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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
使用済酸化物燃料を溶媒に溶解させ、電解によってウラン・プルトニウム混合酸化物を
析出・回収する使用済酸化物燃料の乾式再処理方法において、
金属被覆管内に酸化物燃料が充填されている使用済燃料ピンを機械的に破砕する破砕工
程と、燃料ピン破砕片を、溶媒として用いるモリブデン酸溶融塩もしくはタングステン酸
溶融塩に投入して不活性ガス雰囲気下で燃料成分の溶解を行うことにより、燃料溶解と同
時にハル分離を行うハル分離・燃料溶解工程と、前記溶媒に溶解した燃料成分に酸化処理
を施す酸化工程と、酸化処理後の溶媒に電解処理を施すことによってウラン・プルトニウ
ム混合酸化物を陰極上に析出・回収する電解工程とを備えていることを特徴とする使用済
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酸化物燃料の乾式再処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、原子炉で生成する使用済酸化物燃料からウラン及びプルトニウムを酸化物と
して回収する方法に関し、更に詳しく述べると、燃料ピン破砕片を溶媒であるモリブデン
酸溶融塩もしくはタングステン酸溶融塩に投入し、不活性ガス雰囲気下で燃料成分の溶解
を行うことにより、予め脱被覆処理を行うことなく、ハル（被覆管片など）分離と燃料溶
解を同時に行うようにした使用済酸化物燃料の乾式再処理方法に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
現在、商業用原子炉では酸化物燃料が使用されているために、使用済核燃料の再処理方
法としては、酸化物燃料が処理でき且つウラン及びプルトニウムを混合酸化物として回収
できる方法が必要とされている。この目的のために、酸化物電解による乾式再処理法が開
発されている。
【０００３】
従来方法では、使用済酸化物燃料を溶解させる溶媒としてＮａＣｌ−２ＣｓＣｌの組成
を有する塩を使用している。この塩を６５０℃程度に加熱して溶融させ、そこに使用済酸
化物燃料を供給して溶解させ、電解によってウラン及びプルトニウムの混合酸化物を回収
する。ここで、使用済酸化物燃料をＮａＣｌ−２ＣｓＣｌ溶融塩に溶解させる際には、塩
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素ガスを用いている。
【０００４】
例えば非特許文献１には、「塩サイクル法」として、「酸化物燃料はＣｌ2 −ＨＣｌガ
スが吹き込まれている塩化物混合溶融塩中に溶解され、溶解したウランとプルトニウムは
５００ないし７００℃における陰極電着により酸化物として回収される。」と記述されて
いる。
【０００５】
しかし、この溶解反応は、気体である塩素ガスと固体の使用済酸化物燃料との間で生じ
る気固反応であるため、溶解が遅く溶解に長時間を要し（溶解に４〜６時間かかる）経済
性が悪い欠点がある。また、腐食性の高い塩素ガスを用いるため、処理装置の構成材料が
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腐食される問題もある。
【０００６】
このような問題を解決できる方法として、本発明者らは先に、溶媒として加熱溶融した
モリブデン酸塩又はタングステン酸塩を用い、該溶媒に溶融助剤を添加すると共に酸素含
有ガスを吹き込みながら使用済酸化物燃料を溶解させ、電解によってウラン・プルトニウ
ム混合酸化物を回収する方法を開発した（特願２００５−２００５９０参照）。そのフロ
ーを図３に示す。
【０００７】
この方法は、前記のような従来技術の欠点を解消できるものの、解決すべき幾つかの問
題が残っている。その一つは、燃料溶解に先立って、予め被覆管から使用済酸化物燃料を
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取り出す脱被覆工程が必要なことである。商業用原子炉で使用されている燃料ピンは、ス
テンレス鋼やジルカロイなどからなる被覆管内に酸化物燃料を充填した構造であり、その
ため燃料溶解に先立って燃料ピンを機械的に破砕（例えば、せん断）し、被覆管片から酸
化物燃料を分離する（脱被覆する）必要がある。しかし、現在の脱被覆技術では、被覆管
に燃料成分が多く残留・付着するため、高い燃料回収率を得るためにはハル洗浄工程等を
追加する必要があり、工程の複雑化とコスト増大を招いている。
【０００８】
また、この方法は、燃料溶解の際に、反応の遅い酸化反応を伴うため、溶解速度が比較
的遅くなる問題がある。更に、使用済酸化物燃料に含まれている高発熱体で高レベル廃棄
物の要因であるＣｓが溶媒（溶融塩）に溶け込むため、大量の溶媒が高レベル廃棄物とな
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る問題もある。
【非特許文献１】「燃料再処理と放射性廃棄物管理の化学工学」原子力化学工学第４分冊
Manson Benedict 他著、清瀬量平訳、昭和５８年１２月、日刊工業新聞社発行、p.16
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
本発明が解決しようとする課題は、使用済酸化物燃料の溶解反応に腐食性の高い有害ガ
スを使用せずに済むようにし、しかも燃料溶解に先立って予め脱被覆を行う必要が無く、
工程を簡素化でき、また溶解速度が速く、高レベル廃棄物発生量を大幅に削減できるよう
にすることである。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明は、使用済酸化物燃料を溶媒に溶解させ、電解によってウラン・プルトニウム混
合酸化物を析出・回収する使用済酸化物燃料の乾式再処理方法において、金属被覆管内に
酸化物燃料が充填されている使用済燃料ピンを機械的に破砕する破砕工程と、燃料ピンの
破砕片を、溶媒として用いるモリブデン酸溶融塩もしくはタングステン酸溶融塩に投入し
て不活性ガス雰囲気下で燃料成分の溶解を行うことにより、燃料溶解と同時にハル分離を
行うハル分離・燃料溶解工程と、前記溶媒に溶解した燃料成分に酸化処理を施す酸化工程
と、酸化処理後の溶媒に電解処理を施すことによってウラン・プルトニウム混合酸化物を
陰極上に析出・回収する電解工程とを備えていることを特徴とする使用済酸化物燃料の乾
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式再処理方法である。
【発明の効果】
【００１１】
本発明に係る使用済酸化物燃料の乾式再処理方法によれば、燃料溶解に先立って予め別
工程で脱被覆処理を行う必要が無く、燃料成分溶解とハル分離を同時に処理できるので、
従来の脱被覆工程における低い燃料回収率の問題を解決できるし、工程も簡素化される。
また、溶融塩への溶解では、反応の遅い酸化反応を伴わないため、溶解速度が速くなり、
極めて短時間で溶解が終了し、プロセスの操業時間を大幅に短縮できる。更に、本発明方
法は、不活性ガス雰囲気下で溶解させるので、溶媒のモリブデン酸溶融塩もしくはタング
ステン酸溶融塩には貴金属ＦＰ及び高発熱体で高レベル廃棄物の要因であるＣｓ等が溶け
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込まないことから、それらをハルと共に分離することで、大量の溶媒が高レベル廃棄物に
なるのを避けることができる。なお、溶解反応において腐食性の高いガスを必要としない
ので、処理装置構成材料の腐食が生じず、処理装置の寿命を大幅に延伸できることは言う
までもない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
本発明に係る使用済酸化物燃料の乾式再処理方法のフローチャートを図１に示す。商業
用原子炉で使用する燃料ピンは、被覆管の内部に酸化物燃料を充填した構造である。被覆
管は、例えばステンレス鋼やジルカロイなどの金属材料からなる。まず、従来同様、使用
済の燃料ピンを機械的に破砕する。具体的には、２軸せん断機などを用いてせん断処理す
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る（せん断工程）のが好ましい。
【００１３】
従来の乾式再処理方法では、次の溶解工程に進む前に、燃料ピンせん断片を予め脱被覆
処理するのであるが、本発明方法では直接溶解工程に進む。即ち、燃料ピンせん断片を、
溶媒として用いるモリブデン酸溶融塩もしくはタングステン酸溶融塩にそのまま投入し、
溶媒に不活性ガスを通じながら溶解を行うことにより、燃料溶解と同時にハル分離を行う
（ハル分離・燃料溶解工程）。この工程では、燃料成分のみが溶解され、ハル（被覆管片
など）はそのまま残る他、貴金属ＦＰ（核分裂生成物）及び高発熱体で高レベル廃棄物の
要因であるＣｓ等も溶解しない。そこで、これらハルや溶解残渣を除去する。
【００１４】
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使用済酸化物燃料の中には、ウラン、アルカリ金属元素、貴金属元素、希土類元素、及
び原子炉内で生成したプルトニウムなどの超ウラン元素が存在する。本発明方法では、使
用済酸化物燃料を溶解する溶媒として、例えばモリブデン酸ナトリウム（Ｎａ2 ＭｏＯ4
，Ｎａ2 Ｍｏ2 Ｏ7 等）あるいはタングステン酸ナトリウム（Ｎａ2 ＷＯ4 ，Ｎａ2 Ｗ2
Ｏ7 等）を用いる。これらの化合物の融点は約７００℃であるが、溶解反応を促進させる
ためには７５０℃以上に加熱することが望ましい。不活性ガス雰囲気下において、使用済
酸化物燃料に含まれている二酸化ウラン及び二酸化プルトニウムが、溶融しているモリブ
デン酸ナトリウムに溶解する反応式は、次の通りである。
ＵＯ2 ＋２Ｎａ2 Ｍｏ2 Ｏ7 →Ｎａ4 Ｕ（ＭｏＯ4 ）4
（なお、Ｎａ4 Ｕ（ＭｏＯ4 ）4 はＵ（ＭｏＯ4 ）2 ＋２Ｎａ2 ＭｏＯ4 と同表現）
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ＰｕＯ2 ＋２Ｎａ2 Ｍｏ2 Ｏ7 →Ｎａ4 Ｐｕ（ＭｏＯ4 ）4
（なお、Ｎａ4 Ｐｕ（ＭｏＯ4 ）4 はＰｕ（ＭｏＯ4 ）2 ＋２Ｎａ2 ＭｏＯ4 と同表現）
ウラン及びプルトニウムは、４価のまま価数を変えずに溶融塩中に溶解するため、酸化の
ための助剤などを必要とせず、反応の遅い酸化反応を伴わないため、溶解速度は大幅に向
上する。このとき、溶媒は被覆管などの構造材のを溶かさずに、燃料成分のみが溶解する
ことになり、ハル分離と燃料溶解を同時に達成できる。また、使用済燃料に含まれている
貴金属元素及び高発熱体であるＣｓは溶解しないため、ハルと共に燃料から分離される。
そして、ウラン及びプルトニウム等の超ウラン元素、一部の希土類元素が溶融塩に溶解し
た均一な融体が得られる。
【００１５】

10

引き続いて、溶媒に溶解した燃料に酸化処理を施す（酸化工程）。燃料が溶解している
溶媒に、酸素ガスや空気を吹き込み、燃料成分を酸化させる。これによって、ウラン及び
プルトニウムの原子価は４価から６価に変化する。このとき、ウランやプルトニウムは既
に溶媒に溶解している状態にあるため、酸化反応は速やかに進行する。そして、酸化処理
後の溶媒に電解処理を施すことによってウラン・プルトニウム混合酸化物を陰極上に析出
・回収する（電解工程）。溶媒中に陽極及び陰極を浸漬して、ＵＯ2 の酸化還元電位付近
で電解を行うことにより、ウラン・プルトニウム（ＴＲＵ）混合酸化物を陰極上に選択的
に析出させ、回収することができる。これが再処理製品となる。
【実施例】
【００１６】
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（ハル分離・燃料溶解）
図２のＡに示す試験装置を用いて、ハル分離・燃料溶解試験を行った。試験装置は、炉
１０内に、密封可能な試験容器１２を設置し、その内部にアルミナ製の坩堝１４を設けた
構造である。坩堝１４内に溶媒（モリブデン酸ナトリウム溶融塩）１６を入れ、その中に
試料１８として二酸化ウランと被覆管材料片（材料名：ＰＮＣ１５２０（高速炉「もんじ
ゅ」で使用されている被覆管材料、主成分はＳＵＳ３１６と同じステンレス鋼））を入れ
て溶解処理を行った。ガス吹き込み管２０から不活性ガスを吹き込み、オフガスはオフガ
ス排出管２２からオフガス処理系に排出させた。使用した溶媒は、Ｎａ2 Ｍｏ2 Ｏ7 で表
されるモリブデン酸ナトリウム溶融塩であり、７５０℃に加熱して行った。
【００１７】
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その結果、被覆管材料片は溶けず、約５分間でウラン酸化物のみが全量、モリブデン酸
塩へ溶解することが確認できた。このときの溶解反応は、次の通りである。
ＵＯ2 ＋２Ｎａ2 Ｍｏ2 Ｏ7 →Ｕ（ＭｏＯ4 ）2 ＋２Ｎａ2 ＭｏＯ4
溶解速度は、５ｍｇ／ｃｍ2 ／ｈ以上であった。因みに、湿式再処理を想定した６０℃の
硝酸６〜７ＮのＵＯ2 の溶解速度は５ｍｇ／ｃｍ2 ／ｈであり、実験結果で比較すると約
１０倍速い溶解速度が得られている。
【００１８】
（酸化）
被覆管材料片を引き上げて取り除いた後、酸化試験を行った。これには、図２のＡに示
されている試験装置をそのまま使用した。ガス吹き込み管２０から酸素ガスを吹き込み、
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オフガスはオフガス排出管２２からオフガス処理系に排出させた。酸化処理後に溶融塩の
ＸＰＳ（Ｘ線光電子分光法）解析結果によれば、Ｕの４価に起因するピークが減少し、Ｕ
の６価に起因するピークが増加していることが確認できた。このときの酸化反応は、次の
通りである。
Ｕ（ＭｏＯ4 ）2 ＋Ｏ2 ＋２ＮａＭｏＯ4 →ＵＯ2 ＭｏＯ4 ＋２Ｎａ2 Ｍｏ2 Ｏ7
【００１９】
（電解）
被覆管材料片を引き上げて取り除いた後、図２のＢに示す試験装置を用いて電解試験を
行った。試験装置は、基本的に前記ハル分離・燃料溶解試験で用いたのと同様であり、炉
１０内に、密封可能な試験容器１２を設置し、その内部にシリカ製の坩堝２４を設けた構

50

(5)

JP 4487031 B2 2010.6.23

造である。坩堝２４内に、６価のウランとして溶解している溶媒（モリブデン酸ナトリウ
ム溶融塩）２６が入っている。溶融塩中に陽極３０と陰極３２を挿入し、電解処理を行っ
た。必要に応じて、適宜ガス吹き込み管２０から酸素ガスを吹き込み、オフガスはオフガ
ス排出管２２からオフガス処理系に排出させた。陽極３０には白金線を使用し、陰極３２
には白金板を使用した。また、参照電極３４として白金線を挿入した。溶融塩の加熱温度
を７００℃とし、電流密度５０ｍＡ／ｃｍ2 で電解を行った。電解処理後に陰極を引き上
げたところ、電解析出物が観察された。この電解析出物をＸＲＤ（Ｘ線回折法）解析した
結果、電解処理によりＵＯ２を陰極上で回収できることが確認できた。
【図面の簡単な説明】
10

【００２０】
【図１】本発明に係る使用済酸化物燃料の乾式再処理方法のフローチャート。
【図２】試験装置の例を示す説明図。
【図３】先行技術の一例を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００２１】
１０

炉

１２

密閉容器

１４，２４

坩堝

１６，２６

溶媒

１８

試料

２０

ガス吹き込み管

２２

ガス排出管

３０

陽極

３２

陰極

【図１】
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【図２】

(6)
【図３】
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