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「アクチノイド含有燃料の特性・照射挙動」 講義内容

1. 核燃料と照射挙動の基礎

2. 軽水炉燃料の基礎

3. 高速炉燃料の基礎

4. 高温ガス炉燃料の基礎

5. 研究炉燃料の基礎

6. 最近の研究開発動向・その他
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1. 核燃料と照射挙動の基礎
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発電用原子炉 の型式と燃料形態

原 子 炉 燃 料 被 覆 材 減速材 冷却材

型式 タイプ 化学形態 U濃縮度

軽水炉 BWR UO2 低濃縮 ジルカロイ-2 軽水 軽水

PWR UO2 低濃縮 ジルカロイ-4 軽水 軽水

重水炉 ATR UO2/MOX 低濃縮 ジルカロイ-2 重水 軽水

CANDU UO2 天然 ジルカロイ-4 重水 重水

黒鉛炉 Calder Hall U合金 天然 マグノックス 黒鉛 CO2

AGR UO2 低濃縮 ステンレス鋼 黒鉛 CO2

高速炉 LMFBR MOX 劣化 ステンレス鋼 なし Na
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核燃料ペレットの役割

（１）エネルギーを持続的に発生させる

→ 核分裂性物質の原子密度、化合物構成元素の核的性質が、核分裂反
応の進行に有利であることが求められる。

（２）発生したエネルギーを冷却材に伝える

→ 発生したエネルギーを熱エネルギーとして冷却材に有効に伝えるために
は、核燃料ペレットの熱伝導率が高いことが求められる。

（３）核分裂生成物などの放射性物質に対する第一の障壁となる

→ 使用される高温まで物理的・化学的に安定であり、放射線による損傷の
少ないことが求められる。

使用される核燃料ペレット中には半径方向に温度勾配が存在して、
熱伝導率 K(T) は温度の関数であるため、核燃料からとり出せる
最大線出力 W は、次式の熱伝導積分によって決まる。

∫ K(T)dt = W/4πTs

Tc
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核燃料の核分裂反応と照射挙動

燃焼初期

・ ペレットの割れ、リロケーション

・ 組織再編

・ 焼きしまり

燃焼中期以降

・ スエリング

・ FPガス放出

・ クリープ

・ 被覆管との相互作用

（1）異元素（FP）の生成

FPは多種多様な元素を含み、それ

ぞれ性質が異なる。また、酸化物燃
料中の酸素が過剰となる。

（2）中性子の放出

1個の中性子は核分裂連鎖反応維

持のために消費され、その他の中性
子は周囲の物質に吸収される。

（3）エネルギーの発生

1原子核分裂あたり 200MeV 近い

膨大なエネルギーが発生する。その
大半を担う核分裂片の運動エネル
ギーが核分裂片損傷を引き起こす。

（核分裂反応の素過程） （通常運転時の照射挙動）
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燃料のふるまい（軽水炉燃料の例）
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出力と燃焼度

出力 出力は単位時間当たりの核分裂件数（核分裂速度）に比例

(Power) 出力密度：炉心の単位体積当たりの熱出力

（単位には W/cm3 あるいは kW/ℓ 等が用いられる）

線出力密度：燃料棒の単位長さあたりの熱出力

（単位には W/cm あるいは kW/m 等が用いられる）

燃焼度 燃焼度は燃料が照射された期間中の核分裂件数の総和

(Burnup) に比例し、燃料の寿命評価の際の目安となる

（単位には MWd/t、GWd/t、at%、%FIMA 等が用いられ、
大凡、1at% (1%FIMA)は 10,000MWd/t (10GWd/t)に相当）

出力と燃焼度は、核燃料の設計や照射挙動評価を行う上での重要な指標
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空孔・ボイド・気泡・気孔

空孔 結晶の格子点から原子が抜けたもの。（例、酸素空孔）

(Vacancy)

ボイド 多数個の空孔が集まってできた材料中の微小な泡。

(Void) （例、ボイドスエリング）

気泡 燃焼が進んだ燃料中に見られる、かなり高圧の核分裂

(Bubble) 生成希ガスのつまった泡。（例、粒界気泡）

気孔 燃料・材料の製造過程でできた空隙。亀裂の修復によ

(Pore) っても形成される。（例、開気孔と閉気孔）



2. 軽水炉燃料の基礎
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軽水炉燃料の概要

・ 減速材ならびに冷却材に軽水を用い、燃料には低濃縮（U-235濃縮度3~4%）
UO2、被覆管にはジルカロイ（ジルコニウム合金）を用いている。

・ 我が国で運転されている軽水炉には、BWR（Boiling Water Reactor、沸騰水
型炉）とPWR（Pressurized Water Reactor、加圧水型炉）がある。

・ 我が国では商用発電の開始（BWR、PWRとも1970年）以来、計55基の軽水
炉が運転され（ BWR32基、PWR23基）、国内総発電量の約1/3を軽水炉が
担っている。

・ BWR、PWRとも、信頼性向上、経済性向上を目的とした技術革新が行われ
てきた。また、海外で実績のあるMOX燃料の利用（プルサーマル）も、計画中
である。
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軽水炉内での主な核分裂反応

軽水炉 UO2 燃料内での Pu の生成

235U
236U 237U 237Np

核分裂

238U 239U 239Pu

核分裂

240Pu

239Np

240Np

241Pu

核分裂

242Pu

燃焼が進む（燃焼度が上がる）に従い
235Uの核分裂に対する239Pu 及び241Pu
の核分裂の寄与が大きくなる
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BWR燃料（8×8 燃料集合体の例）の構成
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PWR燃料（17×17 燃料集合体の例）の構成



15

軽水炉燃料の製造（BWR燃料の例）
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プルサーマル燃料 -UO2燃料と比較したMOX燃料の特徴-

(1) 核特性： Pu 核種は中性子との反応断面積が U 核種と異なる。

→ 核設計上の工夫が必要（1/3炉心制限など）

(2) 燃料物性（熱伝導率、融点など）：

Pu 富化度が数％以内であればあまり差は大きくない。

Pu 富化度↑ → 物性値の差↑
(3) 製造： 基本プロセスは同じ。ただし取扱法は全く異なる。

（放射能、臨界、発熱、混合）

(4) 燃焼に伴う変化：

核特性 Pu の高次化（Pu の燃料価値低下、中性子スペクトル硬化）

反応度低下が少ない（高燃焼度でも出力低下少ない）

照射挙動 FP ガス放出率？

He 生成、放出に伴う内圧上昇

出力急昇時に破損しにくい

(5) 再処理： 放射能 大 + 硝酸溶解性悪 → 効率は格段に悪い
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今後の軽水炉燃料開発の方向性

 更なる高燃焼度化による燃料サイクルコストの削減、使用済燃料発生量の低減

① 燃料サイクル上の制約内での高燃焼度化

集合体最高燃焼度：55GWd/t（六ヶ所再処理工場受入制限）

最高 U-235 濃縮度：5wt%以下（輸送・加工施設制限）

② 大幅高燃焼度化

 設備利用率の向上（長期サイクル運転）

 信頼性の一層の向上



18

3. 高速炉燃料の基礎
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高速炉燃料の概要（主に軽水炉燃料との比較）

・ 濃縮ウランに代わり、プルトニウムが添加。高速中性子の核分裂断面積は熱
中性子より小さいため、燃料中の核分裂性物質密度は軽水炉より高い。
（MOX燃料中のプルトニウム富化度は20-30%程度）

・ 伝熱性能に優れたナトリウムを冷却材として使用するため、高温での運転が
可能。被覆管には高温強度に優れたステンレス鋼を使用。

・ 軽水炉より燃料温度が高く、且つ、径方向の温度勾配が大きい。このため顕
著な組織変化が起き、FPガスの放出率も大きい。

・ 出力密度が高く、高速中性子密度も軽水炉より約2桁大きい。このため、被覆
管に用いるステンレス鋼のボイドスエリングが問題となる。

・ 大型炉心の高速炉では、炉心周辺部及びMOX燃料の上下部にブランケット
燃料（通常は劣化ウランを用いたUO2ペレット）が装荷される。
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高速炉燃料と軽水炉燃料の比較

項 目 軽水炉（BWR, PWR） 高速炉（もんじゅ）

燃料（ペレット密度） UO2（約95%T.D.） (U, Pu)O2（約85%T.D.）

被覆管材料 ジルカロイ ステンレス

燃料棒（ピン）直径 9 ~ 13 mm 6.5 mm

ボンド材 He（加圧） He（大気圧）

プレナム/炉心長さ 0.05 ~ 0.1 ~ 1.2

冷却材出口温度 280 ~ 325℃（軽水） 530 ~ 560℃（ナトリウム）

被覆管最高温度 300 ~ 350℃ 600 ~ 650℃

高速中性子束 < 1014 n/cm2•sec ~ 4 × 1015 n/cm2•sec

炉心平均燃焼度 40 ~ 60 GWd/t 80 ~ 100 GWd/t
（商用炉では >150GWd/tを想定）
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高速炉燃料の概略構造

高速炉の燃料集合体

と MOX 燃料ピンの構造
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高速炉用 MOX 燃料の製造

U•Pu溶液混合

マイクロ波加熱脱硝

ばい焼還元

MOX原料粉末UO2原料粉末乾式回収粉末

原料ロット粉末

原料秤量

粉砕混合

添加剤混合

造粒

添加剤混合

成型

予備焼結

焼結

外周研削

MOXペレット

U•Pu溶液混合（Pu富化度調整）

マイクロ波加熱脱硝

ばい焼還元

Pu富化度調整MOX粉末

成型

焼結

外周研削

MOXペレット

乾式回収粉末

湿式回収工程へ

現行のMOX燃
料製造プロセス

簡素化ペレット法
（JAEAで開発中）
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高速炉用 MOX 燃料の組織変化

高速炉照射後MOX燃料ピンの断面写真

中心空孔 (Central Void)
製造時の気孔が急激な温度勾配下に

おかれると高温側で燃料物質が蒸発し低
温側に凝集する（蒸発-凝縮過程）結果、

気孔は中心に移動して中心空孔が形成
される。

柱状晶領域 (Columnar-Grain Region)
約1600~1700℃以上の高温で起きる蒸

発-凝縮過程で気孔が移動した後に柱状
晶が形成される。

等軸晶領域 (Equiaxed-Grain Region)
約1400~1700℃では等方的に結晶粒が

成長した等軸晶が形成される。

不変領域 (Original Microstructure)
約1400℃以下では、製造時の組織がほ

ぼ保たれる。
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0

0.5

1

1.5

融点 熱伝導 重金属密度

金属（Pu)

窒化物（PuN)

酸化物（PuO2）

高速炉用新型燃料の開発

各種高速炉用燃料の主要特性比較

(U,Pu)O2 (U,Pu)N    U-Pu-Zr

熱伝導率
(W/m•K)
600-1000K       5-3.5 14-17 18-25

1000-1500K    3.5-2.5 17-22

融点 (K)          ~3000 ~3000 ~1400

重金属元素 ~10               ~13          ~13
密度 (g/cm3)

照射データ 大 小 中

酸化物燃料は熱伝導率が低い点が数少ない
欠点の一つ。金属燃料は低融点が課題。窒
化物燃料は14N(n,p)14Cによる14C生成も問題。

Pu金属、窒化物、酸化物の

融点、熱伝導率、重金属元
素密度の相対比較。
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4. 高温ガス炉燃料の基礎
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高温ガス炉の安全性

・被覆粒子燃料は、UO2、C、SiCで構成され、高温でも燃料破損がない。

・黒鉛構造物は超高温まで安定であり、冷却能喪失時も炉心は崩壊しない。

・冷却材のヘリウムは放射化されにくく、化学的にも不活性である。

高温ガス炉の経済性

・熱出力密度が低いため、同一出力を得るためには、炉心が大型化する。

・冷却材出口温度が高いため、発電効率が高い。

・発電以外にも、高温ガスを利用した水素製造などの多目的利用が可能。

高温ガス炉燃料の概要

高温ガス炉燃料体の構成

燃料核 被覆粒子燃料

燃料棒
ピン・イン・
ブロック型燃料

燃料コンパクト

ブロック型燃料

ペブルベッド型燃料
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高温ガス炉用被覆粒子燃料

2UO2燃料核

バッファー層

IPyC層

OPyC層
SiC層

TRISO型（４重被覆）被覆粒子燃料の構成

バッファー層

反跳FPに対する障壁、COガス・FPガス溜

め、燃料核スエリングの吸収、燃料核移動に
対する緩衝帯の機能

IPyC層

SiC層蒸着の際に生成するHClやCl2と燃

料核の反応防止、照射収縮による被覆粒子
の安定化、FPガスに対する拡散障壁

SiC層

FPガス・固体FPに対する拡散障壁となるほ

か、被覆粒子全体の強度を保つ。照射健全
性確保のための最も重要な被覆

OPyC層

照射収縮によりSiC層に圧縮応力を与え、
照射下の被覆粒子の安定化、FPガスに対す
る拡散障壁

UO2 燃料核

バッファー層

PyC 層

SiC 層
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580㎜

Graphite sleeve

  

Fuel rod

Graphite
block

Fuel handling hole 360mm

577mm
580mm

34mm

  

Fuel compact

8mm

39mm

26mm

  

 
0.92mm

Coated fuel particle

 

HTTR燃料体の構成（ピン・イン・ブロック型燃料）
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被覆粒子燃料の製造（HTTR用燃料の例）

（1）燃料核の製造（ゾルゲル法）

・硝酸ウラニル（UO2(NO3)2）と添加剤の調整液からノズル先端に液滴を作り、アンモニ
ア水（NH4OH）中に落下させる。

・アンモニア水中でゲル化したADU（(NH4)2U2O7 ）粒子を、洗浄・乾燥する。

・ADU 粒子を空気中、~450℃で焙焼して UO3 とし、さらに水素還元雰囲気中、
1300~1350℃で還元・焼結して UO2 燃料核とする。

（2）被覆工程

・燃料核への被覆は、流動床と呼ばれる蒸着炉において化学蒸着（CVD）を応用した

方法で行う。流動床の原理は、ラッパ状の黒鉛反応菅に粒子を装荷し、高温に加熱し
た反応菅の下部ノズルから粒子流動ガス（Ar）と分解ガスを吹き付け、熱分解した炭
素、シリコン(Si)原子を粒子上に蒸着する。

・バッファー層はアセチレン（C2H2）の分解、IPyC 及び OPyC 層はプロピレン（C3H6）
の分解により被覆する。SiC 層の被覆には、メチルトリクロロシラン（CH3SiCl3）と水素
（H2）の混合ガスを使用する。
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被覆粒子のオーバーコート工程

燃料コンパクトの外観

被覆工程で用いる流動床

C2H5OH

高温ガス炉燃料製造工程
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被覆粒子燃料の照射挙動

被覆粒子燃料の被覆層は FP に対する障壁としての機能を有しており、高温での照射下

でも FP を被覆粒子内部にほぼ完全に保持できる。照射下で放出されるFP は燃料コンパ

クト中の破損被覆粒子や汚染ウランから発生するため、このような遊離ウランをできるだ

け低減化し、また照射中に破損を起こさない高品質の被覆粒子燃料を製造することが重

要である。

照射中の破損原因は、化学的作用と物理的作用による破損に大別できる。

化学的破損 ①燃料核移動（アメーバ効果）

照射中の燃料コンパクトの温度勾配下で、燃料核が被覆層を 浸食
しながら、高温側に移動する現象。

➁FP と被覆層の反応（Pd による SiC 層の腐食）

物理的破損 ①内圧上昇による被覆破損

➁照射収縮による破損

➂被覆欠陥



32

5. 研究炉燃料の基礎
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研究炉用燃料の概要

• 研究炉の目的は、燃料や材料の照射試験、RI の生産、医療や物理実験

のための中性子利用、工学的安全性研究などであり、経済的な発電を目
的とする発電炉とは異なる。このため、一般に燃料の組成や構造も発電
炉とは全く異なる。（但し、一部の研究炉では軽水炉と同様の UO2 ペレッ
トを用いている例もある。）

• 研究炉では、炉心体積を小さくして出力密度を高め、炉心及び反射体領
域内の中性子束を高めるため、燃料としては従来 90%程度の高濃縮ウ

ランが用いられてきた。しかし、米国の核不拡散政策に伴いウラン濃縮度
の低減化が行われ、従来の高濃縮 U-Al 合金燃料から低濃縮アルミナイ
ド(UAlx)またはシリサイド(U3Si2)をアルミニウム母材中に均一分散させた
燃料が使用されるようになっている。

• 研究炉燃料の代表例

板状燃料（UAlx-Al 分散型燃料、 U3Si2-Al 分散型燃料）（JMTR, JRR-
3M, HFIR 等）

水素化ウラン・ジルコニウム合金燃料（NSRR 等）
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研究炉用燃料要素 （JMTRの例）

研究炉では、発電炉の燃料集合体に相当するものを燃料要素と呼んでいる。
燃料要素は、1燃料要素あたり燃料板15～20枚で構成される。

U-235 濃縮度 約 20%
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研究炉用燃料板の製造（JMTR の例）

• 燃料板は、燃料芯材（U3Si2/Al）をAl
合金被覆でサンドイッチにして圧延加工

したものであり、燃料の熱伝達を良くす

るために、燃料板の厚さは約1.5 mmと

極めて薄い。

• 燃料芯材は、寸法安定性、耐食性、組

織安定性などの観点から選ばれ、Al は、

熱伝導度、展延性に優れていること及

び中性子吸収断面積の小さいことから、

燃料芯材の素地及び被覆材として用い

られている。

• 被覆材と燃料芯材とは製造過程で熱

間加工により一体化されるので、発電

炉用燃料棒に見られるようなガスプレナ

ムは設けられていない。 額縁法（ピクチャーフレーム法）
による燃料板の組み立て



36

研究炉用燃料の低濃縮度化（シリサイド燃料の開発）

高濃縮度（U-235 濃縮度 20%以上：45%、93%など）から 20%以下への濃

縮度の低減と、炉心の運転性能・出力レベルの維持を両立させるために、ウ

ラン濃度をより高くとることができるウランシリサイドーアルミニウム分散型燃

料（U3Si2/Al）が開発された。

現在までに、従来の U-Al 合金燃料（最高 U 濃度： 0.75g/cm3）に代わり、

UAlx 燃料（最高 U 濃度： 2.3g/cm3）、U3Si2 燃料（最高 U 濃度： 4.8g/cm3）が

開発済み燃料として挙げられている。一方、U3Si 燃料については、燃焼が

進むと非晶質となりスエリングが急激に増大すると云われている。

高密度ウラン燃料の基礎的性質

U3Si U3Si2 U3Si2/Al UAl2 UAlx/Al Al
化合物密度（g/cm3） 15.6 12.2 6.5 6.8 3.95 2.7
ウラン密度（g/cm3） 15.0 11.3 4.8 5.1 2.3 -
融点（℃） 985          1665              - 1350         - 660 
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6. 最近の研究開発動向・その他
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分離変換技術

分離変換技術とは現在は高レベル放射性廃棄物に区分されている使用済燃

料中に含まれる長寿命 マイナーアクチノイド（MA） 核種や FP 核種を分離して、

核反応により短寿命あるいは安定核種に核変換することにより、放射性廃棄物

の放射能や潜在毒性の存続期間を短縮するとともに、廃棄体量の低減や処分

場の合理化につなげる技術であり、以下のような意義が考えられる。

(1) 高レベル放射性廃棄物の潜在的有害度の低減

(2) 地層処分場に対する要求の軽減

（発電量あたりの地層処分場面積の減少や廃棄体を処分するまでの貯蔵期
間の短縮など）

(3) 廃棄物処分体系の設計における自由度の増大

（平成20年度の原子力委員会分離変換技術検討会報告書から抜粋）
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均質リサイクル高速炉利用型

非均質リサイクル階層型

MAの核変換

(U,Pu,MA)O2, U-Pu-MA-Zrなど

MA濃度：5％以下

(MA,Pu,Zr)N, MAO2-MgO
など

MAが主成分

Uに替わり不活性マトリクス
を含有

MA = Np, Am, Cm
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第４世代原子炉の開発

第４世代原子炉（GEN-IV）とは、持続可能性、安全性／信頼性向上、経済性

向上等の達成を目標とする次世代原子炉概念である。概念の選定と実用化に

向けた R&D を国際的な枠組みで進めるため第４世代国際フォーラム（GIF）
が結成され、日本も中心メンバーとして参加している。

概念の選定作業の結果、2030年までの実用化を目指す GEN-IV 概念として、

「超臨界圧軽水冷却炉」「ナトリウム冷却高速炉」「鉛合金冷却高速炉」「超高

温ガス炉」「ガス冷却高速炉」「溶融塩炉」の６概念が選定された。（2002年）

ちなみに、「第１世代」 とは原子力発電初期の原型炉的な炉

「第２世代」 とは現行の軽水炉

「第３世代」 とは改良型軽水炉、EPR、ABWR など、を指している。
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米国の AFCI （１）

米国が2003年に発表した先進的燃料サイクル・イニシアティブ（AFCI）は、カー

ター政権以来続いていた米国の核不拡散政策の流れである、「再処理・リサイ

クル路線否定からの脱却」、という観点で注目を集めた。

AFCIシリーズ 1（中期的技術開発）

（1）使用済み燃料成分の約96％を占めるウランを抽出することによって地層処
分する廃棄物の量を削減すること。

（2）使用済み燃料中に含まれる相当量のプルトニウムを軽水炉で燃焼するこ
とによって核拡散のリスクを減らすこと。

AFCIシリーズ 2（長期的技術開発）

（1）地層処分場に送られる高レベル放射性廃棄物の長期にわたる放射能毒
性と熱負荷を削減できる核燃料サイクル技術の開発。

（これらの技術の実証にあたっては、第４世代原子炉の導入が前提とな
る。）
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米国の AFCI （２）

米国は2006年2月にAFCIを含む新しいプログラムGNEP (The Global Nuclear 
Energy Partnership) を発表して、再処理路線への復帰の動きを明確にしたが、
オバマ政権になりGNEPは中断された。しかしAFCI部分は継続される模様。
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フランスの原子力政策

・ 現状、国内の電力の80%近くを原子力発電で賄い、さらに電力を輸出。

・ 商業規模の再処理、プルサーマル利用を約20基のPWRで実施。

・ 放射性廃棄物の処分までを含めて、燃料サイクル全体を戦略的に検討。
（1991年の法律：放射性廃棄物管理研究法、2006年の法律：放射性廃棄物
等管理計画法）

・ 第4世代原子炉の原型炉を2020年までに運転。（2006年のシラク大統領の
声明）

・ 第4世代原子炉の候補はNa冷却高速炉、Heガス冷却高速炉。2012年に技
術評価を実施。

・ 第4世代原子炉（高速炉）の商業利用は2040年頃からを計画。

・ MAの分離変換方式については、均質リサイクル、非均質リサイクル、両方
のオプションを維持。
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第４世代原子炉（GEN-IV）概念（1）超臨界圧軽水冷却炉

水の臨界圧以上の高圧（25MPa）かつ高温
（500℃）で運転するため、高い熱効率が達

成できるとともに、気水分離系、再循環系
が不要となり、機器の簡素化が図れる。
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第４世代原子炉（GEN-IV）概念（2）ナトリウム冷却高速炉

酸化物燃料と先進湿式再処理
の組合せと金属燃料と乾式再
処理の組合せの燃料サイクル
が提案されている。
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第４世代原子炉（GEN-IV）概念（3）鉛合金冷却炉

鉛冷却大型炉（1200MWe）、鉛ビスマス冷却小型
炉（400MWe） 、鉛ビスマス冷却バッテリー炉
（120-400MWe）の３概念が包含されている。
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第４世代原子炉（GEN-IV）概念（4）超高温ガス炉

900℃以上の原子炉出口温度で運転

できる超高温ガス炉で、高効率発電
とともに、熱化学水素製造などの高
温プロセス利用が可能である。
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第４世代原子炉（GEN-IV）概念（5）ガス冷却高速炉

提案されている
概念は、電気出
力288MWeのヘ

リウム冷却炉で、
出口温度850℃、
熱効率48%であ

る。炉心はピンま
たは板状燃料を
用いたブロック型
をベースとしてい
る。
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第４世代原子炉（GEN-IV）概念（6）溶融塩炉

トリウム及びウランのフッ化物溶融塩が燃料として黒鉛炉心チャンネル内を流れる熱中
性子炉である。FPは液体燃料から連続的に除去され、燃料物質はリサイクルされる。
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