術の開発 

  (a) 結晶分離機 
晶析装置により回収される UNH 結晶の精製度を高めるため、析出させた UNH 結晶を脱水、洗

浄する結晶分離機について、晶析装置の規模及び臨界安全性を考慮した装置構造を検討し、実機へ

の設計等に反映する。 
  (b) 高濃度溶液移送装置 

晶析装置へ溶解液を安定かつウランを析出させることなく、確実に供給する必要があるため、高

濃度溶解液を保温した状態で移送するシステムを検討し、その適用性を評価する。 
 
３．スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．これまでの成果 

（１）研究方法 

  (a) 高 DF 晶析技術開発 
これまでの晶析試験において、Cs の除染係数が 1 程度であり、晶析塩との分離ができなかった

ことが挙げられる。この要因としては、PuとCsが硝酸に対する溶解度の低い複塩を形成すること。

また、複塩形成は硝酸濃度への依存性が認められ、硝酸濃度が高いほど複塩を形成しやすいことが

明らかとなっている。このため、Cs の除染係数が上がる晶析操作条件を検討するため、「常陽」Mk-Ⅰ
炉心燃料を用いて、硝酸濃度（4.4M、3.3M）をパラメータとした晶析試験を実施し、供給液中の

硝酸濃度が Cs の除染係数に及ぼす影響を評価する。 
  (b) 連続晶析装置の開発 
   (i) 軸受構造検討 

装置構造の検討として、晶析装置を遮へいセル内に設置するためには、傾斜した回転軸の軸受構

造について、閉じ込め性、耐久性などに優れた方式の軸受構造として、ころがり軸受、すべり軸受、

エア軸受、磁気軸受等が対象と考えられる。軸受の要件に従い、使用環境条件から適用可能と考え

られる軸受構造の方式を検討、評価する。更に、有望な軸受構造として、7 候補程度を選択し、そ

の適用性を評価する。 
   (ii) 工学規模晶析装置開発 
    ① 冷却システム及び遠隔保守方法 

遮へいセル内に設置される晶析装置を想定し、

溶液温度を－10℃程度まで冷却可能なシステム

として選定した冷媒の潜熱を利用した直接膨張

方式の冷却システム(図 1)を用いて、模擬硝酸溶

液(6M-HNO3)を模擬晶析装置(容量 9L)に貯留

した常態で、加圧冷媒の循環・膨張を行い、ジ

ャケット内の冷媒の圧力、温度が制御され、貯

留液が 50℃から－10℃に冷却できることを確

認、評価する。 
保守に関する設計方針をとりまとめ、晶析装

置での保守機器の分類及び分割構造の検討を行

い、遠隔保守方法について、実現性が高く、経

済性にも優れた構造及び方法を検討し、その適用性を評価する。検討に当たっては、晶析装置を構

成している部品点数や構造、残液や残結晶部品の除去方法も重要な検討事項とした。 
    ② 晶析装置サンプリング機構 

ウラン結晶スラリの性状、閉じ込め性能、遠隔操作性、遠隔保守性などの湿式再処理特有の要件

を考慮し、特に遠隔保守性として、BSM が使用可能な構造であること、エア駆動等の採用を要求

機能として整理し、選定した機構を工学規模試験装置へ設置することを考慮し、適用性を評価する。 
    ③ 晶析装置等の臨界安全性 

処理対象となる溶解液の U や Pu 濃度、同位体組成、結晶

の組成等について、リファレンスとされている値(表 1)をベー

スに適切な変動幅や安全裕度を考慮して解析条件を設定し、

回転キルン型晶析装置を詳細モデル化し、臨界解析コードを

用いて Pu 包蔵部寸法及び結晶出口形状をパラメータとした

解析を行い、核的制限値を求めるとともに、NEXT プロセス

実用化に向けて、臨界安全を緩和するための方策を検討する。また、結晶分離装置についても臨界

安全条件を検討し、評価する。 
    ④ プロセス管理・計量管理方法 

晶析工程の物質収支の把握及び管理等の観点から当該ウラン製品中のプルトニウムを定量する

ことが重要であり、定量手段として、中性子モニタリング等の非破壊測定(NDA)技術を調査し、測

図-1 直接膨張冷却システム概念図

20wt%Pu-241

98.4wt%U-23820wt%Pu-240

1.6wt%U-23560wt%Pu-239

U同位体組成比Pu同位体組成比

20wt%Pu-241

98.4wt%U-23820wt%Pu-240

1.6wt%U-23560wt%Pu-239

U同位体組成比Pu同位体組成比

表-1 「もんじゅ」燃料基準同位体組成

②工学規模晶析装置②工学規模晶析装置
開発開発

進捗状況

2.2.連続晶析装置の開発連続晶析装置の開発

①装置構造検討①装置構造検討

3.3. 晶析関連技術の開発晶析関連技術の開発

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 高高DFDF晶析技術の開発晶析技術の開発

20082008年度年度項目項目

②工学規模晶析装置②工学規模晶析装置
開発開発

進捗状況

2.2.連続晶析装置の開発連続晶析装置の開発

①装置構造検討①装置構造検討

3.3. 晶析関連技術の開発晶析関連技術の開発

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 高高DFDF晶析技術の開発晶析技術の開発

20082008年度年度項目項目

システム試験 ［ウラン試験］

（運転性能・非定常事象の把握試験）

臨界安全評価

構造検討・要素試験
（軸受・冷却・遠隔保守等）

ベンチスケール試験 ［ウラン試験］

（固体物の装置内挙動把握等）

小規模ホット試験
（FP核種の挙動把握・プロセス最適化データの取得）

試験設備
製作・据付

結晶分離機の検討・
試験機設計

高濃度移送装置の検討・
試験装置設計

評価試験

評価試験

既存装置
改良

システム試験 ［ウラン試験］
（非定常事象対応設計の

有効性確認）

：実施済 ：実施中 ：実施予定：実施済 ：実施中 ：実施予定
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定対象物の仕様及びモニタリング要求性能の検討、各種非破壊測定手段の比較等を行い、その適用

性を評価するとともに、系統及び機器の故障や運転員の誤操作等を考慮した異常事象について、製

品中のプルトニウムや NDA の適応性に影響を及ぼす可能性のある FP 元素への影響、除染係数の

変動等を評価し、ウラン晶析装置に適用可能な計量管理概念を提示する。 
    ⑤ 小型晶析装置を用いた安定運転性能・非定常事象等把握試験 

既存の連続晶析システム試験装置（図 2）を用いて、基本となる晶析操作条件におけるウラン試

験により、晶析装置内のスラリ生成状況、スラリ移送・排出性などの運転安定性を確認するととも

に、装置内に結晶蓄積状態を生起させた結晶蓄積量増加試験等の非定常運転試験により、槽内状況

の変化の確認を目視及びモニタリング用計装システムに基づき、その影響を評価する。更に、非定

常事象の検知及び定常状態への復旧方法を検討し、復旧方法の妥当性を評価する。これらの試験結

果を踏まえ、冷却システム等における課題の摘出、運転及び監視に必要な計測制御等の要件を整理

し、工学規模装置の設計等に反映する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (iii) 晶析関連技術の開発 
    ① 結晶分離機 

晶析装置用結晶分離機については、晶析装置の規模から 10kgHM/h の処理速度条件下でセル内設

置を考慮した遠心ろ過型の結晶分離機を対象とし、臨界安全性を考慮した装置構造、寸法及びウラ

ン結晶が機内に付着するのを防止する対策を検討、評価するとともに、課題を明確にし、実機への

設計等に反映する。 
    ② 高濃度溶液移送装置 

10kgHM/h の処理速度条件下で、約 500gHM/L の高濃度溶解液を保温した状態で安定かつウラ

ンを析出させることなく、晶析装置へ確実に供給するシステムとして、機械的な駆動部がなく実績

のある方式を調査、検討し、その適用性を評価する。 
（２）主要成果 

  (a) 高 DF 晶析技術開発 
「常陽」Mk-I 炉心燃料を用いた晶析試験結果は、今回の硝酸の濃度範囲においては、Cs の DF

は低いものの低硝酸濃度化によるわずかな向上が見られたことから、供給液中の硝酸濃度の変更に

より、Cs の DF が向上する可能性が示唆された。 
  (b) 連続晶析装置の開発 
   (i) 軸受構造検討 

整理された軸受の要件に従い、軸受の種類、構造、方式、材質、給油の有無などを整理した結果、

軸受要件を満たすものは、貫通部がなく、異物に対してある程度の耐久性が期待できるすべり軸受

けを選定した（表 2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (ii) 工学規模晶析装置開発 
    ① 冷却システム及び遠隔保守方法 

遮蔽セル内に設置される晶析装置を想定し、溶液温度を 50℃程度から－10℃程度まで冷却可能

な冷媒の潜熱を利用した直接膨張冷却システム試験装置(図 3)を製作し、模擬溶液(6M 硝酸溶液)を
用いた試験により、その基本性能を確認した結果、模擬液出口温度が－10℃まで冷却できることを

確認した。また、冷媒と被冷却液の温度差、被冷却液の流量などをパラメータとして、模擬晶析装

置の温度制御性について、確認試験を実施した結果、いずれの試験においても設定温度付近に温度

制御されることを確認した(図 4)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表-2 軸受要件の整理結果

模擬晶析槽模擬晶析槽

模擬溶液受槽模擬溶液受槽
昇温槽昇温槽

制御盤制御盤

冷凍機ユニット冷凍機ユニット

図-3  冷却システム試験装置 図-4  貯槽冷却試験結果（温度の経時変化）

（S/D：サージドラム）

図 - 2  連続晶析システム試験装置 
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回転キルン型晶析装置の遠隔保守については、装置の部品構成を保守の観点から冷却ジャケット

部、起動部ユニット、駆動側軸受、従動側軸受、本体ドラム、本体スクリュー、計装部品、電気ケ

ーブル、ガスケット類に分け、それぞれの保守点検項目、方法、頻度、点検場所などに整理した(表
3)。また、晶析装置は、設置セルにおける保守作業が困難であることから機器の保守の際には、設

置セル内にて装置内から核燃料物質を抜き出し、洗浄を行った後に設置セル内からリペアセルにて

分解、保守、組立てを行うこととし、それぞれの操作手順と方法、使用治具などを検討し、作業毎

にまとめた。 
    ② 晶析装置サンプリング機構 

要求機能を整理し、サンプリング装置を駆動方法及び採取方法等のタイプ別に区分けした。スク

リューコンベアタイプは、スクリューコンベアの洗浄が困難であり、採取口が伸びるタイプでは、

エアを吹くことで採取物を排出しているが、ウラン結晶スラリでは、きれいに排出することは困難

であることが分かった。調査の結果、採取時に採取口が伸び、スクリューコンベアに代わる機構を

組み合わせた装置を設計する必要があり、晶析サンプリング装置を設計した。 
    ③ 晶析装置等の臨界安全性 

晶析装置及び結晶分離機を対象として、臨界安全に係る異常事象の摘出及びその概略検討を行い、

臨界安全設計条件を設定し、Pu 包蔵部寸法及び結晶出口形状等をモデル化した詳細モデルによる

臨界安全解析を実施し、晶析装置及び結晶分離機の核的制限値を設定するとともに、晶析工程の臨

界安全フロー図にまとめた。晶析装置については、結晶出口部厚みの未臨界寸法は保守的条件で

7cm との結果が得られた。 
    ④ プロセス管理・計量管理方法 

晶析工程への適用性及び異常事象の検知可能性等の観点から各種 NDA の比較、評価を実施した

結果、ウラン結晶中のプルトニウム量を把握、管理するシステムとして、アクティブ中性子測定法、

パッシブ中性子測定法及びγ線スペクトロメトリーを組み合わせた NDA システムが有効であるこ

とが分かった。また、晶析装置用 NDA システムとして、パッシブ中性子法を適用した場合、シリ

ンダ内の中性子吸収材や機器周りの測定環境を考慮した開発が必要となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    ⑤ 小型晶析装置を用いた安定運転性能・非定常事象等把握試験 

既存の小型晶析装置を用いて基本となる晶析操作条件におけるウラン試験により、晶析装置内の

スラリ生成状況、スラリ移送・排出性などの運転安定性が確認され、結晶析出、結晶移送・排出、

結晶の液切り、母液排出等を伴う晶析装置の運転が安定的に継続可能であることが確かめられた(図
5)。 

また、非定常ウラン試験により、装置内結晶蓄積量の変化の過程、結晶排出口閉塞後の変化及び

母液排出口閉塞後の槽内状況の変化の過程を確認し、非定常事象等を検知・制御する計測制御シス

テムを構築するための運転データを取得した(図 6)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表-3 保守点検項目と点検方法

図-5 定常運転中の小型晶析装置及び U晶析率の経時変化

トルク上昇トルク上昇

図-6 非定常（スクリュウ回転数低下による結晶蓄積量増加）試験中の小型晶析装置及び 

スクリュウ回転数・駆動トルクの経時変化 
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  (a) 晶析関連技術の開発 
   (i) 結晶分離機 

晶析装置用結晶分離機について、

10kgHM/h の処理速度条件下で

セル内設置を考慮した結果、装置

形式として遠心ろ過型が適し、処

理速度の観点、臨界安全上の制約

などからバスケット大径部直径は

市販機より小さい 170mm 程度と

し、結晶出口周辺のケーシング部

を小型化することが重要であるこ

とが分かった(図 7)。これに基づき、

機器概念図を作成するとともに、ケーシング部を小型化する場合は、結晶付着を防止する機構とし

てスプレー洗浄などの対策が必要であることが整理され、実機への課題を明確にした。 
 (b)高濃度溶液移送装置 

10kgHM/h の処理速度条件下で、約 500gHM/L の高濃度溶解液を保温した状態で送液するシス

テムを検討した結果、機械的な駆動部がなく実績のある方式として、サイフォン移送中にオリフィ

ス部を設け定量供給を可能とする方式を採用し、ウラン晶析装置システムの配置上の要件を勘案し、

エアリフトと上記システムを共用した溶液移送システムについて、プロセスフロー図(図 8)、機器

概念図にまとめた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、移送中の結晶析出などを防止するためにオリフィスなど

の小口径部を液浸構造とし、かつ閉塞対策を考慮した(図 9)。 

 

（３）結果のまとめ 

①「常陽」Mk-I 炉心燃料を用いた晶析試験結果より、今回の硝

酸の濃度範囲においては、Cs の DF は低いものの低硝酸濃度

化によるわずかな向上が見られたことから、供給液中の硝酸濃

度の変更により、Cs の DF が向上する可能性が示唆された。 

②基礎試験におけるガラスフィルタや吸引ろ過を用いた結晶分

離、洗浄方法では、実プロセスとの原理の違いやガラスフィル

タの目詰まり等いくつかの問題が指摘され、検討が必要である

ことが分かった。 

③軸受構造は貫通部がなく、異物に対してある程度の耐久性が期待できるすべり軸受が優れている

ことが分かった。 

④セル内に設置される晶析装置に対して、所定の冷却温度(－10℃)を実現する直接膨張方式の冷却

システムを構築した。 

⑤結晶スラリに対するサンプリング機構を検討し、U 結晶サンプリング装置を設計した。 

⑥装置の部品構成を保守の観点からそれぞれの保守点検項目、方法、頻度などに整理するとともに、

それぞれの操作手順と方法などを検討した。今後、遠隔保守構造に関する具体的な検討が必要と

考えられる。 

 

５．成果目標の達成見通しについて 

これまでの試験結果からだけでは、Cs 等の一部 FP 元素についてはクライテリアで要求される除

染係数を満足させる技術的根拠を示すことは出来ていないが、課題を明確にして有効な対策を構築

中であり、今後も試験等を積み重ねて、プロセス条件の根拠を示す予定である。今後、ホット試験、

工学規模試験、周辺機器を含むシステム検討を進めてゆくことで、計画通りクライテリアを評価で

きる見通しである。 

図-9   閉塞対策概念図

図-8  移送システムプロセスフロー図
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１．開発目的 

次世代の再処理技術候補として有望視されている先進湿式法は、晶析技術と共に U-Pu-Np 共回

収技術を取り入れることによる経済性向上、環境負荷低減等を図った簡素化溶媒抽出プロセス等か

ら成り立っている。これらの技術的成立性を確認するため、U-Pu-Np 一括回収プロセス開発を実施

した。さらに、同じく経済性と環境負荷の観点から次世代の抽出装置として遠心抽出器の開発を進

め、工学規模、実用規模遠心抽出器システムの開発を実施した。 
 
２．実施内容 

（１） U-Pu-Np 一括回収プロセス開発 

・Np の抽出挙動に及ぼす抽出段の硝酸濃度の影響評価を行うとともに、低濃度領域における各元

素のプロファイルデータの取得を行う。 
（２） 工学規模遠心抽出器システム開発 

・遠心抽出器への磁気軸受技術の適用を図るため、磁気軸受型遠心抽出器の安定性を長期運転によ

り評価する。また、磁気軸受ユニットの耐放射線性について、H17 年度の照射試験結果をもとに、

機器全体の耐放射線性を確保するための改良設計並びに改良機の試作を行う。 
・改良フローシート条件に対応した抽出・逆抽出工程の定常プロファイルを取得するとともに、遠

心抽出器システムによる処理運転後の溶媒の押し出しやフラッシュアウト運転に関するデータ

を取得する。 
 
３．スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．これまでの成果 

（１）研究方法 

  (a) Np 挙動確認、一括回収条件最適化に関する検討 
これまで高レベル放射性物質研究施設（CPF）において実施した抽出試験より、Np 回収率の向

上に対してフィード溶液の高硝酸濃度化が有効であることを確認している。本試験では、抽出部の

高硝酸濃度化による Np 回収率向上の可

能性について評価を行うため、低硝酸濃

度フィード溶液及び高硝酸濃度洗浄液

の採用により抽出部の高硝酸濃度化を

図り、抽出部における Np の濃度プロフ

ァイル及び Np 回収率に及ぼす影響につ

いて検討を行った。 
試験は、「常陽」Mk-I 及び Mk-II 燃料

溶解液を用いた。NOx ガスを発生させフ

ィード溶液に吹き込むことにより Pu の

原子価を Pu(IV)に調整した。本試験にお

いて運転を実施したフローシートを図 1 に示す。 
  (b) 磁気駆動部の開発 
   (i) 現行機の長時間運転 

遠心抽出器の装置寿命の飛躍的向上を目的として磁気軸受型遠心抽出器の開発を行っている。本

試験は長時間の連続運転を実施し、長期安定性評価を行った。試験時間は、プラントの年間稼働時

間と予想される 5000 時間とした。磁気軸受型遠心抽出器の構造概略を図 2 に示す。 
   (ii) 磁気駆動部の改良設計及び製作 

遠心抽出器の寿命は駆動部に強く依存するため、転がり軸受けよりも大幅な長寿命化が期待され

る磁気軸受の開発を進めてきている。本年度の開発では、照射試験の結果を基に磁気軸受に耐放射

線性を持たせるための検討し、これを反映した改良機の設計と製作を実施した。 
  (c) 遠心抽出器のシステム試験 

工学規模ホット試験施設では遠心抽出器を用いた簡素化溶媒抽出法の適用を検討している。簡素

化溶媒抽出法によるウラン試験を遠心抽出器システム試験装置 ACT（Advanced Centrifugal 
Contactor Test System）を用いて実施し、運転要領書に反映するための運転データを取得した。

以下に示すシステム試験 1～4 を実施し、抽出器 12 段を用いて各工程のスタートアップとシャット

ダウンに関する運転データ、酸濃度平衝及びウラン平衝に要する時間等を取得した。 
 システム試験-1：簡素化溶媒抽出法による抽出試験 
 システム試験-2：簡素化溶媒抽出法による分配試験 

②抽出システム開発②抽出システム開発

進捗状況

2.2.遠心抽出器開発遠心抽出器開発

①磁気軸受開発①磁気軸受開発

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. UU--PuPu--NpNp一括回収一括回収
プロセス開発プロセス開発

20082008年度年度項目項目

②抽出システム開発②抽出システム開発

進捗状況

2.2.遠心抽出器開発遠心抽出器開発

①磁気軸受開発①磁気軸受開発

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. UU--PuPu--NpNp一括回収一括回収
プロセス開発プロセス開発

20082008年度年度項目項目

耐放射線性検討・試験

耐久性試験

小規模ホット試験
（Np挙動、短寿命FP挙動把握）

システム試験
（運転特性評価試験）

フローシート
最適化・評価

改良検討・追加試験

耐久性総合評価

抽出計算コード改良

抽出器
保守手順検討

モニターシステム開発

直接保守
構造検討

：実施済 ：実施中 ：実施予定：実施済 ：実施中 ：実施予定

図-1 抽出試験フローシート条件

添付資料 4. 2. 1-4 U-Pu-Np を一括回収する高効率抽出システムの開発 
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 システム試験-3：簡素化溶媒抽出法による逆抽出試験 
 システム試験-4：溶媒フラッシュアウト試験 

 

（２）主要成果 

  (a) Np 挙動確認、一括回収条件最適化に関する検討 
「常陽」Mk-I 及び Mk-II 燃料溶解液をフィード溶液とした簡素化溶媒抽出試験を実施した。本

試験では、フィード溶液及び洗浄液の HNO3濃度を 3.9M 及び 10M の条件において、Np のラフィ

ネートへのリーク防止を図った。押出運転後におけるプロダクト中の物質収支は U が 108.7%、Pu
が 110.0%、Np においては 91.2%であった。U 及び Pu は、ほぼプロダクト中へ回収され、Np は

6.3%がラフィネートへリークしたものの、残りはプロダクトへ回収された。各元素の回収の値は

100%前後の数値であるが、これらは分析上の誤差範囲であるため、今回の試験においては U、Pu、
及び Np については損失なく回収できたと思われる。 
本運転開始 120 分後にサンプリングを行い Np の濃度プロファイルを取得した。抽出段において

は、Np が抽出される傾向が見られた。よって、低 HNO３濃度フィード溶液においても洗浄液を高

HNO3濃度とすることにより、抽出段での Np(VI)へ酸化でき、大部分の Np が回収可能であった。 
本試験により得られた濃度プロファイルより抽出段における U、Pu 及び Np の段効率は、それ

ぞれ 98.5%、100%及び 78%となり、また逆抽出段における U、Pu 及び Np の段効率は、96%、100%、

及び 94.5%と評価された。プロダクトに対する Total-γの除染係数は 5.0×104であり、2005 年度

の簡素化溶媒抽出試験で得られた値とほぼ同じであった。 
  (b) 磁気駆動部の開発 
   (i) 現行機の長時間運転 

磁気軸受型遠心抽出器 4 基による耐久試験は、試験中に 2 度の

不測停止を経験したものの最終的に累積 5016 時間（過去の試験に

おける 200 時間程度の運転時間を除く）を達成した。 
   (ii) 磁気駆動部の改良設計及び製作 

磁気軸受型遠心抽出器は、図 3 に示すような軸受上部にマグネ

ットカップリングを介してモーターを設置する構造とした。 
耐放射線性設計として放射線に対して有効であると考えられる

ポリイミドや ETFE 等の部材に変更した。遠心抽出器の防爆設計

はその設置環境から内圧防爆構造規格（溶媒ミストの浸入を防ぐ

構造）を選定し改良設計した。 
  (c) 遠心抽出器のシステム試験 

抽出器 12 段による抽出試験を実施し。スタートアップ及びシャ

ットダウン（ウランフラッシュアウト、溶媒フラッシュアウト）

に関する運転データを取得した。 
スタートアップ時間については、抽出工程では 40 分程度（酸平

衝：20 分、ウラン平衝：20 分）、分配工程では 55 分程度（酸平衝：10 分、ウラン平衝：45 分）

及び逆抽出工程では 30 分程度（酸平衝：10 分、ウラン平衝：20 分）であった。 
ウランフラッシュアウト時間は、抽出工程では 15 分程度、分配工程では 70 分程度及び逆抽出工

程では 25 分程度であった。なお、抽出工程の時間は実験値であり、分配工程と逆抽出工程の時間

は、ウラン濃度が最も高い 8 段目におけるウラン濃度が検出下限未満となる時間を近似曲線を用い

た計算値である。一方、溶媒フラッシュアウト時間は、逆抽出工程で試験実施済みであり、45 分程

度であることを確認した。他の工程については現在実施中である。 
 
（３）試験等の結果のまとめ 

  (a) Np 挙動確認、一括回収条件最適化に関する検討 
本フローシートにおける Np の回収は、高速炉サイクル実用化研究開発（FaCT）の要求を満足

しているが、短半減期核種の除染係数等のデータ取得やプロセスの最適化に向けた研究開発を今後

も継続して実施していく必要がある。 
  (b) 磁気駆動部の開発 
   (i) 現行機の長時間運転 

磁気軸受型遠心抽出器 4 基による耐久試験は累積 5016 時間を達成した。 
   (ii) 磁気駆動部の改良設計及び製作 

照射試験の結果を基に磁気軸受に耐放射線性を持たせるための検討や、実機として必要とされる

防爆仕様等の検討を行い、これらを反映した改良機の設計と製作を実施した。 
  (c) 遠心抽出器のシステム試験 

簡素化溶媒抽出法によるウラン試験を抽出器 12 段についてシステム試験-1～4 を実施し、スター

トアップ及びシャットダウンに関するデータを取得し、運転要領書に反映するための運転データを

取得した。 
 
５．成果目標の達成見通しについて 

現在の作業工程により成果目標は達成可能の見通しである。 

図-3 磁気軸受駆動部
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１．開発目的 

抽出クロマトグラフィ法は、高速増殖炉使用済燃料再処理における高レベル放射性廃液（HLLW）

からの MA（Am, Cm）回収技術として、溶媒抽出法に対し、廃液の大幅な低減化及び経済性の向上

が期待できる実用化技術として有望である。これまでの模擬及び一部の実 HLLW を用いた小規模試

験により、MA を種々の FP 元素から高い回収率及び十分な除染係数で分離できることが示され、

本法の原理的成立性が確認されている。一方、抽出クロマトグラフィ法で使用する分離塔は、従来

の核燃料サイクルプロセスにおいて使用された実績がなく、運転操作性の把握、計装制御技術の開

発、長期間運転及び異常事象に対応する安全性の確認等の課題が残されている。本研究開発では実

用規模システムの概念構築のため、工学規模（10kgHM/h の再処理プラントにおける HLLW 処理量、

実用規模の 1/4 相当）の分離塔の開発及び遠隔運転保守技術の開発を進める。 

 
２．実施内容 

・種々の抽出剤を担持させた吸着材について、分離性能、耐久性及び使用済吸着剤の処理方法を比

較評価し、有望な抽出剤を選定すると共に 適なフローシートの構築を行う。 

・ベンチスケールのクロマト要素試験装置を製作し、分離塔内部の流動特性、温度特性ならびにス

ケールアップ効果を評価する。 
・実用規模システムに必要となる、計装・制御や遠隔保守に必要となる機器や手法を整理・検討し、

それらを踏まえて工学規模試験装置の設計・製作を行う。工学規模試験装置を用いた遠隔操作性

試験の結果等を実用規模システムの概念構築に反映させる。 
 
３．スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．これまでの成果 

（１）研究方法 

  (a) プロセス開発 
   (i) 吸着材分離性能比較評価 

MA 回収用の候補吸着材について、代表的な FP や TRU 元素の吸着試験及び模擬 HLLW を用い

るカラム分離試験を実施し、各吸着材の分離性能を比較評価する。 
   (ii) 吸着材安全性評価 

MA 回収用の候補吸着材について、実用プロセス条件を想定した耐硝酸性、耐熱性、耐放射線性

を測定し、各吸着材の使用上における安全性を比較評価する。 
   (iii) 使用済吸着材処理方法検討 

使用済吸着材から劣化した抽出剤を洗い出して SiO2-P 担体を回収する方法、抽出剤及びポリマ

ーを化学的分解または熱分解処理して SiO2 を回収する方法について検討する。さらに、含浸吸着

材から溶出した抽出剤の回収方法開発や回収工程負荷の評価を行う。 
 

  (b) 要素機器開発 
   (i) 要素試験装置設計・製作 

産業界における抽出クロマト装置の調査検討を行い、再処理分野に適用可能な装置概念をまとめ

る。これを踏まえて要素試験装置の設計・製作を行う。 

   (ii) 流動性把握試験 

要素試験装置を用いて、分離塔内における液体（プロセス溶液）、固体（吸着材）、気体（放射線

分解ガスとしての水素を模擬したもの）の流動性を評価する。 

   (iii) 安全性評価試験 

要素試験装置を用いて、安全性に係わる温度特性（応答性）を評価すると共に、その制御方法を

決定するための試験を実施する。 

 

  (c) 遠隔運転保守技術の開発 

   (i) 遠隔操作性検討 

装置概念を基に遠隔操作時に考慮すべき点及びその対策を具体化すると共に、要素試験等により

対策の有効性を評価し、結果を後述する工学規模装置の設計・製作に反映させる。 

   (ii) 計装・制御方法検討 

抽出クロマトグラフィによる MA 回収を行う上で必要となる計装方法・機器及びクロマト装置の

制御方法・機器を具体化し、結果を後述する工学規模装置の設計・製作に反映させる。 

  (d)工学規模機器開発 

   (i) 工学規模試験装置設計・製作 

工学規模試験の成果から、抽出クロマトグラフィ技術を利用した実用規模（40kgHM/h の使用済

進捗状況

3.3. 遠隔運転保守技術遠隔運転保守技術
の開発の開発

4.4. 工学規模機器開発工学規模機器開発

2.2. 要素機器開発要素機器開発

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. プロセス開発プロセス開発

20082008年度年度項目項目

進捗状況

3.3. 遠隔運転保守技術遠隔運転保守技術
の開発の開発

4.4. 工学規模機器開発工学規模機器開発

2.2. 要素機器開発要素機器開発

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. プロセス開発プロセス開発

20082008年度年度項目項目

吸着材分離性能比較評価

要素試験装置 設計・製作

吸着材安全性評価

使用済吸着材処理法検討

フローシート構築

流動性把握試験

安全性評価試験

耐久性評価試験

計装・制御方法検討

遠隔操作性検討

工学規模試験装置 設計・製作 工学規模試験

実用規模システム概念構築

：実施済 ：実施中 ：実施予定：実施済 ：実施中 ：実施予定

添付資料 4. 2. 1-5 抽出クロマト法による MA 回収技術の開発
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燃料再処理設備から発生する廃液、約 3000L/d）の MA 回収システムの基本概念を構築する。前提

条件を整理した上で、分離塔サイズの検討を行う。 

 
（２）主要成果 

  (a)プロセス開発 
   (i) 吸着剤分離性能比較評価 

CMPO、HDEHP、R-BTP 吸着材に対する代表的な FP 元素の分配係数をバッチ法により取得し、

さらにカラム試験により代表的な元素の回収率及び除染係数を評価した。 
CMPO 吸着材を用いた試験について、バッチ試験では、Am、Cm、Pu が強い吸着性を示すこと、

Tc については吸着性が低いことを確認した。カラム試験では、Am、Cm、Pu に加えて Np も吸着

されること、溶離液として水を用いることにより Am、Cm を溶離できること、及び Np、Pu の溶

離にシュウ酸が効果的であることを確認した(図 1 参照)。 
R-BTP 吸着材を用いた RI 試験について、バッチ試験では、Am、Cm、Pu が強い吸着性を示す

こと、Np 及び Tc については吸着性が低いことを確認した。カラム試験では、Am、Cm、Pu に加

えて Np の一部と Tc も吸着されること、溶離液として水を用いることにより Am、Cm、Pu を溶

離できること、重希土類元素と TRU との相互分離は困難であること、及び Tc の溶離に炭酸ナトリ

ウムが効果的であることを確認した(図 2 参照)。 
HDEHP 吸着材を用いた試験について、カラム試験では、DTPA 共存系での吸着試験及び希硝酸

による溶離試験を行い、pH の適切な設定により MA の吸着が可能であること、希硝酸による溶離

では MA と他元素との分離は本試験のカラム長では難しいことを確認した。 
   (ii) 吸着材安全性評価 

CMPO、HDEHP、TODGA、R-BTP 吸着材について、吸着材を硝酸溶液と接触、または硝酸溶

液と接触させながら高線量γ線を照射し、抽出剤の溶出量及び劣化度（吸着性能の変化）を測定し

た。さらに、劣化した吸着材の熱分析を行い、吸着材の熱的安定性を評価した。 
CMPO 吸着材、HDEHP 吸着材は硝酸との接触により殆ど劣化しないことを確認した。R-BTP

吸着材は、硝酸濃度の増加に伴い顕著に劣化が進行し、60 日間の暴露によって殆ど吸着能が喪失す

る(図 3 参照)。一方、TODGA 吸着材は、6 mol/L 硝酸溶液中での暴露では飽和吸着容量が僅かに

低下したが、4.76 mol/L までの硝酸溶液中であれば 60 日間の暴露によっても飽和吸着容量は殆ど

低下しないことを確認した。 
耐γ線評価試験から、各吸着材の耐γ線性は、飽和吸着容量の低下などを考慮し HDEHP 吸着材

が 0.5 MGy 程度、CMPO 吸着材が 1 MGy 程度とそれぞれ推定される。高濃度の硝酸溶液に浸漬し

た R-BTP 吸着材は 0.25MGy の照射線量によって吸着能が殆ど喪失し、硝酸と放射線の複合要因に

より劣化が加速することが示された。TODGA 吸着材についても高濃度の硝酸溶液での劣化がより

大きくなる傾向であったが、4.1MGy照射した試料においても約40%程度の吸着容量を有しており、

耐放射線性に優れることを確認した。なお、何れの吸着材においても硝酸の有無は熱分解反応に大

きな影響を及ぼさないと考えられる。 
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   (iii) 使用済吸着材処理方法検討 

CMPO 吸着材及び HDEHP 吸着材について、使用済吸着材の洗浄方法、洗浄後の抽出剤及びポ

リマーの分解方法、さらに、回収した SiO2-P 担体の再利用の可能性を評価した。また、溶出する

抽出剤の回収方法を検討した。 
γ線照射後の CMPO 吸着材及び HDEHP 吸

着材を対象にアセトン、ジクロロメタン、代替

フロン及び硝酸を用いて、吸着材からの抽出剤

洗浄試験を実施した。CMPO の洗浄にはアセト

ン及びジクロロメタンが優れており、50℃程度

の高温において洗浄率が高いことを確認した。

また、HDEHP の洗浄は、アセトンが も優れ

ており、高温の方が洗浄しやすいことを確認し

た。 
洗浄後の CMPO、HDEHP 劣化物、及びポリ

マー（廃 SiO2-P 担体）の分解試験から、熱分

解により何れも 800 ℃までに分解が可能であ

ることを確認した。また、オゾンガス吹込みに

よる分解試験では、HDEHP 劣化物及び廃 SiO2-P の分解は困難であったが、CMPO 劣化物は分解

可能であることを確認した。 
廃 SiO2-P に抽出剤を再び含浸した吸着材の吸着性能評価試験により、何れの再生吸着材も未使

用のものと同等の吸着性能を有することが確認された(図 4 参照)。 
溶出する抽出剤の回収試験において、活性炭よりも SiO2-P の方が CMPO について優れた回収能

力を示した。HDEHP については、SiO2-P、活性炭共に回収困難であることが明らかとなった。 
 

  (b) 要素機器開発 
   (i) 要素試験装置設計・製作 

クロマトグラフィ法による分離装置の

主要要素機器としてあげられる分離塔、

ポンプ、バルブ及び検出器について、文

献調査及び聞き取り調査を行い、一般産

業界や原子力発電所において採用されて

いる分離塔の構造、ポンプ、バルブ及び

検出器の種類や特徴について整理を行っ

た。また、要素試験装置を用いた流動性

把握試験（気体、液体、固体）、安全性評

価試験、耐久性評価試験における要求機能を整理し、これらを満足するために必要となる装置構成

や仕様及び運転方法を検討した。これらの調査及び検討結果に基づき、要素試験装置の概念設計を

行い、要素試験装置を構成する主要機器の寸法・容量等の仕様や操作条件、また上記各試験に対応

する装置の基本系統構成を明らかとした。概念設計に基づき、要素試験装置の製作設計及び製作を

実施し、試験装置としての機能を確認した(図 5 参照)。 
 
   (ii) 流動性把握試験 

液体の流動性については、液体供給方向が

下から上の場合、及び流速を 6cm/min とした

場合では、通液条件において塔内の流速が乱

れる傾向、または理論段高さが大きくなる傾

向が認められたが、4cm/min の流速で上から

下に通液した場合、流速の径方向への分布は

ほぼ一様となることが分かった(図 6 参照)。
本条件下においては、流体計算コード

FLUENT を用いた充填層内部の流動性解析

においても、流速分布は塔内に亘って一様で

あることを確認した。さらに、本流動性解析

において、吸着材の圧力損失を小さくした計算の場合壁面近傍の流速分布変化が大きくなったこと

から、本研究で使用する吸着材の圧力損失によって整流効果が得られていることが明らかとなった。 
気体の流動性に関しては、塔内への気体の供給量に係らず、充填層内の気体は分離塔から排出し

難く、これが塔内における液体の流速の均一性に悪影響を及ぼすことを確認した。 
固体の流動性に関しては、スラリー濃度 15w%以下、スラリー供給流量 6 L/min にて吸着材充填

を行うことが安定な充填層を形成させる上で望ましいことを確認した。また、塔下部より水を 5 
L/min 程度で供給し、充填層を崩壊させることにより、ほぼ全量の吸着材を塔内より抜き出すこと

が出来ることを確認した。 
 

   (iii) 安全性評価試験 
分離塔内における溶液の流速をパラメータ

とした温度特性評価試験より、想定する流速

の範囲では分離塔内部に局所的な熱分布が発

生した時、その影響は流速が小さく、また、

塔径が大きいほど顕著になることが示された。

図 7 に示すように、流速の増加に伴い分離塔

内の有効熱伝導率が上昇するため、流速が大

きい条件下では局所的な発熱の影響は緩和さ
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れること、また分離塔ジャケットを使用することにより塔内の温度分布はより均等なものになるこ

とを確認した。 
  (c) 遠隔運転保守技術の開発 

   (i) 遠隔操作性検討 
一般産業界や原子力発電所における吸着材充填・抜出方法について

調査した。この調査結果を踏まえて、遠隔操作により吸着材交換を行

う方法を検討・選択し、選択した方法の妥当性を新たに製作した吸着

材交換性評価試験装置を用いた試験により評価した。 
文献調査及びメーカーへの聞き取り調査から明らかとなった吸着材

の充填及び抜出に係る複数の方式の中から、分離塔の構造として「ス

ラリーを上部から供給」、「供給するスラリーはポンプ搬送」、「吸着材

の圧密化は水圧方式」を実験的に検討すべきとの結論を得た。 
上記の調査・検討にて得られた要件を反映した吸着材交換性評価試

験装置(図 8 参照)を製作し、スラリー濃度及び供給速度をパラメータ

とした吸着材充填試験、及び水供給速度パラメータとした吸着材抜出

試験を実施した。これらの試験から上記分離塔構造について基本的に

問題が無いことを確認するとともに、吸着材供給配管の洗浄機能等、

遠隔での吸着材交換において考慮すべき課題を明らかとした。 
 
   (ii) 計装・制御方法検討 

一般産業界や原子力発電所において採用されている吸着用及びクロマトグラフィ用の計装方法

や制御方法について調査を行い、自動運転を考慮した制御システムを検討した。また抽出クロマト

グラフィ法を用いた実用規模システムにおける異常事象を抽出し、これら異常事象を検知するため

の計測システム及び抑制方法を検討した。 
自動運転には分離塔へ供給する HLLW、分離回収を行う溶離液の供給の切替時期の自動化が重要

であり、制御項目として、供給時間、液量、分離塔出口の MA 成分濃度の 3 項目が挙げられた。こ

れらの制御を行う上で必要となる機能を主要構成機器毎に摘出するとともに、機能を満足するため

の管理項目及び方法を抽出した。 
システム内の主要機器である分離塔、タンク、ポンプ、配管を対象に、安全上の問題が生じる火

災・爆発への拡大、漏洩への拡大、臨界への拡大、閉塞への拡大の 4 つの観点、さらには機器機能

喪失の観点から、事象進展フローによる異常事象の抽出及び分類を実施した。これらの事象につい

て、その検知システムや進展抑制のためのシステムを検討し、分離塔における温度計及び圧力計の

設置や冷却系統の導入、配管への閉塞解除機能の付加等、必要となる計装機器や抑制方法を明らか

とした。 
 
  (d) 工学規模機器開発 

   (i) 工学規模試験装置設計・製作 
工学規模クロマトグラフィ装置の基本性能評価を行うための試験装置の調査及び構造を検討し

た。工学試験装置は 10kgHM/h の再処理プラントにおける HLLW 処理量（約 750L/d、実用規模

の 1/4 相当）を想定し、実機での運転形態を考慮した。さらに、遠隔運転に必要な計装・制御機構、

吸着材の充填・抜き出し機構などを備えたものとし、溶液の供給槽や貯留槽を含めた装置システム

とした。 
工学規模装置の情報収集においては、プラントの運用形態及び遠隔システムを対象とした調査を

行い、プラント運用を行う上で構築が必要となるシステム項目や遠隔システム開発時において考慮

及び要求される事項について整理を行った。本調査結果に加え、平成 18、 19 年度に実施した要素

機器開発、計装制御方法検討、遠隔操作性検討の結果を踏まえて、分離塔、装置システム、及び吸

着材の遠隔交換方法を検討した。分離塔に関しては、塔内の安全計装や冷却機構、吸着材の充填・

抜出方法等を考慮し、その概念構造や運転方法を決定するとともに、装置システムについては、流

量及び時間管理による自動運転制御の採用が適当と考えられ、溶液切替のための機器構成や各種溶

液の供給・回収システム等を明確化した。また、吸着材の遠隔交換方法に関しては、吸着材をスラ

リーで取り扱い、機器を一括して交換する方式が も適切であると考えられた。以上の検討結果を

基に、工学規模装置の概念を明らかとした(図 9 参照)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（３）試験等の結果のまとめ 

① プロセス開発においては、HDEHP、CMPO 及び R-BTP 吸着材について、吸着材の比較・評価・

選定に資するために必要となる分離性能に関わる各種データの取得を終了した。また、R-BTP 吸
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図-8  遠隔用分離塔の構造

図-9  工学規模設備（実用環境想定）の全体構成概念
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着材の安全性評価に必要となる各種データの取得や劣化物の同定を進めるとともに、CMPO 吸着

材の耐α線性に関するデータ取得を行った。さらに、HDEHP 及び CMPO 吸着材について、使

用済吸着材の処理に資する各種データの取得を進めた。 
② 要素機器開発においては、抽出クロマト要素試験装置の製作を完了し、本装置を用いて、分離

塔内における固体（吸着材）、液体（プロセス溶液）及び気体（放射線による分解ガス）の流動

性確認試験を実施し、良好な流動性が得られる運転条件を得た。また、本要素試験装置等を用い

た安全性評価試験では、安全性に係わる温度特性（熱物性）を取得するとともに、定常運転時に

おける運転温度を供給液用加熱ヒーターや温度調整ジャケットにより安定に確保できることを

確認した。 
③ 遠隔運転保守技術の開発においては、一般産業界や原子力発電所における吸着材充填・抜出方

法について調査を行い、この結果を踏まえて、遠隔操作により吸着材交換を行う方法を検討・選

択した。選択した方法の妥当性については本方法を反映した吸着材交換性評価試験装置を用いた

試験により評価を行い、基本的に問題が無いことを確認した。また、抽出クロマトグラフィ法を

用いた実用規模システムにおける異常事象を抽出し、これら異常事象を検知するための計測シス

テム及びその抑制方法を明らかとした。 
④ 工学規模機器開発においては、工学規模装置の基本性能評価を行うため、遠隔運転に必要な計

装・制御機構、吸着材の充填・抜き出し機構、溶液の供給槽や貯留槽を含めた装置システムの構

造検討を実施し、工学規模装置の概念を明らかとした。 
 
５．成果目標の達成見通しについて 

今後、各種吸着材の性能、安全性、再利用性等を系統的に整理し、比較評価を行うことで 適な

吸着材およびフローシートの選定を行う。また、要素試験装置を用いた安全性、耐久性試験、工学

規模試験装置を用いた遠隔操作性試験等を実施することで、システムの成立性を実証する。更にこ

れらの結果を踏まえ、実用規模システムの概念を構築していくことで、成果目標が達成可能となる

見通しである。 
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添付資料 4. 2. 1-6 廃棄物低減化（廃液二極化）技術の開発

(1) 液体廃棄物処理技術の開発 
 
１．開発目的 

廃棄物全体の発生量の大幅な削減を達成するため、各種液体廃棄物を濃縮操作によりガラス固化

する高レベル廃液と海洋放出可能な極低レベル廃液に 2 極化する液体廃棄物処理の確立を図る。 
 
２．実施内容 

廃液中の金属塩排除の観点からオフガス洗浄工程のソルトフリー化に関わるプロセス基本性能

を確認する。併せて、分析工程のソルトフリー化あるいは計測での対応等により濃縮妨害試薬の排

除を進め、所定の濃縮度及び除染係数が達成できることを確認する。さらに、余剰硝酸分解プロセ

ス技術の基本性能（適用性）を確認する。これらの結果を踏まえて、ソルトフリープロセス条件に

対応した工学規模装置の基本設計を行う。 
 
３．スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．これまでの成果 

（１）研究方法 

オフガス洗浄工程のソルトフリー化に関する既存技術の調査を行う。 
 
（２）主要成果 

  (a) オフガス洗浄工程ソルトフリー化検討 
オフガス処理系統のソルトフリー化を検討する際にベースとなる情報について、調査及び整理を

以下の項目に従って実施した。 
・FaCT におけるオフガス処理系への設計要求及びこれに対するフェーズ II までの検討結果 
・既存施設（東海再処理工場（TRP）、六ケ所再処理工場（RRP）、工学規模ホット試験施設（RETF））

のオフガス処理系概要（設計要求、これに対する系統構成及び実績値） 
・ソルトフリー化に伴い必要となる開発項目の整理 

これらの調査結果において、ソルトフリー化の観点からポイントとなる点は以下のとおりである。 
 

・調査対象のうち、塩廃棄物を生ずる試薬（NaOH を使用）を使用している設備としては、東海

再処理工場の DOG 及び VOG 系の洗浄塔が挙げられる（他は希硝酸及び純水を使用）。 
・上記の洗浄塔の主目的としてヨウ素及びその他の核種（エアロゾル）が挙げられるが、エアロ

ゾルの除去については洗浄試薬の種類を問わないものと考えられる（エアロゾル除去が物理的

な除去によるものであるため）。 
・NaOH の使用は以下の化学反応に基づくヨウ素の除去に主眼を置いている（湿式法）。 

3I2 + 6NaOH = 5NaI + NaIO3 + 3H2O 
 DF としては 10～102程度を確保している。 
・東海再処理工場を除く他の施設では、ヨウ素除去としてヨウ素吸着塔（フィルター）（AgX, AgZ, 

AgS, AgA）を採用している（乾式法）。DF としては 102程度の確保を想定している。 
 
以上のように、オフガス系統のソルトフリー化に伴い注意すべき点はヨウ素に対する除染係数の

確保であり、現状としては代替技術として導入が図られているヨウ素吸着塔（フィルター）におい

て所定の除染係数を確保することが重要となる。 
ヨウ素吸着剤である AgX, AgZ, AgS, AgA 等については、種々の条件下におけるヨウ素の吸着特

性把握試験から、オフガス中の水分濃度及び NOx 濃度の影響を受けることが知られており、DF 確

保の観点から、入口ガスの水分及び NOx 濃度管理（低濃度）、さらに温度管理（高温度）が要求さ

れる（表 1 参照）。これら要求される NOX濃度等の確保については、過去実施された NOx 吸収塔

及びヨウ素追出塔を用いた工学規模コールド試験により、所定の条件（RETF の運転条件）下にお

いて達成できる見込みが得られている。 
今後、その適用条件範囲を見定めるため、同系における定量的データ及び各種ヨウ素吸着剤の吸

着特性データの拡充を進めるとともに、ヨウ素吸着塔を含めた総合システムにおける NOx 及びヨ

ウ素挙動の把握を行い、プロセスデータを蓄積していくことが望ましい。また、これらの実験結果

をベースに NOx 吸収に関わる既存のシミュレーションコード（ABNOx 等）の適用性評価を進め

るとともに、ヨウ素の追出や吸着に関わるシミュレーションコードの整備を図ることが、設計 適

化の観点から必要であると考えられる。 
 
 
 
 
 
 

③硝酸分解技術③硝酸分解技術
検討・評価検討・評価

②濃縮妨害試薬②濃縮妨害試薬
排除検討排除検討

進捗状況

液体廃棄物処理技術の液体廃棄物処理技術の
開発開発

①オフガス洗浄工程①オフガス洗浄工程

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度 20082008年度年度項目項目

③硝酸分解技術③硝酸分解技術
検討・評価検討・評価

②濃縮妨害試薬②濃縮妨害試薬
排除検討排除検討

進捗状況

液体廃棄物処理技術の液体廃棄物処理技術の
開発開発

①オフガス洗浄工程①オフガス洗浄工程

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度 20082008年度年度項目項目

調査・検討
試験装置
設計・製作

洗浄性能
確認試験

分析項目調査・代替試薬検討

候補技術の
調査等

候補技術の性能
確認試験

：実施済 ：実施中 ：実施予定：実施済 ：実施中 ：実施予定
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（３）試験等の結果のまとめ 

オフガス処理系統のソルトフリー化に関わる既存技術の調査・整理においては、ソルトフリー化

に伴い注意すべき点はヨウ素に対する除染係数の確保であること、代替技術として導入が図られて

いるヨウ素吸着塔（フィルター）において所定の除染係数を確保するためには吸着塔入口ガスの水

分、NOx 濃度管理（低濃度）、及び温度管理（高温度）が必要となること等を確認した。これら要

求される NOX 濃度等の確保については、所定の条件下においては達成できる見込みが得られてい

るものの、その適用条件範囲を見定めるため、各種ヨウ素吸着剤の吸着特性データ等の取得や NOx
吸収やヨウ素の追出・吸着に関わるシミュレーションコードの整備を進めることが望ましい。 

 
５．成果目標の達成見通しについて 

本研究開発については、今後、以下に示すオフガス洗浄工程のソルトフリー化検討、分析工程等

のソルトフリー化検討、余剰硝酸分解技術に関する試験等を実施していくことで、計画通り評価で

きる見通しである。 
オフガス洗浄工程のソルトフリー化検討については、水洗浄によるオフガス洗浄条件を見定める

とともに設計データに資するため、種々の条件下における NOx 吸収塔での NOx 吸収効率等を取得

し、既存のシミュレーションコードを用いた比較評価を実施する。併せて、各種ヨウ素吸着剤を対

象に、飽和吸着量や DF に対する NOx 濃度及び水分濃度の影響等の吸着特性データを拡充するこ

とにより、適用条件に関する技術根拠を取得する。 
濃縮妨害試薬の排除については、再処理工場における分析項目、手法、使用試薬種類・量及び廃

液処理方法の調査・整理を行うとともに、これらの結果に基づき必要に応じて代替法を検討し、分

析工程のソルトフリー化を進める。この結果等に基づく組成を有する廃液について、模擬廃液を用

いた濃縮試験等により所定の濃縮度及び除染係数を得るための条件に関する技術根拠を取得する。 
余剰硝酸分解技術開発に関しては、候補となる硝酸分解技術を調査・選定し、要素試験装置を用

いた性能評価試験によりその基本性能を取得する。 
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(1) S.Hattori et al., "Removal of Iodine from Off-Gas of Nuclear Fuel Reprocessing Plants with Silver Impregnanted Adsorbent",
18th DOE/Air Cleaning Conf.

(2) J.G.Wilhelm et al., "HEAD-END IODINE REMOVAL FROM A REPROCESSING PLANT WITH A SOLID SORBENT", 
14th ERDA Air Cleaning Conf.

(3) J.G.Wilhelm et al., "AN INORGANIC ADSORBER MATERIAL FOR OFF-GAS CLEANING IN FUEL REPROCESSING PLANTS",
12th AEC Air Cleaning Conf.
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１．開発目的 

金属イオン（Na イオン）を含む試薬の使用に伴い発生する塩廃棄物の発生を抑制するため、溶

媒洗浄工程のソルトフリー化プロセスの洗浄効率性能に関する技術根拠、さらにはソルトフリー試

薬分解装置等の基本性能達成や安全性評価の技術根拠を提示し、溶媒洗浄工程のソルトフリー化を

図る。 
 
２．実施内容 

実劣化溶媒を用いた洗浄効率性能評価、ソルトフリー試薬の分解生成物に関する挙動評価、不純

物共存下及び実劣化溶媒洗浄後のソルトフリー試薬を対象とした分解性評価、及びこれらによる分

解装置等の構造材腐食性検討を実施する。 
 
３．スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
４．これまでの成果 

（１）研究方法 

(a) ソルトフリー洗浄試薬として使用される炭酸ヒドラジン及びシュウ酸ヒドラジンを対象にこれ

らの試薬の分解手法として検討が行われている電気分解及び加熱分解に関わる試験を実施し、そ

の分解性及び気相を含めた分解生成物の挙動評価を行う。また、炭酸ヒドラジンについては貯蔵

条件下での安定性に関わるデータを取得する。 
(b) ソルトフリー試薬使用条件下における構造材の腐食性評価の一環として、電解装置の構造材と

して挙げられる Ti、及び蒸発缶の構造材として挙げられる SUS310Nb、SUS316L 及び SUS304
について、それぞれの使用条件下における各種材料の腐食性評価試験を実施する。 

 
 
 
 
 

（２）主要成果 

  (a) 分解生成物挙動評価試験 
電気分解時の挙動については、旧 RETF の電解槽における電解条件をベースに実施したバッチ式

電気分解試験（図 1）において、ヒドラジンは試験開始直後からその濃度が単調に減少し、10 時間

の電解で 98%以上が分解した。また、電解時の温度が高いほどその分解速度が速くなる傾向が認め

られた（図 2）。一方、シュウ酸は試験開始直後は比較的穏やかに濃度が減少するものの、ヒドラジ

ンの分解後にその分解速度が加速し、10 時間の電解で 80%以上が分解した（図 3）。このようなシ

ュウ酸の分解に先行してヒドラジンの分解が進行する挙動は、過去実施された一連の電解試験結果

と一致している 1)。 
以上の電解試験において分解生成物として生ずるアンモニア（NH3）の液相中の濃度変化を図 4

に、またアジ化水素（HN3）の液相中及び気相中の濃度変化を図 5 にそれぞれ示す。アンモニアに

ついては、低温での電解時には液相中に常に一定の濃度（数 mM）で存在しているが、高温での電

解時には電解後期（ヒドラジンの分解終了のタイミングとほぼ一致）においてのみ有意量が計測さ

れている。また、気相中の濃度変化に関しては、80℃での電解終了間際の 1 時間に極微量の発生

（0.32µmol）が観察された以外は、いずれも試験においても検出下限値（0.01µmol）以下であっ

た。一方、アジ化水素については、何れの温度条件においても電解開始直後から検出されており、

その濃度は電解開始後 6 時間程度までほぼ一定の値（数 mM）を保ち、その後大きく減少する傾向

を示している。また、気相中の濃度変化に関しては、60℃以上の電解条件下において、電解開始後

間もなく気相中への移行が認められ、ヒドラジンの分解が終了する電解後期までその移行が続く

（ヒドラジンの分解終了とともに移行が停止する）様子が観察された。各電解試験における電解終

了後の物質収支（窒素原子に注目したもの）を表 1 に示す。いずれの電解条件においても窒素原子

を含む主要な分解生成物は硝酸（液相）及び窒素（気相）であり、安全上問題となり得るアンモニ

ア及びアジ化水素については液相中及び気相中ともにその発生は少量である（アンモニアについて

はヒドラジン分解量の 4%程度（mol 量換算。全窒素換算では 2%程度）に相当する量が液相中に発

生、アジ化水素については低温条件下においては同分解量の 0.5%程度（全窒素換算では 0.8%程度）

に相当する量が液相中に発生、高温条件下においては 0.02%程度（全窒素換算では 0.03%程度）に

相当する量が気相へ移行）。 
以上のようにソルトフリー試薬の電気分解において生成するアンモニア、アジ化水素等の分解生

成物については、その発生量や挙動から安全上大きな問題とはならないものと考えられるが、長期

運転時におけるこれら物質の局所的な堆積の可能性や電解工程の効率化（シュウ酸の効率的な電

解）を考慮する場合には、NOx 吹込み等によるヒドラジンの分解（電解工程前におけるヒドラジン

の完全分解）を選択肢として検討する必要が生ずる。また、DBP 等の TBP 劣化物や各種 FP 共存

下（実廃液組成相当）における電解挙動については別途評価が必要である。 

進捗状況

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

溶媒洗浄技術の開発溶媒洗浄技術の開発

20082008年度年度項目項目

進捗状況

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

溶媒洗浄技術の開発溶媒洗浄技術の開発

20082008年度年度項目項目

分解生成物挙動
評価試験

実劣化溶媒の
洗浄試験

電解装置等構造材腐食性検討

実劣化溶媒洗浄廃液の
分解試験 ［ホット試験］

：実施済 ：実施中 ：実施予定：実施済 ：実施中 ：実施予定

添付資料 4. 2. 1-6 廃棄物低減化（廃液二極化）技術技術の開発

(2) 溶媒洗浄技術の開発 
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加熱分解時の挙動については、東海再処理工場における HA 蒸発缶の運転条件をベースに実施し

た金属元素を含まない模擬廃液（2.5M 硝酸＋ソルトフリー試薬）を対象とした加熱分解試験にお

いて、10 時間の加熱によりシュウ酸の約 20%及びヒドラジンの約 32%が分解した。 
分解生成物として生ずるアンモニアについては、分解開始直後から液相中に微量検出され（数十

µM 程度）、加熱終了時まで徐々に濃度が増加する傾向が確認さ

れた（図 6）。また、気相への移行は認められなかった。一方、

同じく分解生成物であるアジ化水素については、気相中にのみ

検出され、分解時間とともにその積算量が増加する様子が観察

された（図 7）。加熱分解試験における加熱終了後の物質収支（窒

素原子に注目したもの）を表 2 に示す。窒素原子を含む主要な

分解生成物は窒素（気相）であるが、ヒドラジン分解量の 0.2%
程度（mol 量換算。全窒素換算では 0.06%程度）に相当するア

ンモニアが液相中に発生するとともに、同分解量の 4%程度（全

窒素換算では 4.7%程度）に相当するアジ化水素が気相へ移行し

ている。前述の電気分解試験の結果と比較した場合、アンモニ

アの発生割合は低くなっているものの、アジ化水素の発生割合

が大きく増加していることが確認できる。 
一方、東海再処理工場における HA 蒸発缶の運転条件をベー

スに実施した金属元素を含む模擬廃液（HA 模擬廃液＋ソルト
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表-1 電気分解試験における物質収支

  沸点 

  mol % 

減量     

 ヒドラジン 1.97E-02 83 

 硝酸 7.96E-03 17 

 全窒素原子換算 4.74E-02 100 

増量     

 アンモニア（液相） 2.79E-05 0.06 

 アジ化水素（液相） - - 

 亜硝酸（液相） - - 

 N2O（気相） 7.25E-04 3.06 

 アジ化水素（気相） 7.35E-04 4.65 

 N2（気相） 2.18E-02 91.98 

 NOx（気相） - - 

 全窒素原子換算 3.77E-01 100 

表-2 加熱分解試験の物質収支
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フリー試薬）を対象とした加熱分解試験では、HA 模擬廃液にソルトフリー試薬を添加した時点で

発熱及び気体発生が生じ、加熱開始 2 時間後には液相中のシュウ酸濃度が検出下限値（1.11mM）

以下となったが、ヒドラジンについては加熱開始 10 時間後も濃度変化が殆ど認められなかった（図

8）。本試験においては、加熱開始 2 時間後に析出物の発生が認められていること（析出物の分析は

未実施）、またヒドラジンの濃度変化が認められないにも関わらず加熱開始直後より相当量のアン

モニアが液相中に検出されていること（約 20mM（初期ヒドラジン量の 20%に相当））等、詳細な

検討を必要とする点が幾つか残されている。 
今後再試験等によりこれらの結果の再現性を確認するとともに、金属元素の有無によるソルトフ

リー試薬の加熱分解挙動の違いを明らかとしていくことが、ソルトフリー試薬電解処理後の廃液

（未分解ソルトフリー試薬を含む）の後処理方法、さらには加熱のみによるソルトフリー試薬分解

の可能性を検討する上で必要になるものと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
炭酸ヒドラジン安定性については、貯蔵条件下における炭酸ヒドラジンの安定性を評価するため、

温度及びエアパージ流量をパラメータとした試験を実施した。 
20～55℃での貯蔵条件下における溶液中の炭酸濃度変化評価試験では、温度の上昇に伴い炭酸濃

度の減少速度が加速する傾向が確認され、55℃の試験においては 30 日間（720 時間）の貯蔵によ

り初期濃度の 36％に低下した（図 9）。 
一方、エアパージ流量をパラメータとした炭酸濃度変化評価試験では、いずれの流量においても

炭酸濃度の大幅な減少が認められ、30 日間のエアパージにより初期濃度の 2~10％程度まで低下し

た。また、パージ流量の増加により炭酸濃度の減少速度が加速する傾向が確認された（図 10）。 
今後、これらの試験結果を踏まえて、炭酸ヒドラジン溶液の貯蔵方法・条件等を決定していく必

要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (b) 電解装置等構造材腐食性検討 

ソルトフリー試薬使用条件下における構造材の腐食性評価の一環として、以下に示す 3 条件下に

おける各種材料の腐食性評価試験を実施した。 
・RETF 電解試験装置（R54R12）使用条件（試験条件 1） 
・東海再処理工場 HA 蒸発缶運転条件（RETF からの残留ソルトフリー試薬受入を想定）（試験

条件 2） 
・東海再処理工場 LA 蒸発缶運転条件（東海再処理工場溶媒洗浄系へのソルトフリー試薬導入を

想定（試験条件 3） 
各条件下における腐食速度評価試験より得られた結果を表 3 に示す。試験条件 1 においては裸の

Tiでは完全な耐食性は持たないこと、試験条件2においてはSUS310Nbは高い耐食性を示すこと、

試験条件 3においては SUS316L 及び SUS304 は完全な耐食性は持たないことをそれぞれ確認した。

腐食試験後の材料試験片の評価試験を実施した結果、SUS316L ではわずかに粒界腐食が観察され

た。また SUS304 では、表面に凹凸が観察されたことから、溶解による全面腐食が進行したものと

推定された。なお、表面ミクロ観察の結果では、組成変化や被膜の生成は観察されなかった。 
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今後、DBP 等の TBP 劣化物や各種 FP 共存下における各種材料の腐食性についてデータ取得を

進めるとともに、これらの結果を踏まえて、構造材の材料を決定していく必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（３）試験等の結果のまとめ 

溶媒洗浄工程に関わるソルトフリー試薬の分解性及び分解生成物評価においては、ソルトフリー

試薬の電気分解より生成するアンモニア、アジ化水素等の分解生成物については、その発生量や挙

動から安全上大きな問題とはならないものと考えられること、しかしながら長期運転時におけるこ

れら物質の局所的な堆積の可能性等を考慮する場合には、電解工程前におけるヒドラジンの完全分

解を選択肢として検討する必要が生ずること等を明らかとした。ソルトフリー試薬の加熱分解につ

いては、対象溶液中における金属元素の有無によりその分解挙動に大きな違いが生ずる可能性が示

された。今後、ソルトフリー試薬電解処理後の廃液（未分解ソルトフリー試薬を含む）の後処理方

法、さらには加熱のみによるソルトフリー試薬分解の可能性を検討するために、より詳細な評価を

進めることが望ましい。 
溶媒洗浄工程に関わるソルトフリー試薬共存下における材料の腐食性評価においては、RETF 電

解試験装置使用条件下では裸の Ti では完全な耐食性は持たないこと、RETF からの残留ソルトフ

リー試薬受入を想定した東海再処理工場 HA 蒸発缶運転条件下では HA 蒸発缶の構造材である

SUS310Nb は高い耐食性を示すこと、東海再処理工場溶媒洗浄系へのソルトフリー試薬導入を想定

した東海再処理工場 LA 蒸発缶運転条件下では LA 蒸発缶の構造材である SUS316L 及び SUS304
は完全な耐食性は持たないことをそれぞれ確認した。 

 

５．成果目標の達成見通しについて 

本研究開発については、今後、以下に示す実劣化溶媒を用いた洗浄効率性能評価試験、不純物共

存下におけるソルトフリー試薬分解性評価試験等を実施していくことで、計画通り評価できる見通

しである。 
実劣化溶媒を用いた洗浄効率性能評価については、過去の試験において十分なデータが取られて

いない低硝酸濃度領域における実劣化溶媒に対するソルトフリー溶媒洗浄の性能評価試験を中心

に実施する。 
不純物共存下におけるソルトフリー試薬を対象とした分解性評価については、DBP 等の TBP 劣

化物や各種 FP 共存下におけるソルトフリー試薬の電解及び加熱による分解性及び分解生成物の挙

動を把握するとともに同分解条件下における各種材料の腐食性を評価するための試験を実施する。

これらの結果を踏まえ、実劣化溶媒洗浄後のソルトフリー試薬を対象とした分解性評価を行う。 
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１．開発目的 
主要機器概念の開発に関しては、主要工程に関する実験室規模での照射燃料試験、Pu 試験、工

学規模ホット試験(米国で実施)のデータ解析、工程機器やマテリアルハンドリング技術開発等を継

続することにより、主要機器及び施設概念を提示する。  
 
２．実施内容 
  [プロセス開発] 

(1) 照射燃料試験による、主要工程内でのアクチニドと FP の物質分布の実測 
 （電中研/ITU 共研） 

(2) U,Pu,Am を用いた主要工程シーケンス試験による、主要工程全体の物質収支の 
 測定及び回収率の実測、統計データの蓄積（於 CPF:JAEA/電中研共研） 
(3) Cd 陰極による Am,Cm,Np 回収データの実測（JAEA） 
(4) 工学規模ホット試験(INL)で使用した工学規模電解槽中のアクチニドと FP の 
 物質分布の測定、残渣の実測（電中研/INL 委託） 
(5) 主要プロセスのシミュレーションコードの開発（電中研） 

  [機器開発] 
(6) 主要工程（電解精製、陰極処理、抽出）の工学試験装置の開発と U や模擬物質を 
 用いた試験による性能確証（電中研） 
(7) 高温融体（溶融塩、液体カドミウム）の輸送・制御技術の開発（電中研） 

 
３．スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）ﾏﾃﾊﾝ：ﾏﾃﾘｱﾙﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ  ITU：EU 超ｳﾗﾝ元素研究所  INL：米ｱｲﾀﾞﾎ国立研究所、ANL：
米ｱﾙｺﾞﾝﾇ国立研究所 

 
４．これまでの成果 

（１）照射燃料試験による、主要工程内でのアクチニドと FP の物質分布の実測 
  (a) 研究方法 

Phenix 炉で照射した MA 含有金属燃料(4 組成)、及び、照射済み MOX 燃料を用いて電解精製、

抽出、及び、電解還元試験を行い、アクチニドと FP の分布を実測する。 
 

  (b) 主要成果 
照射済み金属燃料を用いた電解精製試験に向け、遠隔対応の試験冶具を新たに製作するととも

に、燃料のせん断に着手した。 照射済み MOX 燃料の電解還元試験を行った。 
MOX 燃料の電解還元では、FP の分布に関しコールド試験からの予測と一致する結果を得た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）U,Pu,Am を用いた主要工程シーケンス試験による、主要工程全体の物質収支の測定及

び回収率の実測、統計データの蓄積 
  (a) 研究方法 

20g/バッチ規模の電極と 1kg 規模の塩浴からなる U,Pu,Am 試験設備を用い、電解精製、合金イ

ンゴット化、(MOX 燃料を対象とした電解還元)のシーケンス(連続/繰返し処理)試験を行う。回収

物、残渣、塩浴、等の組成変化を分析し、全体工程の物質収支及び U,Pu,Am の回収率を実測する。

繰返し試験により、分析値のばらつきを評価する。 
  (b) 主要成果 

20g 規模での MOX ペレット(もんじゅ同等品)の電解還元とインゴット化に成功した(4 バッチ連

続 )。得られた U-Pu 合金を電解精製し、核物質のマスバランスを維持したままで

(U:>95%,Pu:~100%)、U製品とU-Pu-Am製品の回収に成功した(4バッチ連続)。U製品中のPu,Am
濃度が~200ppm,~5ppm であること、U が不純物ゲッターとして機能し Pu マスバランスが高く維

持されること、形成される U の残渣は新たに開発したリワーク技術により塩化物に再生できるこ

と、等の新しい知見を得た 1)。 
UPuZr 三元合金を試作し、シーケンス試験における Zr の影響評価に着手した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付資料 4. 2. 1-7 副概念（金属電解法）の開発 

(1) 主要機器概念の開発(※ ) 

主要工程機器開発

～201520102009200820072006開発実施項目

主要工程機器開発

～201520102009200820072006開発実施項目

小規模ホット試
験設備の設計・
許認可・製作

ﾏﾃﾊﾝ開発（JST公募）

Metaphix照射燃料試験再処理試験
(電中研-ITU共研）

主要工程小規模連続試験(JAEA-電中研共研）

工学規模ホット
試験設備の概

念設計

電解，陰極処理，TRU抽出（JST公募）電解，陰極処理，TRU抽出（JST公募）

ﾎｯﾄ試験ﾃﾞｰﾀ分析(電中研-INL共研）ﾎｯﾄ試験ﾃﾞｰﾀ分析(電中研-INL共研）

Cd陰極によるMA分離係数測定

図１ MA 含有金属燃料の照射条件の概略 
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（３）Cd 陰極による Am,Cm,Np 回収データの実測 
  (a) 研究方法 

数百グラム程度の溶融塩で U、Pu、Np、Am、Cm を用いて、Cd 陰極による TRU 一括回収試

験を実施中。浴塩中核物質濃度と組成をパラメータに実施し、分離係数を導出する。 
  (b) 主要成果 

U,Pu,MA(Np.Am,Cm)を含む溶融塩から Pu+MA（Np,Am,Cm）を一括回収できることを確認

し、MA は Pu との分離係数はほぼ１で液体 Cd 陰極に電解回収されることを確認した。塩中核物

質濃度が低い（約 1％）条件でも MA は一括回収された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）工学規模ホット試験(INL)で使用した工学規模電解槽中のアクチニドと FP の物質分布

の測定、残渣の実測 
  (a) 研究方法 

電解精製工程からの核燃料物質および MA のロスが、全処理量の 0.5％以下に抑えられることを

確認する目的で、米国アイダホ国立研究所(INL)において操業中の電解精製装置（Mark-Ⅳ、直径

102cm×深さ 34cm、2004 年時点の処理量 651kg）や、照射済金属燃料ピンよりサンプルを採取

し、アクチニドおよび FP の分布や残渣の発せ状況を調査する。 
  (b) 主要成果 

 電解槽浴塩中に浮遊する固形物は、主に U や Cd からなる物質であり、その発生量は、これ

まで処理された燃料の総量に対して 0.018wt%ときわめて少量であった 。コアサンプルにおける

塩/Cd 界面の観察から、酸化物等の固形物は確認されなかった。電解槽内壁を模して設置した材料

試験片には Cd と U とから成る物質が付着していた。単位面積当たりの発生量の評価結果より、

電解槽全体へ付着量する U 量は、それまでに処理された燃料の量の 0.06wt%程度とわずかである

ことが分かった。電解精製前の被覆管内面には Ce や Pu が拡散した反応層が形成していたが、こ

れらの元素は電解精製により除去されることが確認できた。付着している塩には U や Pu が含ま

れていたが、その量は、処理された燃料の量に対し、0.1wt%程度であった。 
以上の結果より、電解精製工程からの核燃料物質および MA のロスが、0.2wt%以下であり、プ

ロセス成立性の観点から問題ないレベルであることが確認できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）主要プロセスのシミュレーションコードの開発 
  (a) 研究方法 

主要プロセス(電解精製、電解還元、等)で発生する素反応(陽極溶解、固体陰極回収、Cd 陰極回

収、酸素の脱離、等)のメカニズムに基づいて、シミュレーションモデルを構築し、コード化の基

礎を固める。 
  (b) 主要成果 

素反応ごとに、基礎原理に基づいたモデルの基礎を構築した。試験で取得した実測値を用いて、

モデルの検証と高度化を実施中。 
 

（６）主要工程（電解精製、陰極処理、抽出）の工学試験装置の開発と U や模擬物質を用い

た試験による性能確証 
  (a) 研究方法(いずれも、MEXT 公募において実施) 

工学規模の電解精製装置(塩浴:200kg,Cd 陰極:60kg,実機の約 1/4 規模)を設計/製作し、実機設計

に不可欠な技術(融体移送型 Cd 陰極、微粉末を含有した溶融塩の移送)に関する機能確認を行う。 
工学規模の多段抽出装置(処理量:約 1 リットル/時間,3 段)を設計/製作し、抽出効率や抽出速度等

に関する機能確認を行う。 
陰極回収物からの付着塩の蒸留分離試験装置を設計/製作し、U からの付着塩分離試験、U-Zr 合

U-Pu合金陽極と固体陰極／液
体Cd陰極により、４バッチ連続
での電解試験を実施

塩、Cd蒸留を経て、U-Pu合金イ
ンゴットを回収

高い物質収支（U＞96%，Pu～
100%）を達成

電解槽中の核物質濃度変化

#1 #2 #3

図 2 電解精製シーケンス試験の概略 

 

塩／Cd界面付近の線分析結果 塩／Cd界面後方散乱電子像

Cd塩

塩／Cd界面付近の線分析結果 塩／Cd界面後方散乱電子像

Cd塩

図 4 工学規模ホット電解精製装置(INL)における Cd/塩界面の実測 

図 3 Pu に対する MA の分離係数（一部） 

【主な試験条件】 

LiCl-KCl 共晶塩：300g 

Cd 陰極：100g 

陽極：金属 U 

電解温度：500℃ 

塩中の初期核物質濃度：1％ 

塩中の初期 U/Pu 比：2/1 

陰極電流密度：1.6, 0.5 A/cm2 

核種 M の分配係数：DM=Cmelt/CCd 

Pu に対する分離係数：SM=DM/DPu 

 

0

1

2

3

4

5

S‐U S‐Np S‐Pu S‐Am S‐Cm

Run‐2

Run‐5

1.6A/cm2 

0.5A/cm2 
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金の溶融インゴット化試験、るつぼ材料と溶融金属の高温両立性試験を行う。 
  (b) 主要成果 

電解精製装置について、Pu と物性の近い模擬物質(Gd)を用い、融体移送型 Cd 陰極で回収した

Gd を輸送してから陰極処理し、高いマスバランス(>99%)での金属 Gd の回収と Cd のリサイクル

にそれぞれ成功した。プロセス処理速度(電解速度、輸送速度、蒸留速度)を測定し、実機の概念検

討の基礎知見を得た(機器設計に反映)。 
向流多段抽出装置について、10～25cc/分の流速範囲において、基礎物性から推定した機器性能

が達成できることを確認した(実機設計(6 段)に反映)。 
蒸留分離試験装置について、試験装置を設置し、塩蒸留の予備試験に着手した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 6 型 Cd 陰極装置の構成 

図 8 規模向流多段抽出装置の概略 

図 5 電解精製装置（コールド）の概略 

  ・最高使用温度： 160 ℃
・内部圧力：10P ～常圧 
・外径30m までのるつぼ3個配置可能

→1個あたり装荷 U -Zr 量：～ 1 g 
・Uグローブボックへの搬入・据付済

図 7 分離試験装置の概略 
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（７）高温融体（溶融塩、液体カドミウム）の輸送・制御技術の開発 
  (a) 研究方法(MEXT 公募において実施⇒2009 年より電中研で実施) 

工学規模の試験装置を設計/製作し、溶融塩の流動性、遠心ポンプの機能性、微粉末の影響等を

調べる。 
  (b) 主要成果 

遠心ポンプの輸送特性を解明し、工学規模での約 500℃の溶融塩及び液体 Cd の輸送において、

何れも 1～3 リットル/分程度の実用的な流速で制御できることを示した 7)。さらに、使用済み燃料

の溶解時に不溶解性 FP が溶融塩中に分散する場合を想定し、ステンレス製の微粒子が溶融塩中に

混在する条件での試験を行い、溶融塩と微粒子を同時に輸送する際に要する流速の評価式を導出

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．試験等の結果のまとめ 
  [プロセス開発] 

照射済み燃料や MOX ペレットを用いた主要工程の基礎試験により、実用条件における核物質や

FP の主要工程内部での分布、及び、その変化を明らかにした。リワーク工程等を付加することで、

実用条件において高い核物質回収率(>99%)が達成できる見通しを得た。 
懸念された残渣発生については、INL の工学試験装置では発生が見られないこと、発生する場

合には主成分が U となること、を示した。 
Cd 陰極に関する Cm の分離係数等、新たな基礎データを蓄積した。 
これらの基礎データを活用したシミュレーションコード開発に着手した。 

  [機器開発] 
主要工程機器のうち、電解精製装置、向流多段抽出装置については、新たな装置概念(融体移送

型 Cd 陰極)も盛り込んだ工学装置が所定の性能を達成することを確認した。 
陰極処理装置については、試験装置の設計/製作/据付まで達成した。 
これらの工学試験装置で得られた成果に基づいて装置概念を改良し、実用工学装置の設計/製作

に着手する(実用電解精製装置は 2010 年に製作予定)。 
 

６．成果目標の達成見通し 
プロセス開発に関する基礎データは、予定どうりに蓄積されている。2010 年までに、照射金属

燃料を処理したデータ、リワーク技術に関するデータ、等がさらに蓄積される。 
電解精製装置と抽出装置については、既に実用装置開発のための基礎知見をとりまとめた。今

後、長期安定性の評価を行う。蒸留装置については、2010 年までに機能確認を行う。2010 年まで

に、プロセス基礎データと、実用工学技術を反映した実用型電解精製装置の設計/製作を行う。こ

れらにより工学技術としての成立性を確証できる見込みである。 
 
 
 
参考文献 

1) M.Kurata et al.,"Sequential process test for metal pyro-processing using U, Pu, and 
Am",Proceedings of Atalante2008, May 18-23, Montpellier, France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 9 融体輸送工学試験装置の概略 
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１．開発目的 
金属電解法における計量精度を評価するための基礎データを蓄積する。 
封じ込め監視を主とし、補足的に直接計量を行う新たな保障措置概念の適用性の検討を行、実

用施設に適用し得る保障措置概念を提示していく。また、必要に応じてプロセスの見直しも視野

に入れ、保障措置性を有する施設概念を検討する。 
 
２．実施内容 

(1) 計量精度評価と向上のための基礎データの蓄積（電中研、JAEA/電中研） 
(2) インベントリ測定技術の開発（JAEA、電中研） 
(3) 保障措置概念の検討 (JAEA） 

 
３．スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．これまでの成果 

（１）計量精度評価と向上のための基礎データの蓄積 
  (a) 研究方法 

国内における核物質を用いた試験における物質収支及びその変動データ、米国アイダホ国立研

究所(INL)で行われている工学ホット試験で使用されている電解槽（Mark-Ⅳ、直径 102cm×深さ

34cm、2004 年時点の処理量 651kg）中における核物質分布に関する実測データ、等を蓄積し、実

工程における測定部位、測定対象の化学形態を明確化し、その変動範囲の評価を行う。 
 

  (b) 主要成果 
U,Pu,Am を用いた主要工程シーケンス試験において、連続運転における塩浴中の濃度変動の範

囲、工程進捗に対応する物質収支の変化を評価した 1)。核物質のロスの主要因は U の再酸化であ

ることを示した。 
工学ホット試験を長期間実施した INL の電解槽内塩浴について、深さ方向に位置を変えて試料

を採取し分析したところ、FP とアクチニドの濃度分布は非常に小さいことがわかった。また、塩

/Cd 界面に核物質のロスの原因となる固形物が存在しないことを確認した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）インベントリ測定技術の開発 
  (a) 研究方法 

電解槽インベントリー測定に必要な界面位置及び密度の計測方法について、インピーダンス法

による界面計測装置及びアルキメデス法による密度計測装置を開発し、実環境を模擬した条件で

の測定精度を評価する。また、移送した融体について、液面レベル測定とロードセルを用いた重

量測定を行い、誤差評価を行う。 
  (b) 主要成果 

密度計測試験結果を文献値

と比較したところ、LiCl-KCl
共晶塩では、測定値が文献値の

±0.5%以内に収まることを確

認した。溶融塩の模擬として硝

酸を、Cd の模擬として Ga を

対象に電極間のインピーダン

ス測定を行い、気液界面及び液

液界面の高さを検出したとこ

ろ、界面高さの検出誤差は±

0.5mm 以内であることを確認

した。 
移送した融体の液面レベル

誤差は±1mm となることを確

認した。 
（３）保障措置概念の検討 
  (a) 研究方法 

封じ込め監視を主とし、補足的に直接計量を行う新たな保障措置概念を検討し、適用性を検討する。

これに必要な装置を試作し機能を確認する。さらに、これらと平行して、FS 設計研究にける保障措

置性の検討結果を基に、MUF を低減する方策を検討する。 

添付資料 4. 2. 1-7 副概念（金属電解法）の開発 

(2) 計量管理及び関連技術開発(※ ) 

計量管理及び関連技
術開発

～201520102009200820072006開発重点項目

計量管理及び関連技
術開発

～201520102009200820072006開発重点項目

小規模ホット試
験設備の設計・
許認可・製作

保障措置概念検討（JAEA）

インベントリー測定技術開発

工学規模ホット
試験設備の概

念設計

計量精度評価と向上のための基礎データの蓄積

U

Pu

Am

batch#1 batch#2 batch#3 batch#4

U
Pu
Am

0 3 6 9 12

20

40

60

80

0

0.5

1

1.5

2

A
m
重
量
(g)

U
,P
u
重

量
(g
)

装荷 検出
U
Pu
Am

CPFでの電解精製シーケンス試験における
工程進捗にともなう核物質マスバランスの変動

図 2 INL 電解槽(Mark-IV)内塩浴中における深さ方向

     についての FP/アクチニド濃度分布の測定結果 

図 3 電解槽インベントリー測定概念と界面／密度測定試験結果

インピーダンス測定法による液位測
定試験結果→±0.25mmで計測可能
インピーダンス測定法による液位測
定試験結果→±0.25mmで計測可能

アルキメデス法による密度測定試
験結果→±0.5%で計測可能
アルキメデス法による密度測定試
験結果→±0.5%で計測可能

(※) 「独立行政法人日本原子力研究開発機構と財団法人電力中央研究所との高速増殖炉サイクル実用化研究

開発に関する研究協力覚書」に基づく電力中央研究所からの開示技術情報及び共同研究の成果を含む。

図 1 CPF での電解精製シーケンス試験における 

   工程進捗に伴う核物質マスバランスの変動 
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  (b) 主要成果 

プロセスモニタリングによる監視を前提に、入量値と出量値から電解槽インベントリを算出し、

統計処理により通常変動範囲であることを示す方法について検討中である。平行して、プロセス

モニタリング装置の開発のため、重量測定機能を付加した電極構造を検討し、ロードセルによる

重量測定機能がついた試験装置を試作した。試験装置により、模擬析出物（偏芯錘：重量 278g）
を用いて重量測定試験を行った結果、10rpm で回転させたときのロードセル出力から計算した錘

重量は 274g となり、誤差は 1.5%となった。 
また、FS 設計の見直しを前提に、従来計量管理方法による MUF の再評価を行ったところ、電

解槽中インベントリーの測定精度 1%、物質収支期間 20 日、電解槽中 Pu インベントリを約 340kg
の条件で、σMUF＜4kg を達成できることがわかった。この条件を達成するためには、分析精度

を向上させることと溶融塩中の核物質濃度を低くするプロセス改良が必要である。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．試験等の結果のまとめ 

INL 電解槽の測定結果や CPF 試験の結果から、主要工程となる電解精製装置中での核物質の物

質収支は、U:>95%、Pu:～100%となることを示した。U のロスの大部分が残渣として脱落するこ

とを見いだした。また、一定期間のキャンペーンを行うこと、あるいは、残渣のリワーク処理等

の周辺工程を付加することで、物質収支が改善されることを示した。 
インベントリ測定技術の開発に着手し、誤差評価を行った。 
FS の設計研究に対応した MUF 低減策の検討、及び、新たな保障措置概念の構築の双方向で基

礎検討を進めている。 
 
６．成果目標の達成見通し 

2010 年までに、主要工程の実用機器概念に基づいた核物質分布とその変動、計量方法、計量誤

差等を評価し、計量概念を構築できる見通しである。 
金属電解法に適した保障措置概念を構築するためには、今後、米国の研究機関等との協力関係

を構築する等、国際的な枠組みで検討することが不可欠である。  

 
 
参考文献 

1) M.Kurata et al.,"Sequential process test for metal pyro-processing using U, Pu, and 
Am",Proceedings of Atalante2008, May 18-23, Montpellier, France. 

 

① ②

③

① 燃焼度計算と代表サンプル分析により入量を確定
② 重量差（W2-W1)，溶融塩の密度，核物質濃度から出量を確定
③ サンプル分析により出量を確定
④ 溶融塩密度，核物質濃度，②，③の値を①にフィードバック
※ 重量測定はもとよりすべての分析作業をこのMBA内で実施

電解精製MBA

④

① ②

③

① 燃焼度計算と代表サンプル分析により入量を確定
② 重量差（W2-W1)，溶融塩の密度，核物質濃度から出量を確定
③ サンプル分析により出量を確定
④ 溶融塩密度，核物質濃度，②，③の値を①にフィードバック
※ 重量測定はもとよりすべての分析作業をこのMBA内で実施

電解精製MBA

④

偏芯錘（重量 278g）を 10rpm で回転させ

たときのロードセル出力及びトルク出力

Time/secTime/sec

図 4 プロセスモニタリングを前提とした 
     電解槽インベントリの計量概念 

図 5 電解槽プロセスモニタリング基礎試 
   験結果（電極重量の測定） 
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１．開発目的 
FS での設計で採用している、塩廃棄物処理技術(ゼオライト吸着/ソーダライト固化)の成立性を

確認する試験を継続する。金属廃棄物の処理技術の開発に着手する。高レベル廃棄物量を低減す

る観点から、プロセスフローシートの改良/ 適化を行う。高レベル廃棄物固化体の発生量を大き

く低減できる可能性のある新技術の開発を行う。  
 
２．実施内容 

(1)塩廃棄物と金属廃棄物の処理／固化プロセスの開発(電中研) 
(2)高レベル廃棄物（塩廃棄物）量を低減するプロセスフローシートの改良（電中研） 
(3)新技術の開発(JAEA、電中研) 

 
３．スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．これまでの成果 

（１）塩廃棄物と金属廃棄物の処理／固化プロセスの開発 
  (a) 研究方法 

これまでよりも、より現実的な体系でのゼオライトへの FP 吸着挙動を調べるため、粒状のゼオ

ライトを用い、浴塩中にボンド Na 起源の NaCl が共存する場合での模擬 FP 吸着挙動を調べる。

また、従来実施した小規模ゼオライトカラム(処理速度:～10g/hr)による模擬 FP 回収試験の成果に

基づき設計した、中規模ゼオライトカラム(処理速度:～100g/hr)により、イオン交換速度等のカラ

ム性能を評価し、工学装置(処理速度：～1Kg/hr)を用いた機能実証につなげる。金属廃棄物につい

て、被覆管ハル、貴金属 FP、金属燃料構成材料の Zr を高温で溶融し、SS-PGM-Zr の合金固化体

とする試験を行い、固化性能や浸出率を明らかにする。 
  (b) 主要成果 

NaCl 共存による FP 元素の吸着特性の差異を評価した 1）。なお、ゼオライトの粒状化による吸

着挙動の変化等は確認されなかった 1）。中規模ゼオライトカラム試験により、溶融塩/ゼオライト

系におけるイオン交換挙動(反応速度、元素ごとの反応性、等)を評価した 2）。また、工学パラメー

タ(駆動圧と塩の流速の関係、等)を評価し、実用装置の運転条件の選定に着手した。これらの成果

に基づき、ゼオライトカラムの性能実証を目指した工学装置の設計に着手した。 
電解精製で発生する陽極残渣を模擬した混合物を溶融固化することにより金属廃棄物の模擬物

を作成し、元素分布、相状態、浸出挙動を評価した 3）、4）。また、溶融固化工程に使用する坩堝等

の装置材料の耐食性の評価を行った。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）高レベル廃棄物（塩廃棄物）量を低減するプロセスフローシートの開発 
  (a) 研究方法 

FS で基本設計したプロセスシートを元に、近年の研究開発で新たに得られた知見等に基づいて、

プロセスフローシートの改良を行う。塩廃棄物や金属廃棄物発生量の再評価を行う。 
  (b) 主要成果 

2008 年度末を目途に、プロセスフローの改良と廃棄物発生量の再評価を行う予定。 
 

（３）新技術の開発 
  (a) 研究方法 

塩廃棄物処理の代替案として、リン酸転塩転換法による塩の精製プロセスとリン酸ガラス固化

プロセスからなる廃棄物処理プロセスを考案し、実験的検討及び熱力学的検討を行い、プロセス

の成立性を確認する。 
使用済み溶融塩の鉛電解法による廃棄物量低減プロセスについて、基礎的な検討を行い、プロ

セスの成立性を検証する。 
  (b) 主要成果 

リン酸塩転換プロセスについて、分離対象であるランタノイド元素はほぼ全量が沈殿物として

分離できる見通しがついたため，鉄リン酸粒子を用いたろ過材の開発を行なった。単塩として沈

殿しないアルカリ金属及びアルカリ土類金属については、回収するための収着材を試作した。 
塩廃棄物の相当部分が、電解槽で余剰となった LiCl からなることに着目し、Li を選択的に Pb

中に電解回収する基礎技術を開発した。模擬 FP を用いた試験により、 大で塩廃棄物量の 40%
削減が期待できることを示した。 

 
 
 
 
 
 
 
 

添付資料 4. 2. 1-7 副概念（金属電解法）の開発 

(3) 廃棄物処理技術の開発(※ ) 

廃棄物処理/固化技
術開発

～201520102009200820072006開発重点項目

廃棄物処理/固化技
術開発

～201520102009200820072006開発重点項目

小規模ホット試
験設備の設計・
許認可・製作

ｾﾞｵﾗｲﾄｶﾗﾑ/ｿｰﾀﾞﾗｲﾄ固化等
技術開発（電中研, 電中研-INL共研）

固化技術検討，処分場への
影響評価（JAEA，電中研）

工学規模ホット
試験設備の概

念設計

プロセスフローシート開発

 

図 1 中規模ゼオライトカラム試験装置の概略 2）

(※) 「独立行政法人日本原子力研究開発機構と財団法人電力中央研究所との高速増殖炉サイクル実用化研究

開発に関する研究協力覚書」に基づく電力中央研究所からの開示技術情報及び共同研究の成果を含む。
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５．試験等の結果のまとめ 
ゼオライトカラムと金属廃棄物について、実用機器を開発するための基礎データを蓄積してい

る。 
廃棄物発生量の 適化については、主要工程の設計によるところが大きい。現在、FS 以降に得

られた新たな知見を導入したプロセスフローシートの 適化を進めており、その中で、廃棄物発

生量の低減も進める。 
代替技術に関しても、基礎的な成立性の見通しを得た。 

 
６．成果目標の達成見通し 

塩廃棄物と金属廃棄物については、2010 年までに成果をとりまとめ、実用機器の開発に着手で

きる予定である。金属廃棄物については、既往技術を適用できると考えられる。 
2008 年度末を目途に、プロセスフローシートの改良/ 適化を進めている。この中で、塩廃棄物

と金属廃棄物の発生量を再評価し、それらの低減量を具体的に提示できる見通しである。 
また、米国 INL が実用規模の廃棄物固化ホット試験（2009 年~）を計画しており、その成果に

基づいた、わが国のプロセスの再評価や機器設計の改良を行う。 

 
参考文献 

1） 木下賢介、塚田毅志、｢LiCl-KCl-NaCl 塩中の FP 元素の粒状ゼオライトへの吸着挙動｣、電力中央

研究所 研究報告、L08003、2008-？（刊行予定） 

2） 三浦徳秀、魚住浩一、塚田毅志、「金属電解法乾式再処理の使用済塩精製 (2)カラム装置によるゼ

オライト中 Na の除去試験」、日本原子力学会 2008 年秋の大会、高知工科大学（高知・香美）、2008-9 
 

10μm 

La 

希土類塩化物は Li3PO4の添加によりリン

酸塩に転換することを確認 

（図は反応後のリン酸 La の結晶 SEM 像）

図 3 リン酸塩転換反応の平衡定数計算結果と転換生成物の例 
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１．開発目的 
FS フェーズⅡ移行の技術開発成果を盛り込んだ燃料サイクル施設の設計見直しを行い、経済性

評価を行うことにより、高い経済性を有することを確認する。 
 
２．実施内容 

（１）経済性評価ツールの確立 
評価手法のコード化と妥当性の確認を行い、標準評価ツールとして確立する。(電中研／JAEA) 

（２）施設設計見直しと経済性評価 
FS フェーズ II 以降の技術開発成果を盛り込んだ施設設計の見直しと、それに基づく経済性評価

を行う。(電中研、電中研/JAEA) 
 

３．スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．これまでの成果 

（１）経済性評価ツールの確立 
  (a) 研究方法 

燃料サイクル施設の経済性評価手法のレビューを行い、電中研の有するコスト評価経験に基づ

く課題の摘出とコスト評価式の整理を行う。これらに基づいて解析コードの要求仕様を選定する。

要求仕様に基づいてコード化とマニュアル整備を行う。さらに、FS フェーズ II の設計について試

解析を実施し、コードの妥当性を検証する。 
  (b) 主要成果 

経済性評価手法のレビューにより、異なるシステム間での相対比較が目的であった FS に対し、

選定されたシステムの改良が主眼となる FaCT では、各種パラメータの絶対値の精度向上が重要

であることを示した。絶対値向上のためには、FS ではシステムによって大きな差がないと考えら

れていた周辺設備(分析、貯蔵、廃棄物、等)についても、内容を精査する必要があることを示した。

機器ごとにコスト評価への影響の程度を判定した。 
これらを背景にコスト評価式の整理を行い、FRECSCOST コードを開発し、FS フェーズ II の

設計について、従来評価手法と同等の評価結果が得られることを確認した。 
（２）施設設計の見直しと経済性評価 
  (a) 研究方法 

FS フェーズ II 以降の主要機器概念に関する研究開発の成果を反映させて、装置構成、工程ごと

の機器数、運転モード、等を再検討する。これらに基づいた施設設計を行う。新たな施設設計に

基づいた経済性評価を実施する。 
  (b) 主要成果 

上述の再検討結果に基づいて、FS フェーズ II と同じ処理容量での主要機器を設計した。これに

基づいてセル床面積を見積もったところ、FS フェーズ II の評価より大幅に削減できる見通し が
得られた。セル床面積の削減により、建設コストの大幅な低減が見込まれる。  

 
５．結果のまとめ 

コスト評価式の整理を行い、FRECSCOST コードを開発した。FS フェーズ II の施設について、

従来と同等に評価できることを確認した。解析精度向上のための課題摘出に取り組み、周辺工程

についての精査が重要となることを示した。 
FS フェーズ II 以降の成果に基づいて、主要機器の再検討を行い、機器数や運転モードが大幅に

効率化できることを示した。これらにより、建設コストも大きく低減できることを示した。 
 
６．成果目標の達成見通し 

施設設計に関しては、最新の研究開発結果を反映して主要機器の構成や運転モードについて再

検討することで、FS フェーズ II の評価より大幅に合理化したセル・機器概念が得られる見通しで

ある。 
経済性評価に関しては、設計の詳細化に基づく評価精度の向上は困難と判断している。一方で、

JAEA の有する評価精度向上のための経験を活用した現状の評価手法の妥当性の確認は、限られた

原資を有効活用しつつ、評価精度を向上できると考えられる。そこで、JAEA-電中研で共同研究

を実施、JAEA の知見を最も活用できると考えられる分析設備等を対象に評価式やデータの見直し

を行う予定である。検討結果を FRECSCOST コードに反映することで解析精度を向上させる。 
(なお、共同研究では、金属電解法だけでなく、湿式法についても解析する予定である。) 

添付資料 4. 2. 1-7 副概念（金属電解法）の開発 

(4) 設計研究(※ ) 

設計研究

～201520102009200820072006開発実施項目

設計研究

～201520102009200820072006開発実施項目

小規模ホット試
験設備の設計・
許認可・製作

実用プラント設計研究

工学規模ホット
試験設備の概

念設計

経済性評価コード開発

(※) 「独立行政法人日本原子力研究開発機構と財団法人電力中央研究所との高速増殖炉サイクル実用化研究

開発に関する研究協力覚書」に基づく電力中央研究所からの開示技術情報及び共同研究の成果を含む。
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１．開発目的 
副概念に関する国際協力は、限定的な研究開発費の中で、効率的に最大限の成果を得ることを

目的とする。 
 
２．実施内容 

金属燃料および乾式再処理・射出鋳造技術の開発実績のある米国 と GNEP 研究開発協力により、

①TRU 回収法、②回収率向上、③Cs/Sr 廃棄物、④塩/金属廃棄物の４項目について、米国施設の

活用を中心とした協力関係を構築する 。 
 
３．スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．これまでの成果 

これまでに米国・日本双方より研究協力テーマを提案し、議論を通してテーマの絞り込みを行

い、２．に示す 4 項目を選定した。選定した研究協力テーマについて、2008.11 に専門家会合で具

体的な実施計画を合意する。 
 
５．試験等の結果のまとめ 

なし 
 
６．成果目標の達成見通し 

GNEP 協力で得られたプロセスデータは、主要工程機器の開発及び設計研究に反映することで、

技術的課題に対する達成度をより高くすることができる。 

国際協力（GNEP)

～201520102009200820072006開発実施項目

国際協力（GNEP)

～201520102009200820072006開発実施項目

▼1st meeting
▼2nd meeting

▼3rd meeting
▼4th meeting

▼Technical meeting 
研究協力

4. 2. 1-7 副概念（金属電解法）の開発 

 (5) 国際協力(※ ) 

(※) 「独立行政法人日本原子力研究開発機構と財団法人電力中央研究所との高速増殖炉サイクル実用化研究

開発に関する研究協力覚書」に基づく電力中央研究所からの開示技術情報及び共同研究の成果を含む。
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技術開発 課題 設計影響 対応方針 

晶析 ・特定の FP 元素（Cs、Ba 等）に関して回収

ウランの除染係数がクライテリア設定値

（DF=100）を下回っているデータも得られ

ている。 
 

・ウラン回収率を低下させる（供給液の重金属濃度を下げる）ことで FP 元素の DF を改

善できる可能性があるが、この場合抽出工程の処理能力の増強が必要となる。 
・ウラン結晶の精製・洗浄設備を追加して DF=100 を達成する設計とする場合、設備物

量が増加する。 
・精製せずに後工程に送るとした場合、ウラン中の不純物濃度が増加するため濃縮設備

や燃料製造設備での対策（製品品質悪化への対応、高温で揮発する Cs の回収設備追加

等）が必要となる。また、炉心性能低下の可能性がある。 
・代替技術（Co-processing 法）への設計変更が必要となる。 

・DF=100 を達成できない可能性のある FP 元素について、その基礎化学的挙

動を明らかにし、運転条件の 適化により DF の向上を図る。 
・UNH 結晶に同伴する FP の物理・化学的特性に応じた精製・洗浄技術の研究

開発を実施する。 
・DF=100 を達成できない場合において後工程（ウラン脱硝、燃料製造）の影

響（放射線の影響、不純物混入によるプロセス成立性）を評価する。 

抽出クロマト

グラフィー 
・スラッジが混入した場合、充填塔の閉塞、

バルブの囓りが生じる。 
 

・直前に清澄設備を追加しスラッジ混入の可能性を排除する設計にした場合、設備物量

が増加する。 
・頻繁な設備停止と保守作業により、設備稼働率が低下する。 
・頻繁な機器交換により操業コスト、廃棄物発生量が増加する。 
・代替技術（溶媒抽出法）への設計変更が必要になる。 

・スラッジ混入時の影響を把握するためのコールド試験を実施する。 
・スラッジによる閉塞が生じた場合にも、復旧が可能な機器開発を行う。 

・MA 吸着状態で設備が異常停止した場合、充

填塔内温度が上昇する。また、気体が発生す

る。 

・異常発生防止、異常拡大防止のための設備が増加する。 
・代替技術（溶媒抽出法）への設計変更が必要になる。 

・異常発生時に事故に到ることなく復旧できる設備の構造、運転手順の検討を

行う。 
・緊急冷却系等の異常拡大防止機能の検討、試験を行う。 

添付資料 4.2.1-8 設計に影響する可能性のある課題（再処理システム関連） 
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添付資料 4.2.1-9 2010 年における成果目標（クライテリア）の達成見通しについて （再処理システム関連）
 

革新技術 成果目標（クライテリア） 達成見通し 
解体・せん断 
 

【燃料集合体解体技術の開発】 
模擬燃料集合体を用いた工学規模試験装置による試験等により 
• 燃料ピン損傷確率を抑えた安定した解体（切断）制御技術の成立性提示 
• ハンドリング技術成立性の提示 
【燃料ピン束短尺せん断技術の開発】 
模擬燃料ピン束を用いた工学規模試験装置による試験及び実燃料ピンを用いたホット試験等によ

り 
• 所定の燃料粉化率（50%）が得られる短尺せん断技術の提示 
• 燃料ピン束のハンドリング技術の成立性の提示 

これまでの研究開発において、設計仕様に大きな影響を与える結果は出ておらず、成果目標とし

ている技術根拠を示せる見通しである。 

高効率溶解 【高濃度溶解プロセス技術の開発】 
・ 高濃度溶解液が得られる安定したプロセス条件の把握 
【高効率溶解装置の開発】 
小型連続溶解槽のコールド試験により 
・高濃度溶解液に対応した溶解槽内部構造の確立 

これ迄の開発成果に加えて、今後、小規模での溶解試験、工学規模での溶解試験及び各種設計検

討等を実施することで、計画通り成果目標を評価できる見通しである。 

晶析 小型工学規模試験装置によるウラン試験及びホット基礎試験により 
• U 回収率 70％、100 以上の除染係数が得られる連続晶析プロセス条件の成立性の提示 
• 小型工学規模晶析装置及び晶析システムの成立性の提示 
• 周辺技術（結晶分離技術及び高濃度溶解液移送技術）成立性の提示 
• 適切な解析条件による臨界安全性評価結果の提示 

これまでの試験結果からだけでは、Cs 等の一部 FP 元素については成果目標で要求される除染係

数を満足させる技術根拠を示すことは出来ていないが、課題を明確にして有効な対策を構築中で

あり、今後も試験等を積み重ねて、プロセス条件の根拠を示す予定である。 

高効率抽出 【U-Pu-Np 一括回収フローシート 適化】 
• ホット基礎試験による 適な一括回収プロセス条件の確立 
【工学規模における遠心抽出器システム開発】 
工学規模システム試験装置によるウラン試験により 
• 所定の処理能力、安定運転、耐久性について成立性を提示 

これ迄の開発成果に加えて、今後、U-Pu-Np 一括回収プロセスホット試験、工学規模システム試

験等を実施してゆくことで、計画通りクライテリアを評価できる見通しである。 

抽出クロマトグラフィー 【抽出クロマトプロセス開発】 
• 所定の処理能力、回収率、除染係数が達成できるフローシートの提示 
【抽出クロマト機器開発】 
工学規模試験装置のコールド試験により 
• 装置安全性の提示 
• 所定の処理能力、安定運転成立性の提示 

現状では成果目標としている技術根拠を示せる段階には至っていない。 
今後も、吸着材特性の整理及びフローシートの決定、要素試験装置を用いた耐久性試験、工学規

模試験装置を用いた遠隔操作性試験を計画通り進めていくことで、2010 年度には必要な技術根拠

を示すことができる見通しである。 

廃液二極化 【ソルトフリープロセス技術開発】 
•周辺工程におけるソルトフリー化プロセスの基本的成立性の提示 
【ソフトフリー機器開発】 
ソルトフリー試薬分解技術の基本的成立性の提示（分解効率、安全性確認） 

今後、オフガス洗浄工程のソルトフリー化検討、分析工程等のソルトフリー化検討、余剰硝酸分

解技術に関する試験等を実施していくことで、計画通り評価できる見通しである。 
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添付資料 4.2.1-10 代替技術を採用した場合の経済性影響について（再処理システム関連） 

 

革新技術 代替技術案 代替技術採用の影響 
解体・せん断 ・ 既存技術に代替となる方法はない。

・ 解体に関しては、リスク低減に必ず

しも結びつかないがレーザー法が

ある。*1 

・ 設備費の増大による建設費の増加 
・ 開発工程の増大による研究開発費

用の増加 

高効率溶解 ・ 溶解液を濃縮する機器を追加する。 ・ 設備費の増大による建設費の増加 
 ・ 溶解槽の型式を回転ドラム型から

円筒型に替える。 
・ 機器数の増加による設備費、建設費

の増加 
晶析 ・ 適用の対象を替える。炉心・ブラン

ケット燃料の混合溶解液から、ブラ

ンケット燃料の溶解液、もしくは簡

素化溶媒抽出からの U－Pu 混合中

間製品を処理する。*2 

・ 後に続く抽出工程の機器が大とな

るので、設備費、建設費の増加 

 ・ 晶析工程を廃し、溶解液を溶媒抽出

により処理する。 
・ 後に続く抽出工程の機器が大とな

り、Pu 分配工程を追加するので、

設備費、建設費の増加 
・ Pu 分配を溶媒抽出により行うこと

から、核拡散抵抗性の低下 
高効率抽出 ・ 抽出器の型式を遠心抽出器からパ

ルスカラムやミキサセトラに替え

る。 

・ 建屋規模の増大による建設費の増

加 
・ Pu インベントリの増大 

抽出クロマト

グラフィー 
・ 溶媒抽出法により代替する。（機器

はカラムから抽出器に替える）*2 
・ 設備費の増大による建設費の増加 
・ 開発工程は、選択する方法の研究開

発状況に依存 
廃液二極化 ・ Na 化合物を用いる既存技術により

代替する。 
・ 処分すべき低レベル廃棄体の量が

増大し、処分費用が増加 
*1 レーザー式は解体物の減容のために検討している。 
*2 溶液に含まれる FP の濃度が下がるので技術的に容易となる。 
*3 技術候補を選定する必要がある。SETFICS 法、DIAMEX 法、TODGA 法、TRUEX 法、TALSPEAK

法などが考えられる。 
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１．開発目的 

 燃料製造技術の主概念として評価された簡素化ペレット法は、粉末混合工程を削除するための

様々な改良を施し、大幅に工程を簡素化した革新的な燃料製造プロセスである。簡素化ペレット法

の要素技術の一つである、脱硝・転換・造粒一元処理技術について、プルトニウムなどを用いた試

験データに基づき、工学規模でのプロセスの成立性を評価するとともに、量産性や遠隔保守への適

用性の見通しを得る。 

 

２．実施内容 

・プロセス技術開発として、小規模 MOX 試験設備を整備し、プルトニウムなどを用いた試験によりペ

レット製造に適した MOX 原料粉末が得られることを確認する。さらに、一元処理技術に対応する機

器開発を行い、プロセスの確証試験を実施する。 

・遠隔量産化技術開発としては、脱硝・転換・造粒工程の量産化技術開発及び遠隔保守技術開発を実

施する。 

 

３．スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．これまでの成果 

（１）研究方法 

・工学規模でのプロセスの成立性を評価するために、高除染プルトニウムあるいは MA（Np、Am）や

非放射性の FP を添加したプルトニウムを用いた試験を実施するとともに、原料粉末の品質（流動

性、比表面積、O/M など）を向上させるための試験を実施する。また、運転条件の安定性確認のた

めの確証試験を実施する。現在、これらの試験を実施するための小規模 MOX 試験設備（600gMOX/

バッチ規模）の整備を進めている。 

・量産性の見通しに関する技術的根拠を提示するために、量産規模の設備を整備し、ウランを用いた

試験を実施する。また遠隔保守性の見通しに関する技術的根拠を提示するために、遠隔保守対応型

の量産設備を整備し、コールド試験を実施する。 

 

（２）主要成果 

  (a) 小規模 MOX 試験設備の整備 

・プロセス技術開発を実施する小規模 MOX 試験設備を設置するため、グローブボックス内に設置さ

れたビーカースケール試験設備の撤去を終了した。 

・新たに設置する試験設備等の設計・製作を行うと共に、必要となる電気・ガス・冷却水等のユー

ティリティ設備整備の準備を開始した（H20 年度末整備完了予定）。主要な試験装置の仕様及び外

観を以下に示す（図-1）。 

1) 脱硝試験装置の仕様 

処理能力：600gMOX/ﾊﾞｯﾁ、オーブン容量：250L、マイクロ波出力：6kW 

2) 焙焼還元試験装置の仕様 

処理能力：600gMOX/ﾊﾞｯﾁ、常用温度：1,000℃、炉回転数：1～10rpm 

3) 造粒試験装置の仕様 

処理能力：1kgMOX/ﾊﾞｯﾁ、缶体容量：5L、撹拌羽根 高回転数：1,000rpm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 スケジュール 

1.1. 小規模小規模MOXMOX試験試験

①Ｐｕ富化度調整済溶液①Ｐｕ富化度調整済溶液
の脱硝転換の脱硝転換

②造粒②造粒

2.2. 量産技術開発量産技術開発

①脱硝転換技術①脱硝転換技術

②造粒技術②造粒技術

進捗状況

3.3. 実用施設用実用施設用
粉末調整工程の概念粉末調整工程の概念

検討検討

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度 20082008年度年度項目項目

1.1. 小規模小規模MOXMOX試験試験

①Ｐｕ富化度調整済溶液①Ｐｕ富化度調整済溶液
の脱硝転換の脱硝転換

②造粒②造粒

2.2. 量産技術開発量産技術開発

①脱硝転換技術①脱硝転換技術

②造粒技術②造粒技術

進捗状況

3.3. 実用施設用実用施設用
粉末調整工程の概念粉末調整工程の概念

検討検討

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度 20082008年度年度項目項目

試験設備整備
小規模MOX試験による

プロセス成立性見通し評価

概念検討

脱硝容器、焙焼還元方式選定
検討試験

方式
選定

上部アクセス
による一元処理
の適用性確認

造粒条件検討試験、量産設備開発

試験設備整備
小規模MOX試験による

プロセス成立性見通し評価

実施済 実施予定実施中実施済 実施予定実施中

造粒試験装置 焙焼還元試験装置 脱硝試験装置 

図-1 主要な試験装置の外観 

添付資料 4. 2. 2-1 

脱硝・転換・造粒一元処理技術開発 



JAEA-Evaluation 2009-003 

C-2 

  (b) 量産性見通しの評価 

   (i) 脱硝容器形状の選定 

   ・量産化に適する脱硝容器を選定するために、FS フェーズ 2のシステム設計において有望とされ

た円筒容器と実績が豊富な浅皿容器とを、小規模のウラン試験により比較した。 

・円筒容器の場合、突沸が発生しても容器からの噴きこぼれが発生しないようにするには、保守

側に見積もると、液位の約 4.4 倍以上の高さの容器が必要であることがわかった。これを量産

スケールに換算すると、径 20cm×高さ約 2.5ｍの容器となる。このような長尺容器になると、

容器のハンドリング性に関する課題が生じる。 

・浅皿容器に関しては、小規模なウラン試験においても終始安定した沸騰状態であるとともに、

工学スケールでの運転実績も豊富である。 

・脱硝体の品質という観点からは、容器形状による違いはなく、円筒容器でも、浅皿容器でも、

良好な脱硝体を得ることができた（図-2）。 

・突沸による噴きこぼれが発生せず、容器の高さに由来するハンドリング性に関する問題がなく、

工学スケールでの運転実績が豊富であることから、浅皿容器の方が量産に適する可能性がある

との知見を得た。 

 
 

   (ii) 焙焼還元方式（バッチ炉/ロータリーキルン炉）の選定 

・量産化に適する焙焼還元工程を選定するために、バッチ炉とロータリーキルン炉とについて小

規模ウラン試験を実施した。 

・バッチ炉を用いても、ロータリーキルン炉を用いても、約 750℃の温度において、焙焼は乾燥

空気中で 1時間、還元は反応 3倍当量の 4%水素-96％窒素中で 1時間という条件において、UO2
粉末を得ることができた（図-3）。 

・バッチ炉に関しては、脱硝皿を直接装荷できるために、粉末の移し替えに伴う粉末飛散の問題

がなく、一元処理への適合性が高い。しかし、生産性を向上させるためには、炉の冷却時間を

短縮する等の対策が必要になる。 

・ロータリーキルン炉に関しては、連続処理方式であるが、粉末の移し替えを伴うことから、粉

末飛散防止対策が必要である。 

・現時点では、バッチ炉もロータリーキルン炉も量産に適する可能性がある。 

 
   (iii) 造粒条件の検討 

・下部アクセス型転動造粒機（図-4）を用いたウラン試験により、基本的な造粒条件を確認した。 

・試験の結果得られた造粒粉末を表 2に示す。本試験によって粒子径数百 μmの造粒粉末を得る

ことができた。 

・しかし、その粒度分布は水分添加量に非常に敏感に影響すること及び、容器内面や攪拌羽根へ

の粉末の付着を防止し、収率向上を図る必要があることがわかった。 

O/U と焙還温度の関係 

図-3 O/U と各パラメータとの関係 

浅皿容器による脱硝体 円筒容器による脱硝体 

図-2 小規模のウラン試験で得られた脱硝体 
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・一元処理（容器共用化）への適用性を確認するために、撹拌羽根を容器上部から駆動する上部

アクセス型転動造粒機（図-5）を試作し、酸化タングステン(WO3)粉末 (真密度:7.2g/cm3、平

均粒径:8μm、比表面積:7.8m2/g)を用いて試験した。 

・本試験結果から、上部アクセス型転動造粒機についても下部アクセス型と同様に造粒粉末を得

ることができたことから、一元処理への適用性が示された（表 3）。 

 
 

 
 

図-5 造粒試験装置（上部アクセス型転動造粒機） 

UO2 ケース1 UO2 ケース2

水分添加量(wt%) 15.6 14.8
処理時間(sec) 240 210

羽根回転数(rpm) 500 500

造粒粉末
の外観

粒度分布
平均粒径

Carrの
流動性指数

91(最も良好) 88(良好)

1.0mm/div

表 2 造粒試験結果（下部アクセス型転動造粒機） 表 3 造粒試験結果（上部アクセス型転動造粒機） 

WO3 ケース1

水分添加量(wt%) 13
処理時間(sec) 48

羽根回転数(rpm) 500

造粒粉末
の外観

粒度分布
平均粒径

Carrの
流動性指数

86.5(良好)

下部アクセス型転動造粒機 造粒中の様子（UO2造粒粉末） 

図-4 造粒試験装置（下部アクセス型転動造粒機） 

 

アジテーター（攪拌羽根）

チョッパー
（解砕羽根）

…大きくなりすぎた
顆粒を砕く。
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・上記のウラン試験及びコールド試験の結果から、造粒条件を 適化するために、転動造粒と整

粒機（図-6）の組み合わせに関する試験検討を実施している。この方法は、転動造粒法で比較

的造粒しやすく、かつ高収率が期待できる粗大粒子（粒子径がミリオーダー）を作り、その後、

整粒機で数百ミクロンに解砕するものであり、整粒機出口のクリアランス調整により、目標と

する粒径分布を制御できる可能性がある。 

・この方法について、H19 年度に酸化タングステン粉末(WO3)を用いて試験した結果、粒径のそろ

った造粒粉末が得られることが分かった（図-6）。なお、酸化タングステン粉末は、比較的真

密度が大きく、平均粒径が MOX 原料粉末に近く、安価で入手が容易であることから、造粒試験

の摸擬物質として用いた。 

・今後、造粒条件（整粒含む）の 適化に向けて試験を行うとともに、量産規模でのウラン試験

等を実施する。 

 

 
   (iv) その他（照射試験用 MOX 原料粉末の調整） 

・簡素化ペレット法で製造したペレットの照射健全性評価に向け、照射試験用ペレットを製造す

るために、Pu 富化度調整及び流動性を改良した MOX 原料粉末(600g)を供給した。 

・供給した MOX 原料粉末の物性は、平均粒子径が 220μｍ、流動性指数が 74、比表面積が 3.9 m2/g

であった（図-7）。 

 
  (c) 試験等の結果のまとめ 

 プロセス技術開発に関しては、「小規模 MOX 試験設備を整備し、MOX 試験で Carr の流動性指数が

60 以上、比表面積 3～5m2/g の流動性改良粉末が 80%以上の収率で得られること」のクライテリア

に向けて、小規模ウラン試験等による造粒技術の開発を進めるとともに、小規模 MOX 試験設備の整

備を進めた。量産技術に関しては、「マイクロ波脱硝技術、造粒技術の量産性見通しに関する技術

的根拠を提示できること」のクライテリアに向けて、小規模ウラン試験による量産に適した手法の

選定を進めた。 

 

５．成果目標の達成見通しについて 

・プロセス技術開発については、工学規模でのプロセス成立性評価に向けて小規模 MOX 試験設備の整

備が進められており、2010 年度内には成果目標が達成できると考える。 

・量産技術については、量産に適した手法選定のための試験及び設計検討等を進め、総合的な採否判

断を 2010 年度に実施する。 
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添付資料 4. 2. 2-2 

 ダイ潤滑成型技術の開発 
 

 

１．開発目的 

 燃料製造技術の主概念として評価された簡素化ペレット法の要素技術の一つである、ダイ潤滑成

型技術について、小規模 MOX 試験を通じて、工学規模でのプロセスの成立性を評価するとともに、

量産性や遠隔保守への適用性の見通しを得る。 

 

２．実施内容 

・プロセス技術開発として、ダイ潤滑型成型機を含む小規模 MOX 試験設備を整備し、脱硝・転換・造

粒工程で Pu 富化度調整及び流動性を改良した MOX 原料粉末を用いて小規模 MOX 試験を実施し、健

全なグリーンペレットが得られることを確認する。 

・ダイ潤滑型成型工程の量産化技術開発及び遠隔保守技術開発を実施する。 

 

３．スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．これまでの成果 

（１）研究方法 

・工学規模でのプロセス成立性を評価するために、小規模 MOX 試験設備(3kgMOX/バッチ規模)を整備

し、Pu 富化度調整及び流動性を改良した MOX 原料粉末を用いてダイ潤滑成型試験を実施し、得られ

るグリーンペレットの品質や成型能力を評価する。また、運転条件の安定性確認のための確証試験

を実施する。 

・ダイ潤滑成型機のメンテナンス性を向上させるため、金型を容易に交換できる方式を採用し、遠隔

保守への対応の可否を検討する。 

・成型時の充填を安定させるための技術として、平成 18 年度までに絞り込んだ充填法の中から定量

充填法を選定し、小規模 MOX 試験設備に組込み、評価を行なう。 

 

（２）主要成果 

・ダイ潤滑型成型機を含む小規模 MOX 試験設備を整備するスペースを確保するため、既設の老朽化し

たグローブボックスの撤去に係る許認可手続きとして、使用変更許可申請を行い、許可を得た後、

撤去作業を実施し、完了した。 

・これまでに実施した乾式用及び湿式用の各種潤滑剤からダイ潤滑成型に適した潤滑剤を選定する試

験の結果及び選定した添加剤をダイ潤滑型成型機金型壁面へ均一に塗布する方式の開発結果を基

に、小規模 MOX 試験用ダイ潤滑型成型機構の詳細設計を実施し、完了した。潤滑剤の金型壁面への

塗布方法としては、乾式用潤滑剤であるステアリン酸亜鉛を定量切り出し、金型壁面に金型下部の

接線方向から圧縮空気により吹き付け、上方よりこれを吸引することにより、螺旋状に潤滑剤が流

れ、金型壁面に潤滑剤が均一に塗布される設計とした。（図-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-1 設計したダイ潤機構概略図 

進捗状況

2.2.プルトニウム第三開発プルトニウム第三開発

室設備利用による工学規室設備利用による工学規
模燃料製造技術開発試模燃料製造技術開発試
験験

3.3. 遠隔保守対応設備開遠隔保守対応設備開

発発

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 小規模小規模MOXMOX試験試験

20082008年度年度項目項目

進捗状況

2.2.プルトニウム第三開発プルトニウム第三開発

室設備利用による工学規室設備利用による工学規
模燃料製造技術開発試模燃料製造技術開発試
験験

3.3. 遠隔保守対応設備開遠隔保守対応設備開

発発

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 小規模小規模MOXMOX試験試験

20082008年度年度項目項目

試験設備整備 評価試験

（遠隔保守対応モジュール化設備開発試験）

試験設備整備 評価試験

実施済 実施予定実施中実施済 実施予定実施中
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・ダイ潤滑成型機本体については、ダイ潤滑型成型機の内、MOX 粉末を取り扱うダイセット部のみを、

グローブボックス内に配置し、駆動部等をグローブボックス外に配置することにより保守メンテナ

ンス性の向上を図るとともに、設備更新時には、ダイセット部のみを交換できる構造とすることに

より、更新を容易にし、また、撤去時に発生する放射性廃棄物を大幅に低減できる設計とした。グ

ローブボックスの気密を維持するために、グローブボックス上下の駆動軸に、金属ベローズをそれ

ぞれ二重に取り付ける構造とした。また、成型機の駆動機構には油圧式を採用し、設備のコンパク

ト化を図った。（図-2、図-6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ダイ潤滑成型機のメンテナンス時間の短縮及び遠隔操作によるメンテナンス性を考慮し、製作精

度を向上させ、再現性を高めることにより、脱着操作用ネジ一本により容易に金型交換ができる

脱着ツール方式を、グローブ操作を想定した保守試験を実施して採用することとした。（図-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・下記に示す、「常陽」照射試験用 MOX ペレットの製造結果を踏まえ潤滑剤塗布量をコントロールす

る機能を設計に付加した。潤滑剤は、振動フィーダにより、切り出し用のストック穴に供給され、

穴下方より一定量ずつ潤滑剤を上昇させ、切り出し装置により、定量を切り出す機構としている。

最小切り出し量は 1mg と設計しており、切り出された潤滑剤は、ブレスライダーと呼ばれる圧縮空

気を用いた吸引装置で、金型へ供給される。（図-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小規模 MOX 試験で簡素化ペレット法により製造するペレットの品質が、現行のボールミル混合によ

る Pu 富化度調整＋添加剤混合・成型で製造されたペレットの品質と同等であることを比較試験に

より評価するために必要な小規模 MOX 試験用解砕・整粒装置、及び MOX の乾式回収リサイクルする

ために必要な混合装置、ペレット解砕装置並びに一時保管庫等の詳細設計を行うと伴に、解砕・整

粒装置、混合装置、ペレット解砕装置については、製作を実施した。製作した装置については、平

成 20 年度にグローブボックス内で使用するための改造を実施する計画である。（図-5、図-6） 

 

 

 

 

 

 

図-4 設計した潤滑剤塗布量コントロール機能 

図-3 金型簡易交換のための高精度脱着ツール方式の概略図 
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金型交換はネジ操作で着脱可能

（着脱精度＝±2μm）

① ② 完了

上パンチホルダー

チャック

着脱操作用
ネジ

ドローバー

エレメント

上パンチ
金型交換はネジ操作で着脱可能

（着脱精度＝±2μm）

図-2 設計したダイ潤滑型成型機概略図 

グローブボックス 

成型機本体 
油圧式 

油圧式 

ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ

ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ境界構造

金属

ﾍﾞﾛｰｽﾞ

ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 
外側 

内側 
ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 
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・脱硝・転換・造粒工程においてビーカスケールで Pu 富化度の調整及び流動性の改良を行った MOX 原

料粉末を用いて、既設の成型機の金型壁面に手作業で潤滑剤を塗布するダイ潤滑方式により、「常陽」

照射試験用 MOX ペレット約 40 個の成型を行い、焼結した。本照射試験用ペレットの製造を通じ、金

型壁面に塗布する添加剤の量が多すぎると、余剰の添加剤が金型下方に蓄積し，成型したペレットの

下端面に付着し、焼結により添加剤が除去されると、ペレット下端面に荒れが生じることが確認され

た。これより、今後、設計・製作する小規模 MOX 試験用ダイ潤滑成型機には添加剤塗布量を適切な量

にコントロールする機能が必要であるとの知見が得られた。潤滑剤の適切な量の把握については、平

成 22 年度から実施する小規模 MOX 試験の中で試験を行う計画である。（図-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）試験等の結果のまとめ 

・「小規模 MOX 試験設備を整備し、MOX 試験で割れ欠けのないグリーンペレットが 90%以上の収率で得

られること、及び成型速度が 7.5 個/分・パンチ以上であること」とのクライテリアに向け、小規

模MOX試験設備の設置スペースの確保及び小規模MOX試験用ダイ潤滑型成型機の詳細設計を完了し

た。 

・簡素化ペレット法で製造したペレットを「常陽」で照射する計画であり、照射試験用ペレットのダ

イ潤滑成型を完了した。 

 

５．成果目標の達成見通しについて 

・本技術の工学規模での成立性評価に向け、プルトニウム燃料第一開発室において小規模 MOX 試験設

備の整備を進めており、2010 年に試験データを取得する。平行して、プルトニウム燃料第三開発室

の FBR ラインにおいて工学規模の製造試験を実施準備中であるため、この成果も踏まえ総合的に判

断する。既に、模擬試験等で基本的な性能を確認しており、目標達成が可能と見込まれる。 

・簡素化ペレット法で製造したペレットを「常陽」で照射する計画は「常陽｣の燃料交換機のトラブル

「常陽」照射試験用 MOX ペレット 

（焼結後，端面荒れ無し） 

「常陽」照射試験用 MOX ペレット 

（焼結後，端面荒れ有り） 

一時保管庫 混合装置 粉砕装置 解砕・整粒装置 定量供給装置
集塵機 

図-5 設計した解砕・整粒装置、混合装置、ペレット解砕装置及び一時保管庫等概略図

図-6 小規模 MOX 試験設備イメージ図（鳥瞰図） 

図-7 「常陽」照射試験用 MOX ペレット 
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により、照射開始時期が遅れる見通しである。 

 

参考文献 

１） “簡素化ペレット法による燃料製造技術開発(5)ダイ潤滑成型技術開発” , 日本原子力学会

「2008 年秋の大会」K46, 2008 
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添付資料 4. 2. 2-3 

焼結・Ｏ/Ｍ調整技術の開発 
 

 

１．開発目的 

 燃料製造技術の主概念として評価された簡素化ペレット法の要素技術の一つである、焼結・O/M 調

整技術について、小規模 MOX 試験を通じて、工学規模でのプロセスの成立性を評価するとともに、量

産性や遠隔保守への適用性の見通しを得る。 

 

２．実施内容 

・プロセス技術開発として、焼結・O/M 調整炉を含む小規模 MOX 試験設備を整備し、ダイ潤滑成型工程

で成型したグリーンペレットを用いて小規模 MOX 試験を実施し、健全な焼結ペレットが得られること

を確認する。 

・焼結・O/M 調整工程の量産化技術開発及び遠隔保守技術開発を実施する。 

 

３．スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．これまでの成果 

（１）研究方法 

・工学規模でのプロセス成立性を評価するために、小規模 MOX 試験設備(3kgMOX/バッチ規模)を整備

し、ダイ潤滑成型したグリーンペレットを用いて焼結・O/M 調整試験を実施し、得られるペレット

の品質を評価する。また、運転条件の安定性確認のための確証試験を実施する。 

・O/M 調整時間を短縮する方策として、小規模 MOX 試験設備では雰囲気ガスの流れを改善し、試験に

て効果の確認を行なう。 

（２）主要成果 

・焼結・O/M 調整炉を含む小規模 MOX 試験設備を整備するスペースを確保するため、既設の老朽化し

たグローブボックスの撤去に係る許認可手続きとして、使用変更許可申請を行い、許可を得た後、

撤去作業を実施し、完了した。 

・従来のバッチ式焼結炉の供給ガス雰囲気の流れについて、1/2 スケールの模型炉をアクリルで製作

し、供給ガス雰囲気を煙で模擬し、これが流れる様子を高速度カメラで撮影することにより、可視

化した試験を実施した。その結果、供給ガス雰囲気の流れは不均一であり、ペレットへの雰囲気ガ

スの供給が十分ではないことがペレット密度及びO/Mのバラツキの要因になっていることが分かっ

た。（図-1、図-2）なお、バッチ式焼結炉の均熱性は、熱電対または温度測定用チップを用いて有

意な温度差がないことを確認している。 

・供給ガス雰囲気の流れを改善し、ペレットに雰囲気ガスを均一に供給するための改良型電気炉を考

案し、1/2 スケールの模型をアクリルで製作し、供給ガス雰囲気を煙で模擬した可視化試験を実施

した。その結果、供給ガス雰囲気の流れが改善され、ペレットに十分供給されることを確認した。

また，1/1 スケールの模型に、模擬ペレットを装荷し、ペレット占有面積と供給ガス雰囲気の流れ

の関係を試験により確認した。（図-2、図-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進捗状況

2.2. 量産技術開発量産技術開発

3.3. 実用施設用実用施設用
焼結・Ｏ焼結・Ｏ//Ｍ調整工程設Ｍ調整工程設

備の概念検討備の概念検討

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 小規模小規模MOXMOX試験試験

20082008年度年度項目項目

進捗状況

2.2. 量産技術開発量産技術開発

3.3. 実用施設用実用施設用
焼結・Ｏ焼結・Ｏ//Ｍ調整工程設Ｍ調整工程設

備の概念検討備の概念検討

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 小規模小規模MOXMOX試験試験

20082008年度年度項目項目

試験設備（共用、質量管理、バッチ炉）整備 評価試験

量産化に適した方式（臨界管理、連続／バッチ等）選定検討
方式
選定

概念検討

実施済 実施予定実施中実施済 実施予定実施中

ガス（空気）及びトレーサー（煙） 

 

高速度カメラ

体系（リフレクタ） 

ガス拡散板 

焼結皿 

図-1 供給ガス雰囲気の流れに関する可視化試験概略図 
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・従来よりも短い時間でペレットの低 O/M を実現するため、上記の雰囲気ガスの流れの改善を考慮す

ると伴に、熱処理時の降温の際に生じる O/M の上昇を抑制するため、従来の焼結炉より急冷が可能

な機能を付加した小規模 MOX 試験用の焼結・O/M 調整炉の詳細設計を実施し、完了した。（図-4、

図-5、図-7） 

 ・O/M 調整後の中空ペレットの寸法（外径、内径、高さ）、密度及び外観を検査する装置及び低 O/M

に調整したペレットの再酸化の抑制を考慮した一時保管庫の詳細設計を実施し、完了した。（図-6、

図-7） 
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（約3kgMOX）
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部まで上昇
するのにか
かる所要時
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[s]
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（93個/皿）

ペレット占有
面積率

6
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約50%
（116個/皿）

約40%

（93個/皿）

ペレット占有
面積率

図-3 ペレット占有面積とガス雰囲気の流れに関する試験結果 

図-2 既設炉と改良型炉の可視化試験結果模式図 
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図-4 熱処理雰囲気の温度，水分と O/M の関係 

ガス拡散板 

焼結皿 
焼結皿

（メッシュ）

ガイド

①既設バッチ炉の模擬炉 ②改良型模擬炉 スペーサー

ガイド内を上昇 皿外側と体系壁の間を上昇 
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（３）試験等の結果まとめ 

・「小規模 MOX 試験設備を整備し、MOX 試験で焼結密度が 95%TD 以上、O/M が 1.97 以下で良好な外観

と均質な MOX 中空ペレットが 90%以上の収率で得られること」及び「焼結・O/M 調整設備について、

機器製作性見通しに関する技術根拠を提示できること」とのクライテリアに向け、小規模 MOX 試験

設備の設置スペースの確保及び供給ガス雰囲気の流れに関する可視化試験等の結果を基に小規模

MOX 試験用焼結・O/M 調整炉の詳細設計を完了した。また、O/M 調整後のペレットを検査する装置及

び低 O/M ペレットの再酸化の抑制機能を付加した一時保管庫の詳細設計を完了した。 

 

５．成果目標の達成見通しについて 

・プロセス技術開発については、共用バッチ炉の試験データを 2010 年度中に得る予定である。これま

での基礎データ等を含め、採否判断を総合的に実施するが、焼結の目標とする高密度条件は、基本的

にペレット特性の安定する方向であり、目標を達成できるものと思われる。 

・遠隔量産化技術開発としては、小規模ＭＯＸ試験用バッチ炉の設計情報、連続焼結炉の試験・検討等

の成果を総合的に勘案し、量産化に適した方式選定及び量産化への見通しを提示する予定である。 

 

 

図-5 設計した焼結・O/M 調整炉 

図-6 設計した焼結・O/M 調整炉，検査装置及び一時保管庫等概略図 

焼結・O/M 調整炉 検査装置 一時保管庫 

図-7 小規模 MOX 試験設備イメージ図（鳥瞰図） 

ペレット 

グローブボックス床 酸素センサー

ガス排出

ガス導入管 ガス 
導入 
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参考文献 

１） “簡素化ペレット法による燃料製造技術開発(6)焼結・O/M 調整技術開発” , 日本原子力学会

「2008 年秋の大会」K47, 2008 
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添付資料 4. 2. 2-4 

 燃料基礎物性研究 
 

 

１．開発目的 

 燃料設計手法、照射挙動評価及び燃料製造技術の開発のための基礎データを取得する。 

 

２．実施内容 

・燃料設計及び照射挙動評価に必要な基礎データを取得し、モデル化を行う。 

・燃料製造技術の評価に必要とする基礎データを取得し、製造技術のシミュレーション技術を開発する。 

・多元系燃料の物性値について、理論的に予測する技術を計算科学に適用して開発する。 

 

３．スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４．これまでの成果 

（１）研究方法 

・燃料中の Pu、Np、Am の含有率及び O/M をパラメータとした試料を調製し、物性値、焼結特性などの

基礎データ取得を行う。また、第一原理計算などの計算科学を適用して物性値の予測技術の開発を進

める。 

 

（２）主要成果 

【燃料設計及び照射挙動評価に必要な基礎データの取得とモデル化】 

①融点 

 燃料の熱的制限値を決定する物性値である融点について、Pu 含有率、Am 含有率及び O/M をパラ

メータとして測定を実施し、以下の成果を得た。 

・従来の Wカプセルを用いた測定では MOX と W との間に大きな反応が起こり MOX の融点を測定できて

いないことを明らかにした。 

・カプセル材との反応を防ぐために、Re を用いた融点測定を行い、高速炉燃料の融点として従来の固

相線に比べ約 100K 高いことを明らかにし、その固相線を約 40 年ぶりに改定した。(図-1) 

・ 固相線温度は、Pu 及び Am の含有により、単調に低下する。また、O/M の低下により、上昇するこ

とを明らかにした。(図-2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・測定結果は、UO2-PuO2-AmO2-PuO1.7系の理想溶液モ

デルと仮定し、評価した。その結果、実験結果を

±25K で再現するモデルを作成し、燃料設計及び

照射挙動解析へ反映した。計算結果を図中に示す。 

 

②熱伝導率 

燃料ペレット内の温度評価に反映するために、

密度、MA 含有率、O/M 比及び温度をパラメータと

して測定を行い、以下の成果を得た。 

・理論密度比 85%-95%の広範囲にわたって、測定を

行い、密度依存性を明らかにした。 

 

進捗状況

2.2.物性データ予測手法開物性データ予測手法開

発発

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 物性測定データ拡充物性測定データ拡充

20082008年度年度項目項目

進捗状況

2.2.物性データ予測手法開物性データ予測手法開

発発

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 物性測定データ拡充物性測定データ拡充

20082008年度年度項目項目

物性データ予測手法開発

物性測定データ拡充、評価、挙動評価コードへの反映

実施済 実施予定実施中実施済 実施予定実施中

図-3 (U,Pu,Am)O2-xの熱伝導率 

図-1 UO2-PuO2の融点 図-2 MOX の融点に及ぼす O/M の影響 
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・最大 12％Np 及び 3％Am 含有 MOX の熱伝導率を測定し、MA 含有による影響は 1000K 以下の温度では

わずかに低下させるが、高速炉燃料の使用範囲では、その影響は無視できるほど小さいことを明ら

かにした。 

・O/M＝2.00～1.90 の広範囲にわたって O/M の影響を調べ、O/M の低下で熱伝導率は大きく低下するこ

とを明らかにした。（図-3) 

・最大 2200K までの測定を行い、密度、MA 含有率、O/M 及び温度をパラメータとした熱伝導率式を作

成した。計算結果を図-3 中に示す。 

 

③酸素ポテンシャル 

 高燃焼度における被覆管の内面酸化を評価するために酸素ポテンシャルの測定を行い、以下の成

果を得た。 

・MOX 及び Np/Am 含有 MOX の酸素ポテンシャル測定を行い、従来の測定結果に比べ信頼性の高い値を

得た。（図-4)MOX の酸素ポテンシャルは、Pu 含有率が高いほど酸素ポテンシャルが高くなることを

確認した。（図-5) 

・MA の含有により酸素ポテンシャルは、高くなることがわかった。その違いは、O/M=1.995 で 10kJ/mol

程度の変化であり、2%程度の Am 含有は燃料特性に影響を及ぼさないと考えられる。（図-5) 

・MOX の酸素ポテンシャルを、点欠陥化学を用いてモデル化し、温度及び O/M をパラメータとして評

価することが可能となった。実験値と計算結果の比較を図に示す。（図-4) 
 

 
 

④格子定数 

  燃料ペレットの理論密度を評価するために必要な格子定数を測定し、以下の成果を得た。 

・格子定数は、MA の含有により低下し、O/M 比の低下で増加することを確認した。 

・測定データは、イオン半径を用いたモデルにより 

評価し、MA 含有 MOX 燃料は置換型の固溶体であ

ると考えられる。 

・格子定数をモデル化し、理論密度の評価が可能と

なった。（図-6) 

 

⑤その他 

・相分離挙動を調べ、相分離温度は、MA の含有に 

より低下するため、燃料特性に影響しないことを

明らかにした。 

・自己照射効果による格子膨張、熱回復などを評 

価し、MOX の格子膨張は 0.29％で飽和することを

明らかとした。また、格子膨張は 1273K の熱処理

で完全に回復することがわかった。 

 

 

【燃料製造技術の評価に必要とする基礎データの 

取得及び製造技術のシミュレーション技術の開発】 

  高発熱の MA を含有した原料を用いた燃料製造技 

術を確立するために、原料粉の保管中の特性変化の評

価、焼結挙動の評価及び O/M 調整手法の確立などにつ

いて試験を進めた。また、低 O/M の MOX 燃料の製造プ

ロセスを開発し、照射燃料製造を実施した。 

 

①原料粉末の熱特性 

・マイクロ波脱硝粉末の実効的な熱伝導率を測定し、 

原料の同位体比、密度及び O/M などをパラメータと

したモデルを作成し、原料粉末内の温度評価が可能

となった。 

・原料粉末の酸化挙動を明らかにし、酸化速度を温度、

時間の関数としてモデル化した。また、実効熱伝導

率と酸化速度の測定により、原料粉末の保管中の特

性変化をシミュレーションできるようになった。 
 

図-4 MOX の酸素ポテンシャル 図-5 (U,Pu,Np,Am)O1.995の酸素ポテンシャルの比較 

 

図-6 (U,Pu,Np,Am)O1.995の格子定数 
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②O/M コントロール技術 

 ・酸素ポテンシャル及び酸素化学拡散係数の測定を行い、測定結果から、熱処理中のペレットの O/M

変化を温度、熱処理雰囲気中の水素/水分比をパラメータとしてシミュレーションすることが可能

となった。本成果により、照射燃

料の O/M 調整を精度よく実施する

ことが可能となった。(図-8) 

 

③O/M のドリフト 

・低 O/M ペレットの室温付近での酸 

化速度を測定し、酸素の拡散では

説明ができないほど速いことがわ

かった。酸化のメカニズムについ

ては、今後評価する必要がある。

また、O/M の上昇を防ぐためには、

70℃以下で保管する必要があるこ

とがわかった。 

 

  ④照射燃料製造 

・低 O/M 燃料の調製技術として、 

2 段熱処理法を考案し照射燃料製造を実施した。図-9 に示すように、密度、O/M を精度よくコント

ロールして燃料調製することが可能となった。O/M=1.96 のペレットのミクロ写真では、相分離が

観察されるが、燃料ペレットの外観は、クラックなどは観察されなかった。表に示す照射燃料は、

常陽で照射試験を行い、現在、照射挙動の評価及び照射後試験を実施中である。(図-9) 

 

 

【多元系燃料の物性値の理論的予測する技術の開発】 

 実験が困難な条件及び多元系の物性値を理論的に評価するために、第一原理計算、分子動力学計

算及び熱力学データベースなどの計算科学による手法を開発する。 

 

①第一原理計算 

 PuO2 について計算を行い、完全結晶と欠陥構造について安定構造及び弾性定数の評価を行った。

酸素空孔の形成により、空孔の第一近接の Pu が還元され、イオン半径が大きくなることが、格子

定数の増加に起因することを確認した。また、フォノン分散の計算を行い熱膨張率及び比熱を実験

結果の±10％程度で再現できることができた。(図-10) 
 
 

 
 

 
 
 
 

図-8 熱処理中の O/M 変化 
図-9 MA 含有照射燃料の製造結果 

 

図-10 第一原理計算により得られた PuO2の物性地 
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②分子動力学計算 

 第一原理計算の結果をもとに分子動力学計算に用いる原子間ポテンシャルを作成し、UO2の計算

を開始した。融点、熱膨張率、弾性定数及び熱伝導率の評価を進めている。 

 

（３）試験等の結果のまとめ 

【燃料設計及び照射挙動評価に必要な基礎データの取得とモデル化】 

 Np 及び Am 含有 MOX の基礎データが整備できつつある。これまで得られた知見について表１にまと

めた。これまでの研究成果から、MA 含有による燃料特性への大きな影響はない。本研究による取得

データを基に、常陽での照射試験のための低 O/M 燃料の製造を行い、照射試験を実施した。基礎デー

タと、照射後試験結果とあわせて、照射挙動の評価を行うことが可能である。また、表 1には各取得

データについての課題を記載した。今後は、課題を明らかにするとともに、熱膨張率、拡散係数など

のデータを取得し、データベース化するとともに、炉外試験により再分布挙動の評価を目指す。 

 

【燃料製造技術の評価に必要とする基礎データの取得及び製造技術のシミュレーション技術の開発】 

 燃料製造技術に関する評価では、現在のところ粉末の熱物性が取得できたところであり、今後、粉

末特性と成形性及び焼結性の関係、焼結挙動評価、低 O/M の酸化挙動のメカニズムなどの基礎データ

を取得し、燃料製造シミュレーション技術の開発を通して燃料製造技術の開発を進める。 

 

【多元系燃料の物性値の理論的予測する技術の開発】 

 物性の予測技術の開発では、これまで、第一原理計算から物性値を評価するための評価手順を確認

した。今後は、第一原理計算に加え、分子動力学計算及び熱力学データベースなの手法を加えて、多

元系燃料の物性値の評価法を開発する。 

 

５．成果目標の達成見通しについて 

 照射挙動評価、燃料製造技術の開発のために必要な基礎データが整備され、これまでに実施した

MA 含有 MOX の照射試験の照射挙動を評価するための基礎データを取得することができた。さらに、

燃料設計及び照射挙動へ反映するために基礎データを蓄積し、データベース化を進める。今後は、模

擬 FP を含有させた MOX の物性測定、再分挙動を評価するために必要な基礎データ取得進めるととも

に、安定した燃料製造技術を行うために燃料製造のシミュレーション技術の開発を継続して進める。

また、計算科学を用いた物性値評価についても、多元系燃料への適用を目指して開発を進める。 
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添付資料4. 2. 2-5 

セル内遠隔設備の開発 
 

 

１．開発目的 
セル内遠隔量産設備の保守補修技術に対し、共通的なシステム技術の概念を構築し、技術根

拠に基づきその成立見通しを示す。 

 

２．実施内容 
・共通システム技術開発として、成型設備、ペレット検査設備、粉末分析設備及び遠隔ハンドリ

ング設備の概念設計を行い、モックアップ試験機によりその成立性を見通す。 

・上記以外のセル内設備について、同様な開発展開を適用実施する。 

 

３．スケジュール 
 

 

 

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．これまでの成果 
（１）モジュール化成型設備及び遠隔ハンドリング設備 

  (a) 研究方法 

・FaCT 燃料製造設備の保守概念は、工程セル内保守－除染セル内保守－グローブボックス保守

の 3つのステップで構成される。この保守システムに適用するモジュール化設備技術を開発す

るため、成型設備（ペレット整列部を含む）を開発設備の代表として、モジュール化設備技術

の開発を行う。合わせて、モジュールを遠隔で取扱うハンドリング設備の開発を実施し、整合

のとれた設備とする。 

 

  (b) 主要成果 

・FaCT 成型設備の基本構成は、現在日本原子力研究開発機構が運転しているグローブボックス

内に設置した MOX 燃料製造設備と大きな差がないため、開発設備の保守・補修項目の洗い出

しを既存のグローブボックス設備をベースに実施した。結果は、約 70件の保守項目を抽出し、

これに対応する保守交換用モジュールとするために、対象部位の細分化及び集約、モジュー

ル着脱方法の検討を実施し、モジュール構成数を 37 個とした設備の概念を設計した。モジュ

ール構造の基本的な概念の例と交換方法の例を図-1 に示す。モジュール化構造の設計に当た

っては、設備構造強度等への影響に配慮しながら、遠隔着脱の実現性が確保できるように工

夫をした。共通的システム技術の具体化として、H18 年度に検討したモジュールの着脱・位置

決め機構をペレット成型機に取り入れ、設備概念を検討した。 

・モジュール着脱用ロボットアームおよびペレット取扱い用ロボットアームの半自動制御技術

の開発を継続実施している。（図-2、図-3） 

・モジュール着脱用ロボットアームの運転負荷を軽減するためのマン・マシン・インタフェー

ス（MMI）技術開発を継続実施している。（図-4） 

・ペレット検査設備および TRU 燃料粉末の分析設備についても、共通的モジュール概念を反映

した設備概念を構築した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図-2 遠隔保守マニプレータ試験機 

図-4 MMI 評価解析試験環境 図-3 ロボットアームの半自動制御技術の概念 

図-1 遠隔保守対応成型設備のモジュール概念例 

進捗状況

2.2. その他の設備その他の設備

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 共通技術開発共通技術開発 （公募）（公募）

・モジュール化成型設備・モジュール化成型設備

・ペレット検査設備・ペレット検査設備

・粉末分析設備・粉末分析設備

・遠隔ハンドリング設備・遠隔ハンドリング設備

20082008年度年度項目項目

進捗状況

2.2. その他の設備その他の設備

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 共通技術開発共通技術開発 （公募）（公募）

・モジュール化成型設備・モジュール化成型設備

・ペレット検査設備・ペレット検査設備

・粉末分析設備・粉末分析設備

・遠隔ハンドリング設備・遠隔ハンドリング設備

20082008年度年度項目項目

モジュール化設備概念設計、
モックアップ試験機製作

システム概念検討

取り合い試験

ハンドリング設備試験機製作

実施済 実施予定実施中実施済 実施予定実施中

遠隔操作卓 MMI 解析装置 

模擬移動体 

視覚情報装置 

位置情報装置 
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  (c) 試験等の結果のまとめ 

「セル内遠隔量産設備の保守補修技術に対し共通的なシステム技術の概念が構築されるこ

と」とのクライテリアに向け、共通的システム技術の具体化として、平成 18 年度に検討した

モジュールの着脱・位置決め機構をペレット成型機に取り入れ、モジュール化設備概念を構

築した。ペレット検査設備及び TRU 燃料粉末の分析設備についても、共通的モジュール概念

を反映した設備概念を構築した。また、セル内ハンドリング設備として開発するロボットア

ームの自律制御技術の改良試験を実施した。これらにより、クライテリアにある概念構築が

図られつつある。 

 

（２）ペレット検査設備 

  (a) 研究方法 

・FaCT 燃料製造施設は年産 200tHM の大型プラントを目指しており、日産 7万個規模で中空タ

イプの焼結済ペレットの外観、寸法及び重量測定をセル内で実施し、かつ遠隔保守が可能な

検査技術を開発する。(図-5) 

 

  (b) 主要成果 

・低除染 TRU 燃料ペレットの検査仕様、環境条件、運転保守条件を整理し、これらの要件に

合致する市販の測定技術を検討し、外観検査及び中空内径測定：画像処理、ペレット外径・

高さ測定：画像処理による形状測定、ペレット重量測定：電磁平衡方式天秤を選定した。（図

-6、図-7）また、これらの技術を組み合わせた検査システムの概念設計を実施し、検査モ

ジュールの開発用試験機の製作設計を実施した。現在、検査モジュールの製作に着手して

いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  (c) 試験等の結果のまとめ 

セル内遠隔量産設備のペレット検査技術として、測定技術の概念構築、モジュール化を

含めた測定設備としての成立性、遠隔保守補修性につて、概念検討・概念設計を行い高い

成立性がある見通しが得られた。 

 

（３）TRU 粉末分析装置 

  (a) 研究方法 

・FaCT 燃料製造設備では、プラント量産性を向上するため燃料粉末に水分を添加し造粒する

ことにより、粉末流動性を改善する設計としているが、乾燥系の臨界管理とするため 5％

ブロワ 

遮へい

θ

重量計

ペレット 

図-7 重量測定部の搬送方法の概念 

図-6 外観及び寸法検査の概念 
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識別能力：空穴φ0.1mm 以上、割れ幅 0.1mm 以上 

 

図-5 ペレット検査設備全体概念 
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以下の水分含有率とする必要がある。また、プラントの安定操業の観点からも粉末特性の

異常を早い段階で検知する必要がある。これらの要求を満たすため、インラインで、燃料

粉末の移送を妨げることなく迅速に水分含有率、粒度分布、粉末流動性を測定できる技術

を開発する。（図-8）併せて、工程内の燃料粉末の酸素/金属比（O/M 比）の管理を行うた

め、セル内 O/M 比測定技術を開発する。  

 

  (b) 主要成果 

・水分含有率，粒度分布，粉末流動性測定について、セル内インライン分析設備に採用する測

定法および市販品の測定装置から本設備に現状で技術的実現性が高いものを選定し、セル内

インライン分析装置の概念設計を実施した。 

 水分含有率測定：赤外線吸光法 

 粒度分布測定 ：乾式レーザ回折法 

 粉末流動性測定：かさ・タップ密度及び安息角測定 

・現在、概念設計を基にインライン分析装置の製作に着手している。  

   ・遠隔 O/M 比測定装置は、分析性能の実現性を調査・検討し、セル内遠隔設備の測定装 置の

選定及びセル内設置への可能性を検討した結果、グローブボックス設備で使用実績のある市

販の差動型示差熱天秤を選定した。試料取扱機構を含めた遠隔 O/M 比測定装置の概念設計及

び試験機を設計製作し、試料取扱機構については想定した試料採取量および試料取扱時間を

達成することを確認した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (c) 試験等の結果のまとめ 

セル内遠隔量産設備の燃料粉末分析技術として、水分含有率測定、粒度分布測定、粉末物

性測定を一式のインライン化した分析技術の概念構築、オフライン式 O/M 比測定技術の概念

構築、モジュール化を含めた設備としての成立性、遠隔保守補修性について、概念検討・概

念設計を行い高い成立性がある見通しが得られた。 

 

５．成果目標の達成見通しについて 
クライテリアにある共通概念構築が図られつつある。 

 

参考文献 

１） 原子力 eye、Vol.54 No.5(2008) 

 

 

 

図-8 インライン型粉末分析設備全体概念 

図-9 O/M 比測定設備全体概念 



JAEA-Evaluation 2009-003 

C-22 

添付資料4. 2. 2-6 

TRU燃料の取扱 
 

 

１．開発目的 
TRU 燃料の発熱影響緩和策の優先課題として、集合体組立装置の燃料バンドル組立時冷却評価技

術の開発するともに、除熱システムについて技術的成立性に関する根拠を提示すること。 
 
２．実施内容 

・燃料ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾌﾙﾓｯｸｱｯﾌﾟ試験装置による除熱試験 

・燃料ﾊﾞﾝﾄﾞﾙにおける除熱評価ﾂｰﾙの整備（図-1） 

・除熱システムの評価 
 
３．スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．これまでの成果 

（１）研究方法 
・225 本の燃料ピン模擬の発熱体で構成する燃料バンドルモックアップを製作し、最大 20W/kgHM を

想定した発熱密度での強制空冷による除熱システムの成立性を評価する。 
・少数ピンモデル試験により、粒子画像流速計測法（PIV）による詳細流動データ等に基づきミクロ

評価ツールを整備し、バンドル全体の伝熱・流動モデルを設定する。 
・整備した評価ツールにより、除熱システムの性能を評価すると共に、異常な送風冷却停止時の温度

上昇挙動を評価する。（図-2） 

（２）主要成果 
・燃料バンドルフルモックアップ試験装置を製作し、除熱システム成立性の根拠となる燃料バンドル

内の温度分布データの取得を開始した。下部からの送風冷却下での被覆管最高温度は、健全性維持

に十分な条件である 200℃以下に保ちうることが分かった。 
・様々な条件下での燃料バンドル内温度を予測するための評価ツールの整備を行った。 
・ピン・ワイヤ周りの流量の解析を行い、実験による計測と良く一致する結果が得られた。 

 
 
 

 
 
 

図-1 TRU燃料集合体組立時の燃料ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ冷却評価試験装置 

可視化試験部 

2.2. 冷却システム概念の冷却システム概念の

構築構築

進捗状況

3.3. ミクロ評価ツールの検ミクロ評価ツールの検

討討

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. ＴＲＵ燃料集合体組立ＴＲＵ燃料集合体組立

時の燃料バンドル冷却評時の燃料バンドル冷却評
価ツールの整備価ツールの整備

①フルモックアップ除熱①フルモックアップ除熱
試験試験

②除熱評価ツールの整②除熱評価ツールの整
備備

20082008年度年度項目項目

2.2. 冷却システム概念の冷却システム概念の

構築構築

進捗状況

3.3. ミクロ評価ツールの検ミクロ評価ツールの検

討討

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. ＴＲＵ燃料集合体組立ＴＲＵ燃料集合体組立

時の燃料バンドル冷却評時の燃料バンドル冷却評
価ツールの整備価ツールの整備

①フルモックアップ除熱①フルモックアップ除熱
試験試験

②除熱評価ツールの整②除熱評価ツールの整
備備

20082008年度年度項目項目

ツール整備・定常解析

定常試験・過渡試験

ツール整備・過渡解析

設計・製作

システム概念検討・構築

過渡試験定常試験

実施済 実施予定実施中実施済 実施予定実施中

図-2 PIVデータ活用によるミクロ評価ツールの検討 
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（３）試験等の結果のまとめ 

「TRU 燃料集合体組立時の燃料バンドル冷却評価技術の開発」として、燃料バンドルフルモックア

ップ試験装置を製作し、除熱システム成立性の根拠となる燃料バンドル内の温度分布データの取得

を開始した。また、様々な条件下での被覆管温度を予測するための評価ツールの整備を行っている。

下部からの送風冷却下での被覆管最高温度は、健全性維持に十分な条件である 200℃以下に保ちう

る試験データを得た。ピン・ワイヤ周りの流量の解析を行い、実験による計測と良く一致する結果

を得た。 

 

５．成果目標の達成見通しについて 
・燃料集合体組立時の裸バンドルにおける強制空冷による冷却システムの成立性を評価するデータが

得られつつあり、目標を達成する見通しである。 

 

 

参考文献 

１） 伊藤邦博他,「TRU 燃料集合体組立時の燃料バンドル冷却評価技術の開発研究(1)全体計画と

試験装置の設計検討」,日本原子力学会 2007 年秋の大会,K19（2007） 

２） 高田孝他,「TRU 燃料集合体組立時の燃料バンドル冷却評価技術の開発研究(2)燃料バンドル

冷却評価ツールの開発」,日本原子力学会 2007 年秋の大会,K20（2007） 

３） 池田一生他,「TRU 燃料集合体組立時の燃料バンドル冷却評価技術の開発研究(3)模擬燃料バ

ンドル定常状態除熱試験」,日本原子力学会 2008 年秋の大会,307（2008） 

４） 真鍋勇一郎他,「TRU 燃料集合体組立時の燃料バンドル冷却評価技術の開発研究(4)サブチャ

ンネルコードによるフルモック試験解析」,日本原子力学会 2008 年秋の大会,（2008） 

５） K. Itoh et al., “Development of the cooling Technology on TRU Fuel Pin Bundle during 

Fabrication Process (1) Whole Study Plan and fabrication of Test apparatuses”, 

ICAP2008, Anaheim, CA USA (2008) 

６） K. Hishida et al., “Development of the cooling Technology on TRU Fuel Pin Bundle during 

Fabrication Process (2) High-Speed PIV Measurements in Gap among Fuel Pins”, ICAP2008, 

Anaheim, CA USA (2008) 

７） T. Takata et al., “Development of the cooling Technology on TRU Fuel Pin Bundle during 

Fabrication Process (3) Development of Analytical Tool”, ICAP2008, Anaheim, CA USA 

(2008) 

８） 伊藤邦博他,“TRU 燃料集合体組立時の燃料バンドル冷却評価技術の開発”,原子力システム

研究開発事業成果報告会資料集,平成 20 年 1 月 22 日,科学技術振興機構,（2008）  
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添付資料 4. 2. 2-7 

副概念：金属燃料射出鋳造技術(※) 
 

 

１．開発目的 
U-Pu-Zr 燃料スラグの Pu の均一性を確認するとともに、「常陽」照射試験に供する U-Pu-Zr 燃料ス

ラグの製造技術を開発する。また、TRU 合金の均質性に関する確認を行う。 

 

２．実施内容 
  ・U-Pu-Zr 合金の小規模射出鋳造試験（電中研／JAEA） 

・TRU 合金の組織観察と状態図解析（電中研、JAEA） 

 

３．スケジュール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．これまでの成果 

（１）U-Pu-Zr 合金の小規模射出鋳造試験 
  (a) 研究方法 

   ・小規模射出鋳造試験による、長さ約 200mm の U-20wt.%Pu-10wt.%Zr 合金燃料の作製。(図-1) 

・スラグを製造し、直径、密度、Pu および Zr の軸方向濃度分布などを測定する。（表 1） 

・1バッチあたりの原料金属の溶解量は約 120g で、１バッチで 1本の燃料スラグを製造する。鋳

型は内面ジルコニアでコーティングした石英管で、長さ約 280mm、内径約 5mm である。原料の一

部である U-Pu 合金は、MOX ペレットを電解還元法によって還元することで得る。 

 

  (b) 主要成果 

   外径ばらつきが少なく（<±0.05mm）、Zr および Pu が軸方向に均一に分布した良好な燃料スラグ

が得られ、照射試験用の燃料スラグを製造する技術を確立することができた。（図-2）また、Am の

軸方向分布も均一であることが確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.520.520.5Pu

下中上位置

0.32

11.0

68.2

0.31

10.0

69.2

20.0±1.0
（合計）0.31Am

10.0±1.010.2Zr

balance69.0U
組成
（wt%）

15.3～16.115.6密度 （g/cm3）

4.95±0.05
5.05±0.05

5.02±0.04直径 （mm）

200±1200.3長さ （mm）

目標仕様測定結果測定項目

20.520.520.5Pu

下中上位置

0.32

11.0

68.2

0.31

10.0

69.2

20.0±1.0
（合計）0.31Am

10.0±1.010.2Zr

balance69.0U
組成
（wt%）

15.3～16.115.6密度 （g/cm3）

4.95±0.05
5.05±0.05

5.02±0.04直径 （mm）

200±1200.3長さ （mm）

目標仕様測定結果測定項目

表1 U-20wt%Pu-10wt%Zr合金スラグの分析結果（一例） 

2.2. ＴＲＵ燃料製造技術開ＴＲＵ燃料製造技術開

発発

進捗状況

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 「常陽」照射試験用燃「常陽」照射試験用燃

料ピンの製造技術開発料ピンの製造技術開発

20082008年度年度項目項目

2.2. ＴＲＵ燃料製造技術開ＴＲＵ燃料製造技術開

発発

進捗状況

20102010年度年度20092009年度年度20072007年度年度20062006年度年度

1.1. 「常陽」照射試験用燃「常陽」照射試験用燃

料ピンの製造技術開発料ピンの製造技術開発

20082008年度年度項目項目

照射試験用ピン製造

製造技術開発

ＭＡ金属照射サンプル製造

(a) 高純度Ａｒグローブボックス 

ＪＡＥＡ大洗研究開発センター燃料研究棟に設置 

(b) 小規模射出鋳造装置 

 U-Pu-Zr合金装荷量：約120g 

 溶解るつぼ：高純度ｸﾞﾗﾌｧｲﾄ 

 溶解温度：1580℃以下 

 モールド：石英、5mmφ,280mmL 

 モールド本数：1本  

 

図-1 金属燃料製造試験設備の外観 

(※) 「独立行政法人日本原子力研究開発機構と財団法人電力中央研究所との高速増殖炉

サイクル実用化研究開発に関する研究協力覚書」に基づく電力中央研究所からの開示技

術情報及び共同研究の成果を含む。 
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（２）TRU 合金の組織観察と状態図解析 
  (a) 研究方法 

    電中研所有の基礎データ等に基づき多元系の混合性を予測する手法を開発すると 

ともに、TRU 合金の組織を観察して予測手法の妥当性を確認する。 

 

  (b)主要成果 

U-Pu-Np-Am-Zr を含有する合金において、Np は U と類似した挙動を示すことを確認した。また、

U-Am系の混合率は小さく二相分離を生ずるが、Puが共存するとU-Amの混合性が格段に向上し、U-Pu

マトリックスに Am-Pu 相が微細に分布することなどを解明した。 

 

 

５．試験等の結果のまとめ 
 小規模射出鋳造試験により U-Pu-Zr 合金燃料の製造性には問題がないことが確認され、 

また、Np や Am 等の MA を添加した場合にも混合性に問題がないことが熱力学的に明らかとなりつつあ

る。  

 

 

６．成果目標の達成見通し 
 2010 年度までの課題は、概ね達成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図-2 U-20wt%Pu-10wt％Zr合金スラグの外観 

U-Pu 

(マトリックス）
Am-Pu 

(黒色部）

図-4 U-64wt％ Pu-7wt％ Am合金の金相観察

1mm 

Am-part 

U-part

図-5 U-7wt％ Am合金の金相観察 

図-3 Am-Pu-U合金の状態図の解析結果 

1000℃

液体 

1100℃

液体 

(※) 「独立行政法人日本原子力研究開発機構と財団法人電力中央研究所との高速増殖炉

サイクル実用化研究開発に関する研究協力覚書」に基づく電力中央研究所からの開示技

術情報及び共同研究の成果を含む。 
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添付資料 4.2.2-8 

設計に影響する可能性のある課題 （燃料製造システム関連） 
 

設計区分 課題 設計影響 対応方針 

脱硝・造粒設備 ・液の深い円筒型脱硝容器では、脈動的に

沸騰するために吹き零れやすいことがわ

かってきた。 

・円筒型脱硝容器での吹き零れを防ぐことができない場合、容器

を浅皿型とする必要がある。 

・容器形状の変更に伴い、焙焼・還元ステージへの移送や払い出

しの方法に見直しが必要となる。 

・浅皿型容器とすることで脱硝設備の占有面積が拡大する。 

・浅皿型に対応し、粉末飛散を防止できる脱硝体の移送、粉末払出しの方

法の検討等浅皿型容器に対応した脱硝設備概念の検討を行う。 

焼結設備 ・連続焼結炉で形状管理を担保することは、

課題の解決見通しが困難。 

・連続焼結炉を質量管理とする場合、単機の処理能力が低下する。

・設備数が増加しより多くの設置面積を要するため、建設費、操

業費が数%程度増大すると考えられる。 

・焼結・O/M調整共用バッチ炉、質量管理方式による連続焼結炉及び形状

管理方式による連続焼結炉の各ケースによる成立性評価、経済性影響等の

評価を進め、2010年までに方式の選定を行う。 

 

O/M 調整設備 ・FS フェーズⅡ概念の O/M 調整炉内の中性

子吸収材設置については、高温に耐える中

性子吸収材の見通しが困難。 

 

 

・臨界管理方式を質量管理に変更する必要がある。 

・設備数は増えるが小型化され、中間バッファの容量も小さくて

済むため、建設費、操業費は微減～微増と考えられる。 

 

 

・設備配置設計検討等、詳細な経済性影響評価を今後実施する。 

・低 O/M ペレットの空気中保管の制限温度

について 60℃以下にする必要がある。 

・O/M 調整炉からの取出し時および貯蔵時の温度制限の見直し。 

・制限温度が引き下げられた場合、冷却設備の能力を強化する必

要があり、建設費、操業費の増大が懸念される。 

 

・不活性雰囲気中での保管、密閉容器での保管等追加措置の検討及び経済

性影響評価を今後、実施する。 

・代替技術として酸素ゲッター添加法の検討・開発を進める。 

計量管理設備 ・セル内の滞留核物質の測定手法として従

来の中性子同時計測法の適用性の可能性

を検討したところ、Cm を主とするノイズの

影響で手法の適用は困難との計算評価結

果が得られた。 

・新たな測定手法の開発が必要である。 ・総中性子量と破壊分析の組合せで推定する方法等が考えられるが、制度

検討を含め、今後、幅広い検討を実施していく。 

 



JAEA-Evaluation 2009-003 

C-27 

添付資料 4.2.2-9 

2010 年における成果目標（クライテリア）の達成見通しについて （燃料製造システム関連） 
 

開発課題 2010年成果目標（クライテリア） 達成見通し 

１．脱硝・転換・造粒一元処理技術の開発 

・脱硝・転換・造粒プロセスの工学規模に

おける成立性評価 

 

 

・量産設備の開発 

 

・1kgMOX/バッチ程度の試験を実施し、目標値として、粉末流動性指数(Carr 指数）

が 60 以上、比表面積が 3～5ｍ2/g の流動性改良粉末が収率の 80％以上の収率で

得られることにより、脱硝・造粒プロセスの工学規模成立性見通しに関する技

術根拠を提示できること。 

 

・マイクロ波脱硝技術及び造粒技術の量産性見通しに関する技術根拠を提示でき

ること。 

 

・プロセス技術開発については、工学規模でのプロセス成立性評価に向けて小規模 MOX 試験設

備の整備が進められており、2010 年度内には成果目標が達成できると考える。 

 

 

 

・量産技術については、量産に適した手法選定のための試験及び設計検討等を進め、総合的な

採否判断を 2010 年度に実施する。 

 

２．ダイ潤滑成型技術 

・ダイ潤滑成型プロセスの工学規模におけ

る成立性評価 

 

 

 

・数 kgMOX/バッチ程度の試験を実施し、割れ欠けのないグリーンペレットが 90％

以上の収率で得られることにより、ダイ潤滑成型プロセスの工学規模成立性見

通しに関する技術根拠を提示できること。  

 

（量産設備の見通しについては、コールド試験によりプレス速度の見通しが得ら

れていることから、クライテリアを設定していない。） 

 

・本技術の工学規模での成立性評価に向け、小規模 MOX 試験設備の整備を進め 2010 年に試験

データを取得する。平行して、プルトニウム第三開発室の FBR ラインにおいて工学規模の製

造試験を実施準備中であるため、この成果等を踏まえ総合的に判断する。既に、模擬試料試

験等で基本的な性能を確認しており、目標達成が可能と見込まれる。 

 

 

３．焼結・O/M 調整技術 

・焼結・O/M 調整プロセスの工学規模にお

ける成立性評価 

 

 

 

 

・量産設備方式の選定 

 

・数 kgMOX/バッチ程度の試験を実施し、焼結密度が 95％TD 以上、O/M 比が 1.97

以下で良好な外観と均質な組成を有する MOX 中空ペレットが 90％以上の収率で

得られることにより、焼結・O/M 調整プロセスの工学規模成立性見通しに関する

技術根拠を提示できること。  

 

 

・焼結・O/M 調整設備について、量産化に適した方式選定及び量産化への見通しに

関する技術的根拠を提示できること。 

 

・プロセス技術開発については、共用バッチ炉の試験データを 2010 年度中に得る予定である。

これまでの基礎データ等を含め、採否判断を総合的に実施するが、焼結の目標とする高密度

条件は、基本的にペレット製造特性が安定する方向であり、目標を達成できるものと思われ

る。 

 

 

・遠隔量産化技術開発としては、小規模工学試験の設計情報、連続焼結炉の試験・検討等の成

果を総合的に勘案し、量産化に適した方式選定及び量産化への見通しを提示する。 

 
４．燃料物性 

・照射挙動評価と基礎物性 

・燃料製造技術と基礎物性 

（クライテリアの設定なし） 

・物性データの測定及び評価を進める。 

 

・照射挙動評価、燃料製造技術開発に必要な基礎データの整備が図られつつある。 

５．セル内遠隔技術 

・遠隔保守共通技術開発 

・遠隔保守化設備開発 

 

・セル内遠隔量産設備の保守補修技術の共通的なシステム技術の概念が、成型設

備を例に、コールドモックアップによる技術的根拠に基づき構築されること。 

 

・モジュール分割可能な遠隔保守対応設備概念を詳細化するとともに、遠隔保守用マニプレー

タシステムの開発を実施している。今後、遠隔保守のコールドモックアップ試験を予定して

おり、クライテリアを達成できる見込みである。 

 

６．TRU 燃料取扱技術 

・燃料集合体の組立時の除熱システムの成

立性確認 

 

・集合体組立設備の発熱影響対策として、燃料要素バンドルの冷却システムを開

発し、コールドモックアップによる技術的根拠と共に提示されること。 

 

・コールドモックアップ試験および評価モデル開発を実施しており、クライテリアを達成でき

る見込みである。 
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添付資料 4.2.2-10 
代替技術を採用した場合の経済性影響について （燃料製造システム関連） 

 
代替技術への変更 経済性影響 

酸素ゲッター添加法の採用 代替技術の成立性の見通しが得られた時

点でコスト評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




