
三菱重工技報 Vol.46 No.4 (2009) 原子力特集 

技 術 論 文 54 

*1 原子力事業本部原燃サイクルプロジェクト推進室主席技師        *2 原子力事業本部ＦＢＲ推進グループ主席技師 

*3 原子力事業本部原子力技術センター原子力プラント技術部グループ長（工博） *4 原子力事業本部原子力技術部次長 

再処理工程の大幅簡素化を目指した 

超臨界直接抽出法の開発 
Development of Super-DIREX Method That Aims 
at Great Simplification in Reprocessing Process  

  

 

 

 

  

黒 田  一 彦 * 1 森  行秀 * 2  
Kazuhiko Kuroda Yukihide Mori 
  

島 田  隆 * 3  木 村  敏 也 * 4 
Shimada Takashi Toshiya Kimura 
   

  

 
  超臨界直接抽出法は，超臨界二酸化炭素に TBP 硝酸錯体を添加した流体により，使用済核

燃料から U，Pu の分離・回収を直接行う方法であり，溶解・清澄・共抽出を一工程に簡素化できる

技術である．本技術が実用できれば，現在軽水炉燃料再処理で採用されている PUREX 法のみ

ならず，将来の FBR 燃料再処理施設においても設備コストと放射性廃棄物発生量を大幅に低減

することができ，次世代燃料サイクルの早期実現に貢献できる．本稿では，これまで実施してきた

開発成果を述べるとともに，2010 年頃から国などで検討開始予定の第二再処理施設構想へ適用

できる新たなコンセプトを紹介する． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

超臨界直接抽出法は，FBR 再処理に向けた当社独自再処理技術として，2011 年度から従来

の湿式再処理技術の経済性を革新的に向上させるシステムコンセプトの構築，原理確認試験を

開始し，2006 年からは MOX 燃料によるプロセス成立性，使用済燃料を用いた直接抽出実証計

画が進行中である．その間には，2006 年度の FBR 実用化戦略調査研究フェーズ２ 終評価で

“先進湿式再処理技術”の代替補完技術（将来性ある開発技術）に選定された．一方，2007 年度

より将来の第二再処理施設の在り方を検討する FBR サイクル実証プロセス研究会が開始され，

FBR 本格導入が開始される 2050 年以降 FBR が平衡に達するまでの移行期間（LF 移行期）で

は，軽水炉燃料にも対応した再処理技術が強く求められている． 

本稿では，超臨界直接抽出法のこれまでの開発成果を整理するとともに，LF 移行期にも対応

した改良型超臨界直接抽出法を紹介する． 

|2. 超臨界直接抽出法（Super-DIREX）とは 

超臨界直接抽出法（Super-DIREX 法：Supercritical Fluid Direct Extraction Method）は，超臨

界流体の優れた浸透性と溶解性を活用することによって，固体使用済燃料からウラン（U）及びプ

ルトニウム（Pu）を直接抽出し，核分裂生成物（FP）と分離する技術である．Super-DIREX 法は，硝

酸を配位させたリン酸トリブチル錯体（TBP 硝酸錯体）を超臨界二酸化炭素（超臨界 CO2）に添加

した流体を用いる．超臨界 CO2 とは，臨界温度（304.2K）と臨界圧力（7.38MPa）を共に超えた高

密度流体であり，液体のような優れた溶解性を持つ一方で分子拡散係数や粘性係数の点から気

体のような優れた拡散性と浸透性を有する． 

これらの性質を利用することにより，超臨界 CO2 中に溶解した TBP 硝酸錯体を反応塔内の使

用済燃料に直接に作用させると，燃料内の金属酸化物と超臨界流体中の TBP 硝酸錯体との間

で溶解反応が生じ，TBP と安定な錯体を形成する金属元素（U や Pu 等）だけが選択的に超臨界
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CO2 中に抽出され，反応塔外に移送される．一方，反応によって生じる少量の水相に移行した元

素及び溶解反応しない金属元素（FP 等）は超臨界流体に溶解しないため固体のまま反応塔内に

残る（図１参照）．Super-DIREX 法は，これらの超臨界流体の溶解・抽出の同時反応を利用して，

必要とする核燃料物質と不要な物質との分離を行う． 

  
 

図１ Super-DIREX 法

の原理  

使用済燃料中の U,Pu

が リ ン 酸 ト リ ブ チ ル

（TBP）と安定な錯体を

形成し，超臨界 CO2 中

に抽出される様子を示

す． 

|3. Super-DIREX 法の特徴 

現在，実用化されている PUREX 法は，使用済燃料から U 及び Pu を回収する技術としては

も実績があり，廃棄物処理等の周辺技術を含めて多くの技術蓄積がある一方で，多量の高レベ

ル廃液の発生や処理施設が大型化しやすいという欠点もある． 

Super-DIREX 法は図２に示すように，PUREX 法で実績のある硝酸-TBP 系の抽出技術に，超

臨界流体による直接抽出技術を導入することによって，以下の特徴を有し PUREX 法の欠点を補

っている． 

 

 

 

図２ 従来のＰＵＲＥＸ法とＳｕｐｅｒ-ＤＩＲＥＸ法のプロセス比較 

従来のＰＵＲＥＸ法と比較してＳｕｐｅｒ-ＤＩＲＥＸ法のプロセスが簡素化されていることを示す． 

 

(1) 工程・設備の大幅簡素化 

PUREX 法における主要工程である溶解，清澄，調整，抽出（共除染），逆抽出の各機能を，

Super-DIREX 法では直接抽出，逆抽出という単純な２工程で行うことができ，再処理主要設備

を著しくコンパクトにできるという経済的効果がある． 

(2) 高レベル廃液発生量の削減 

Super-DIREX 法では，核分裂生成物（FP）は使用済燃料溶解液から U，Pu 抽出時に固体と

して直接抽出塔に残留し，これを直接，必要 低限の硝酸に溶解させて“高 FP 濃度”の高レ
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ベル廃液とすればよい．したがって，濃縮設備が削除できるほか，高レベル廃液の発生量が

20 分の 1 程度まで低減できる．また，直接抽出塔に残留した固体 FP を直接ガラス固化するこ

とができれば，高レベル廃液の発生そのものをなくすことも可能である． 

(3) 火災・爆発に対する潜在的危険性の排除 

従来の PUREX 法では溶媒抽出時の比重や粘性の観点から希釈剤としてｎ-ドデカンを TBP

に添加するが，ｎ-ドデカンは引火点が 74℃と低いため，溶媒抽出を使用する設備では運転温

度が 70℃を超えないよう，また着火源となるような機器を当該セルに配置しないよう制限してい

る．Super-DIREX 法では，不活性な超臨界 CO2 が TBP 硝酸錯体を希釈する機能を果たすこと

からｎ-ドデカンを使用する必要がなく，火災・爆発に対する潜在的危険性が排除されるため，

PUREX 法のような厳しい制限が不要となる． 

|4. これまでの成果概要 

4.1 直接抽出プロセスに関する研究 

Super-DIREX 法の大きな特徴である工程・設備の大幅簡素化を実現するため，１基の直接抽

出塔で年間 50t-HM の処理を達成することを開発の目標とした．これは重金属の直接抽出濃度

に換算して 30g-HM/L-超臨界 CO2 以上の性能を有していることが求められる． 

この目標達成に向け三菱重工と名古屋大学は，未照射Ｕ酸化物燃料とＦＰ模擬物質を用いた

直接抽出試験や逆抽出試験等を実施し，超臨界流体温度40℃，圧力18MPaの条件下において

U抽出濃度が目標値（30g-HM/L-超臨界CO2）を上回る65g-U/超臨界CO2を達成した（図３）．

更に，未照射のMOX実燃料に対しても同じ温度，圧力条件下で抽出濃度の目標値30g-HM/L-

超臨界 CO2 で超臨界流体中にＵとＰｕを直接抽出できることを確認した（図４）． 

 

 

 

図３ 未照射酸化物燃料を用いた直接抽出

性能 

未照射酸化物燃料を用いた直接抽出試験の

結果，目標の 30g/L-超臨界 CO2 を超えてい

ることを示す． 

 図４ 未照射MOX実燃料に対するU,Pu抽出濃度

未照射 MOX 燃料に対しても抽出濃度目標値

30g/L-超臨界 CO2 で超臨界流体中に U,Pu を抽

出できることを示す． 

 

また，プロセス成立のためには，TBP 硝酸錯体や抽出後の U，Pu を含む TBP 硝酸錯体を，い

かに超臨界 CO2 に溶解させ安定した条件で抽出するかが非常に重要となる．図５は，容器に封

入した超臨界 CO2 と TBP 系錯体の混合物を一定温度のもとに圧力上昇した際，２相（超臨界相と

液相）で存在した混合物が１相（超臨界相）になるときの圧力及び温度の相平衡データであり，そ

れぞれの濃度条件で結ばれた実線から上の領域であれば，添加した混合物が完全に超臨界

CO2 に溶解され１相状態になることを示すものである．これらの結果から，抽出前後の混合物の濃

度によって１相状態になる圧力や温度条件を設定することで安定した抽出が可能であることが明

らかになった． 

この他にも超臨界流体に対する密度データの測定，Ｕ抽出時の反応式の確認を行い，プロセ

ス条件設定に関する知見を得た． 
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図５ 超臨界 CO2 系におけるウラニル錯体の溶解度 

それぞれの濃度条件で結ばれた実線から上の領域であれば，添加した混合物が完

全に超臨界 CO2 に溶解され一相状態になることを示す． 

  

  
4.2 逆抽出プロセスに関する研究 

U について超臨界流体と水溶液間における分配比に関するデータを測定し，向流接触式逆抽

出塔により超臨界中に含まれる U が水溶液中に回収できることを確認した．これにより，従来の

PUREX 法で行われている逆抽出が超臨界圧力下においても原理的に可能であることを確認し

た． 

4.3 安全性に関する検討 

Super-DIREX 法は超臨界流体を高圧の加圧系機器で取扱うことから，再処理施設の安全性

に関して機器等の圧力バウンダリの破損に伴う超臨界流体内放射性物質のセル外放出の防止

が技術的成立性を左右する． 

通常，再処理施設は，建屋内に内包する放射性物質を公衆の空間へ放出しないよう建屋，セ

ル，機器の順番で負圧度を大きくして内包性を維持する設計としている．Super-DIREX 法の場合

には，この機器に相当する部分が超臨界圧という高圧であることから，機器から外に漏洩した放

射性物質は，“セルの負圧維持”によって確実に内包される必要がある． 

そこで，実プラント規模の Super-DIREX法適用プロセスを想定した設備のセル容積と高圧取扱

機器容積を模擬してスケールダウンした試験装置を用いて，高圧機器接続配管の 1 本が瞬時破

断を想定した試験と解析を実施した．図６は試験装置の概略と瞬時放出時のセル内圧力変化を

示したものである．試験は 2m3 の容積を持つ模擬セル中に 100cm3 の高圧容器（直接抽出塔模

擬）から 20MPa，40℃の超臨界 CO2 を破裂板・オリフィスを通して放出させた． 

図６ 圧力バウンダリ破損時のセル内圧力過渡変化 

高圧機器接続配管破断を想定した場合のセル内圧力過渡変化であり，セル内の負圧度が PUREX

法と同程度（-400Pa）あれば，セル内を負圧に維持できることを示す． 
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高圧容器から瞬時に超臨界 CO2 が放出されると容器内圧力が急減しているが，セル内の圧力

は緩やかに上昇している． 

これらの試験及び解析結果から，PUREX 法と同程度のセル内の負圧度（－400Pa）があれば，

Super-DIREX 法を適用した場合にでも，異常時にセル内を負圧に維持できることが明らかとなっ

た． 

|5. LWR から FBR への移行期に対応した Super-DIREX+の提案 

第二再処理施設の在り方を検討する FBR サイクル実証プロセス研究会が 2007 年度より開始さ

れ，FBR 本格導入が開始される 2050 年以降 FBR が平衡に達するまでの移行期間では，軽水炉

燃料にも対応した再処理技術が強く求められている．このような状況を鑑み，将来の第二再処理

施設に適合できる新たなコンセプト（Super-DIREX+）を再構築した． 

Super-DIREX+のコンセプトを図７に示す．特徴は，LWR 向け燃料を製造するために，直接抽

出塔の下流に FP 洗浄塔を設置したこと．更に，U 逆抽出塔の上流側に U/Pu 分配塔を設置し，

従来 100 程度だった FP の DF を 105～106 程度に向上させたことである． 

また，実用化を睨んで従来からの課題の解決策として，下記に示す変更を行った． 

① 前処理として，燃料被覆管切断片（ハル）と燃料の完全分離が困難であることから，双方

直接抽出塔に供給し，ハル洗浄塔を削除した． 

② DF 向上の必要性から従来の濃縮，晶析設備から U/Pu 分配塔に変更し，Pu 還元による

逆抽出を用いた分配方式に変更した． 

   
 

 

図７ Super-DIREX+のコンセプト 

FP 洗浄塔の設置等により DF を向上させ，LF 移行期にも適用できることを示す 

 
 

|6. 今後の計画 

Super-DIREX+法再処理技術の実用化へ向けた技術開発は，図８に示すように基礎原理，再

処理への技術適用性確認に始まり，枢要技術の成立性実証段階に至っている．ここで得られた

知見は，次の工学規模へ向けたスケールアップ実証やシステム化の基本データベースとなるほ

か，将来の工学規模技術確証施設の設計データ，実用化施設設計の重要な情報となる．再処理

プロセスの技術開発では，未照射燃料による要素技術開発が中心となるが，実際の核分裂生成

物等の挙動，反応は非常に複雑であることから，実用化早期実現に向け小規模ではあるが実照

射済燃料を用いた試験を実施中である． 

また，現在は，高圧取り扱い機器に関する技術開発を進めており，プロセス性能に関する実証

時期に合せ，工学規模確証から実用化設計に結び付けていく計画である． 
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図８ 開発計画図 

実用化に向けた今後の開発計画を示す 

|7. まとめ 

Super-DIREX 法は，FBR 再処理に向けた当社独自再処理技術として研究を開始してから約１

０年を経過し，その間に未照射の MOX 実燃料に対して抽出濃度の目標値 30g-HM/L-超臨界

CO2 で超臨界流体中にＵとＰｕを直接抽出できること，TBP 硝酸錯体や抽出後の U，Pu を含む

TBP 硝酸錯体を超臨界 CO2 に溶解させ，安定した条件で抽出できること等の基礎試験結果や異

常時の放射性物質の閉じ込め性検討結果などから，Super-DIREX 法の再処理への適用性につ

いて，技術的見通しを得た． 

また，FBR 本格導入が開始される 2050 年以降 FBR が平衡に達するまでの移行期間では，軽

水炉燃料にも対応できる Super-DIREX+法の概念を構築した． 

今後も実用化に向け研究開発を着実に進めていく所存である． 
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