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ロシアの電力と原子力発電の現状 

 総発電量（2015年）:1,068TWh 
内訳：火力 698TWh（65.4%）  （ガス火力 76％、石炭火力 23％、石油火力 1％）    

     原子力 195TWh（18.3％） 

         水力 170TWh（15.9％） 

         再生可能エネルギー 0.4TWｈ（0.4％） 

 原子力発電の現状（2017年7月） 
• 運転中 35基  総発電設備容量 27.9GWe（グロス）（世界4位） 

    内訳：VVER（PWR） 18基、 SFR（ナトリウム冷却高速炉） 2基 

       RBMK（大型黒鉛減速軽水冷却炉） 11基 

       EGP（小型黒鉛減速軽水冷却炉）  4基 

• 建設中 7基  総発電設備容量 5.9GWe（グロス）   

   内訳：VVER 5基、浮体式原子力発電所 2基              

• 計画中 26基  総発電設備容量 28.4GWe（グロス）           
   内訳：VVER 20基、 SFR 2基、LFR（鉛/鉛ビスマス冷却高速炉） 2基 

       浮体式原子力発電所 2基                       

• 原子力発電の設備利用率（2016年）:83.1% 
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ロシアの原子力開発体制 

 2007年にロシア原子力庁を廃止し、国営原子力企業ロスアトムを設立 

 ロスアトムは、軍事核部門も含めた原子力部門全般を統括しており、民生原子力
部門については、2007年7月に設立された国有持株会社「アトムエネルゴプロム」
が統括している。 

 ロスアトムの構成（イメージ） 
 

 

 

 

連邦核・放射線安全センター 

(FCNRS) 
(使用済燃料、放射性廃棄物、原子

力施設の廃止措置の管理) 

ロスエネルゴアトム 
Rosenergoatom 

（原子力発電所の運転） 

アトムエネルゴマッシュ 
Atomenergomash （AEM） 

（機器製造） 

ARMZ 
（ウラン採鉱・生産） 

新材料技術開発部門
Advanced Materials and 

Technologies 

実機機械製造設計局 Afrikantov OKBM,  
（高速炉等の発電炉、舶用炉の設計・製造） 

ギドロプレス設計局 OKB Gidropress 
（原子力発電関連設備の設計・製造；VVER,SVBR；

高速炉の蒸気発生器等 ） 

TENEX 
（ウラン関連製品輸出入） 

アトムストロイエクスポルト (ASE) 
（原子力発電所の設計・エンジニアリン

グ・建設） 

Uranium One Group 
（海外ウラン採鉱・生産） 

OTEK 
（非原子力発電事業） 

応用基礎科学部門 
Science and Innovation 

国営原子力企業 ロスアトム 

State Atomic Energy Corporation “Rosatom” 

アトムエネルゴプロム 
Atomenergoprom (AEP) 

（民生用原子力統括） 

Rosatom Overseas 
(国際事業) 

核兵器部門 

TVEL 
（燃料製造） 

RosRAO,  
鉱山化学コンビナート （MCC）,  

生産合同マヤーク （Mayak PA）,  
フローピン・ラジウム研究所 （KRI） 

シベリア化学プラント, 

無機材料研究所 (VNIINM)等 
ISOTOP 

(アイソトープ販売) 

ロスアトムの指揮の下で、

バックエンド（高速炉を含

む）の海外窓口は TENEX

が担っている。 

日本における窓口は、テネ

ックス・ジャパンである。 

原子炉科学研究所（RIAR）, 

ロシア物理エネルギー研究所
(IPPE) 

アトムプロエクト 
Atomproekt 

（VVER-1200 等の設計） 

 

 

ベロヤルスク発電所等の 

全原子力発電所 

エネルギー技術研究所 
(NIKIET) 

（原子力発電所の設計；

BREST,MBIR 等） 
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 原子力を最も経済的なエネルギー供給システムと位置付け、旧ソ連時代か
ら独自技術による高速炉開発を推進 

 これまでに高速炉（SFR：BN）の豊富な開発経験を有し、その運転経験は
150炉年以上 

• 実験炉BR5/10 (1959～2003年運転、0.8万kWｔ、ループ型、現在廃止措置準備中) 

• 実験炉BOR-60 (1969年運転開始、1.2万kWe、ループ型) 

• 原型炉BN-350（1973～1999年運転、13万kWe、ループ型、現在廃止措置中) 

• 原型炉（商業運転中）BN-600（1980年運転開始、60万kWe、タンク型)  

• 実証炉（商業運転中）BN-800 （2015年運転開始、88万kWe、タンク型） 

 2010年1月 2020年までを展望した「連邦目標プログラム」を策定し、2020年
までに1,283億ルーブルを投資して、高速炉と閉じた燃料サイクル（高速炉
サイクル）技術を最優先に開発することを決定 

 2011年 上記の「連邦目標プログラム」の下で、新たな原子力技術のプラッ
トフォームを作るProryv（ブレークスルー）プロジェクトを立ち上げ、実績のあ
るSFR（BNシリーズ）に加え、窒化物燃料を用いたLFRサイクルの開発も並
行して行い、120 万kWe 級での実用化を目指す。 

高速炉サイクル技術開発の経緯 
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BR-

5/10 
BOR-60 BN-350 BN-600 BN-800 

BN-

1200 

型式 ループ ループ ループ タンク タンク タンク 

燃料 
PuO2 

/UPuO2 

UO2 

/UPuO2 

UO2 UO2 UPuO2 

UPuO2 

/UPuN 

増殖比 - - 0.93 0.85 1.0 1.2-1.4 

定格熱出力 

（万kWt） 

0.59/ 

0.8 
最大6＊ 75＊ 147＊ 210 280 

電気出力 

(グロス) 

(万kWe) 

- 1.2 最大15 60 88 122 

1次冷却材 

出入口温度 

（℃） 

500 

430 

最大530 

310-340 

440 

280 

550 

377 

547 

354 

550 

410 

3次系パラメータ 

・蒸気温度 （℃） 

・蒸気圧 （MPa） 

・給水温度 （℃） 

 

- 

 

480 

 

410 

4.9 

160 

 

505 

14 

240 

 

490 

14 

210 

 

510 

17 

275 

備考 廃止措置
準備中 

 

＊発電と地
域への熱供

給 

現在はカザ
フスタン、 

廃止措置中 

＊発電と海
水脱塩 

＊発電と
地域への
熱供給 

 

ロシアのナトリウム冷却高速炉開発の歴史 

実験炉 発電炉 



5 

高速炉 BN-600 

項目 値 

熱出力（万kWt） 147 

電気出力（万kWe） 60 

冷却ループ数 3 

1次冷却系の型式 タンク型 

蒸気発生器の型式 
ワンススルー型 

分割モジュラー形式 

最大中性子束密度 
     （n·cm-2·s-1） 

6.5·1015 

燃料 UO2 

最高燃焼度（%燃焼率） 11.1 

炉心入口/出口 
ナトリウム温度（ºС） 

377/550 

蒸気発生器入口/出口 
ナトリウム温度（ºС） 

518/328 

蒸気発生器入口/出口 
水・蒸気温度 (ºС) 

241/507 

蒸気圧力（MPa） 13.2 

設計寿命(年） 30+10 

 1980年4月8日 ベロヤルスク原子力発電所の3号機として、
初送電 

 1981年12月 定格出力達成（商業運転開始） 

 商業運転開始以降、高い設備利用率で運転中 

 2016年の設備利用率： 87.45％（過去最高値） 
 平均設備利用率（1982年～2016年）： 75.55％ 

 発電と地域への熱供給 

 2010年 ロシア連邦環境・技術・原子力監督局は、2020年3
月31日までのBN-600の運転期間延長を許可 

  （ロスアトムは、2025年まで、あるいはそれ以降まで寿命延長 
   させたい意向） 

出典：Yu. M. Ashurko, et al., “Russian Fast Reactors: Status of the 

art in 2016 and prospects for development,” IAEA-TWG-FR, (2017) 
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高速炉 BN-600の運転実績 

      年間発電量（kWh/年）      

定格発電出力（kW）×365日×24時間 
設備利用率＝ 

 2017年4月8日に、電力グリッドへの初併入（1980年4月8日）から37周年を達成 

 BN-600の商業運転開始以降の平均設備利用率（1982年～2016年）：75.55％ 

 2016年の設備利用率は、過去最高の87.5％を達成 

設
備

利
用

率
 

（％
） 

出典： Yu.V. Nosov, et al.,” USSR and Russian fast reactor operation through the example of the BN600 reactor operating 
experience and peculiarities of the new generation BN800 reactor power unit commissioning,” IAEA-CN245-553, FR17 (2017) 
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高速炉 BN-800 

項目 値 

熱出力（万kWt） 210 

電気出力（万kWe） 88 

冷却ループ数 3 

1次冷却系の型式 タンク型 

蒸気発生器の型式 
ワンススルー型 

分割モジュラー形式 

最大中性子束密度 
     （n·cm-2·s-1） 

8.8·1015 

燃料 UO2-PuO2 

最高燃焼度（%燃焼率） 9.9 

炉心入口/出口 
ナトリウム温度（ºС） 

354/547 

蒸気発生器入口/出口 
ナトリウム温度（ºС） 

505/309 

蒸気発生器入口/出口 
水・蒸気温度 (ºС) 

210/490 

蒸気圧力（MPa） 13.7 

設計寿命(年） 40 

 建設経緯： 

 1984年 基本設計を開始 

 1986年4月のチェルノブイリ事故後の安全基準強化のため開発を中断 

 2006年 主建屋の建設を再開 

 2014年6月27日 初臨界 

 2015年12月 ベロヤルスク原子力発電所の４号機として、初送電 

 2016年5月30日 定格出力達成 

 2016年10月31日 商業運転開始  

 目的： 

高速炉を用いた閉燃料サイクルの実証 

産業が発達しているウラル地方への電力の供給 

 その他： 2019年に、フルMOX炉心に移行予定 

（Puの年間消費量：1.7トン）  

原子炉上部の写真 

出典：Yu. M. Ashurko, et al., “Russian Fast Reactors: Status of the art in 2016 and prospects for development,” IAEA-TWG-FR, (2016) 

         Yu. M. Ashurko, et al., “Russian Fast Reactors: Status of the art in 2016 and prospects for development,” IAEA-TWG-FR, (2017) 
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ロシアの原子力政策（1/2） 

 ロシア連邦目標プログラム「2010 年より2015 年の期間、さらに
2020年までの見通しを含めた新世代原子力技術」 

   （2010年2月3日付 ロシア連邦政府政令No.50として承認） 

 10年間（～2020年）のロシア連邦政府の原子力研究開発計画 

開発目標： ロシアのエネルギー需要を確保し、天然ウランと使用済燃料利
用効率向上を確保する原子力発電所用のため、軽水炉（VVER）とともに閉
じた核燃料サイクルを持つ高速中性子炉を基づく新世代の原子力技術（プ
ラットフォーム）を開発する。そのために、以下の課題に取組む： 

 閉じた核燃料サイクルを持つ高速中性子炉の開発 

 原子力エネルギーの新たな利用方法の研究（核融合分野を含む） 

目標の最重要指標： 

 核燃料サイクルにおける天然ウラン利用効率が 2009 年に比べ2020 年
には31.8％向上すること 

 原子力発電所出力単位当たりの貯蔵される使用済燃料と放射性廃棄物
の量が2009 年に比べ2020 年には31.1％低下すること 

予算総額：1,283億ルーブル（3円/ルーブル換算で約3,850億円） 
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【第１段階（2010～2014年）で期待される成果】 

• 鉛、鉛ビスマス及びナトリウムを冷却材とした高速炉の技術的ソリューション
の獲得と基本設計の開発 

• 高速炉用MOX燃料製造工場の設計完了と稼動開始 

• 高速炉用高密度燃料※の初回炉内試験と照射後試験の完了 

• 高密度燃料※製造過程及びその使用済み燃料再処理過程で生ずる放射性
廃棄物処理に係る技術と設備の試験開始（最終処分とマイナーアクチニド（
MA）無害化工程（MA抽出と燃焼）含む） 

• 高速中性子多目的研究炉MBIR建設の詳細設計開発、等 

※ 窒化物燃料を指す 【第２段階（2015～2020年）で期待される成果】 

• 鉛冷却高速炉（300MWe）の実験実証モデルの建設 

• 鉛ビスマス冷却高速炉（100MWe）の実験実証モデルの建設 

• 多目的研究用高速炉MBIR （150MWt）の建設 

• 高速炉サイクルのシミュレーション用の複合大型物理試験施設の稼動開始 

• 高速炉用高密度燃料※製造用の商業施設の建設と稼動開始 

• 閉燃料サイクル技術の完成のため、高速炉用燃料供給用の乾式再処理施設 
（半商業施設）の建設完了 

連邦目標プログラムで期待される成果 
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連邦目標プログラムの予算内訳 

2010～2020年までの予算総額：  

128,294百万ルーブル 

（1ルーブル＝3円換算で約3,850億円） 



ロシアの原子力政策（2/2） 

 ロシアのProryv（ブレークスルー）プロジェクト 
 前述のロシア連邦目標プログラムの下で、2011年に下記の要求事項をす

べて満たす固有安全性を有する高速炉とクローズド燃料サイクル施設を
2025年までに開発する ことを目標としたProryvプロジェクトを開始 

 （要求事項） 

• 地域住民の退避を必要とするようなシビアアクシデントの排除 

• ウラン資源の完全利用 

• 放射性廃棄物が放射能的に天然ウランと等価になるような処分法に向
けた着実な進歩（MAの核変換等） 

• 核不拡散体制の技術面での強化 

• 発電単価で他の発電技術と競合できる経済性 

 上記の目標達成のために、以下を実施 

 混合窒化物燃料の研究開発、燃料製造・再処理・廃棄物処理施設の設
計、建設、運転 

 鉛冷却高速炉BREST-OD-300の研究開発、設計、建設、運転 

 ナトリウム冷却高速炉BN-1200の研究開発、設計 

11 
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 第四世代炉として、BN-1200の大型SFRとMOX燃料、湿式再処理の実用
化を目指す一方、鉛冷却高速原型炉BREST-300（窒化物燃料）と湿式・
乾式ハイブリッド再処理により鉛冷却高速炉（LFR）のポテンシャルを見極
める方針。小型鉛ビスマス冷却炉(SVBR-100、酸化物燃料)についても追
求 

• 鉱山化学コンビナート (MCC；ゼレズノゴルスク）に、SFR用のMOX
燃料（ペレット）製造施設を整備、再処理施設についても整備中 

• シベリア化学コンビナート (SCC；セベルスク)に、LFR用の窒化物燃
料製造･再処理・廃棄物処理施設を整備予定 

 2030年頃の高速炉の実用化を目指し、燃料サイクルの開発を含め積極
的に推進中。閉燃料サイクルを基本とし、2030年頃に毎年発生する使用
済燃料を全量再処理できる容量の再処理施設RT-2をMCCに整備予定 

 当初、2030年の時点で実用化すべき炉型を選定予定としていたが、まず
はSFRを実用化し、LFRはSFRに続く次のステップの炉になり得るものとの
認識をFR17（2017年6月）で表明 

 高速炉開発に関して、米仏中印韓との二国間協力、GIF、OECD/NEA、
IAEAとの多国間協力を実施中 

高速炉サイクル技術開発計画 



① ベロヤルスク原子力発電所 

  場所：ザレチニー 

 ナトリウム冷却高速原型炉 BN-600 運転中 

 ナトリウム冷却高速実証炉 BN-800 運転中 

 ナトリウム冷却高速実用炉 BN-1200 計画中 

 

②マヤク化学コンビナート 

  場所：オジョルスク 

 振動充填燃料製造施設 運転中 

 再処理工場 RT-1 （400t/y）処理量を下げて運転中 

 

③ 原子炉科学研究所（RIAR） 

  場所：デミトロフグラード 

 ナトリウム冷却高速実験炉 BOR-60 運転中 

 ナトリウム冷却多目的高速研究炉 MBIR 建設中 

 鉛ビスマス冷却高速原型炉 SVBR-100 計画中 

 

④ 南ウラル原子力発電所 

  場所：チェラビンスク  

 ナトリウム冷却高速実用炉 BN-1200 計画中 

 

⑤ シベリア化学コンビナート (SCC) 

  場所： セベルスク 

 鉛冷却高速原型炉 BREST-300 計画中 

 窒化物燃料製造施設（14t/y） 建設中 

 窒化物燃料再処理施設（5t/y） 計画中 

 

⑥ 鉱山化学コンビナート (MCC) 

  場所： ゼレズノゴルスク 

 MOX燃料製造施設（6t/yで運転中；定格60t/y） 

 再処理パイロット実証センター (PDC;現在5t/yで
運転中 → 250t/y予定) 

 再処理工場 RT-2 （700t/y）計画中 

ロシアの原子力施設の立地場所 
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出典：原子力ポケットブック2015 

② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 



14 

高速実用炉BN-1200 

項目 値 

定格熱出力（万kWt） 280 

電気出力（万kWe） 122 

設備利用率（%） 90 

熱効率（%) 
  グロス(発電端) 
  ネット（送電端） 

 
43.5 
40.7 

冷却ループ数 4 

設計寿命（年） 60 

炉心入口/出口 
ナトリウム温度（ºС） 
（中間熱交換機出口/入口） 

410/550 

蒸気発生器入口/出口 
ナトリウム温度（ºС） 

355/527 

蒸気発生器入口/出口 
水・蒸気温度 (ºС) 

275/510 

蒸気圧力（MPa） 17 

燃料 窒化物、MOX 

 技術*1、経済性*2、安全性*3の向上を図った第4世代のナトリウム
冷却高速炉で、シリーズでの建設を予定 

     *1 一体型長尺蒸気発生器の採用、燃料交換系の簡素化等 

    *2   ロシアのPWRであるVVER-1200と同等の建設単価を目標 

         *3  原子炉容器内に1次系の全てのナトリウム系統を格納、崩壊熱除去系を 

       原子炉容器内に装備、温度感知式の受動反応度制御システムの設置等 

 連邦目標プログラムに基づき設計 

 ベロヤルスク原子力発電所に1基（5号機＊）と、新設予定の南ウ
ラル原子力発電所に１基建設し、2030年頃運転開始予定 

    *FR17で、2027年に運転開始予定と発表 

BN-1200の一体型長尺蒸気発生器 
（蒸発器、過熱器各1基/ループ×４ループ） 

BN-800のモジュール型蒸気発生器 
（蒸発器、過熱器各10基/ループ×３ループ） 

BN-600のモジュール型蒸気発生器 
（蒸発器、過熱器、再熱器各8基/ループ×３ループ） 

出典：Yu. M. Ashurko, et al., “Russian Fast Reactors: Status of the art in 2016 and prospects for development,” IAEA-TWG-FR, (2017) 
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鉛冷却高速原型炉 BREST-OD-300 

項目 値 

熱出力（万kWt） 70 

電気出力（万kWe） 30 

燃料 U・PuN 

1次冷却材 鉛 

炉心入口/出口の 
冷却材平均温度（C） 420/535 

蒸気圧力（MPa） 17.0 

蒸気発生器入口/出口 
冷却材温度（ºС） 340/505 

燃料集合体数 169 

ループ数 4 

燃料装荷量（トン） 20.6 

 連邦目標プログラムに基づき、トムスク近郊のシベリア化学コン
ビナート（SCC)に、窒化物燃料を用いた鉛冷却高速炉と燃料サ
イクル施設＊を併設して建設予定で、2025年頃に運転開始予定 

   ＊窒化物燃料製造施設（14トン/年）、再処理施設（5トン/年） 

 運転を通して、鉛冷却高速炉の固有安全性と、鉛冷却高速炉を
用いた閉燃料サイクルの実証を目標 

出典：Yu. M. Ashurko, et al., “Russian Fast Reactors: Status of the art in 2016 and prospects for development,” IAEA-TWG-FR, (2017)  
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ロシアの原子力導入戦略（2035年まで） 

原
子

力
発

電
設

備
容

量
（
G

W
e
）
 

VVER-440 

VVER-1000 

BN-1200 

 

RBMK 

BN-800 

年 
BN-600 

VVER-1200/TOI 

RBMK 

BN-800 

VVER-1200 

VVER-1000 

BN-1200 

VVER-440 

BN-600 

 「2035年までのロシアのエネルギー戦略案」（2015年8月）： 

原子力発電の総発電量に占める割合は、最大18％で保持 

2035年までに原子力発電設備容量を約38GWeに増大 

運転を停止したRBMKはVVERで置き換え、2035年に熱中性子炉の中でVVERの 

   発電割合を95%とする。 

現在 27.9GWe 

（VVER 15.5GWe, RBMK 11GWe, SFR（BN） 1.4GWe） 



17 出典：V. Pershukov, “Strategic view on the Russian nuclear energy development until 2100,” (2017) 

ロシアの原子力導入戦略（2035年以降） 

原
子

力
発

電
設

備
容

量
（
G

W
e）

 

VVER 

RBMK 

高速炉の輸出 

  （積分値） 

VVERの輸出 

 （積分値） 

高速炉（BN+BREST） 

現在 

27.9GWe 

ロシア国内の総原子力発電設備容量 

年 

 ロシアの一人当たりの年間のエネルギー消費量を将来的に欧米並みに倍増したい。 

 そのためには、原子力発電設備容量の増大が必須で、VVERと高速炉（BNと
BREST）の2成分で対応予定 

  原子力導入量（高速炉導入量）の目標： 2030年  35GWe（数GWe）、2050年  52GWe（約20GWe）、 

                              2100年  120GWe （約90GWe） 

 輸出に関して、先行しているVVERとともに高速炉も、2030年代半ば頃から輸出を始
め、2080年以降の輸出は全て高速炉としたい。 
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核燃料サイクルの構成の選択における戦略： 
集中型の核燃料サイクル 

集中型核燃料サイクルは、VVERと高速炉（BN）の2要素からなる原子力システム
の使用済燃料リサイクル、リサイクル製品と互換性を有するVVERおよび高速炉
（BN）のMOX燃料製造を保証する。 

BN 1基+ VVER2基システムの総収支： VVER3基と比較した場合、天然ウラン消費量とウラン分離能力を
半分に削減 

出典：V. Bezzubtsev, et. al, Prospects of two-component nuclear power system – Russian customer view, 

Moscow, October 10, 2017  

VVER使用済燃料
のリサイクル 

高速炉
BN MOX 燃料製造 

使用済
燃料 

MOX 

高速炉使用済燃料
のリサイクル 

(U,Pu)O2 

UO2 

MOX 

(U,Pu)O2 

UO2 
MA 

VVER 

アウトプット： 
放射性廃棄物 

MA 

UO2 

UO2燃料製造 

濃縮ウラン 減損ウラン 

アウトプット： 
放射性廃棄物, UO2  

スタートアップに、使用済燃料
再処理で回収したPu、あるいは

解体核Pu 

MA 

使用済
燃料 

高速炉の使用済燃料再処理
で回収したPuは、核分裂性
物質の割合が比較的高いた
め、VVER用のMOX燃料とし
ても利用する。 
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 鉱山化学コンビナート（MCC）の構想 

熱中性子炉 

パーク 

 

VVER-1000等 

RBMK-1000  

使用済燃料の 

集中中間貯蔵 

（湿式と乾式） 

再処理 

パイロット実証センター(PDC) 
2016～2020年（5t/yで運転） 

2020年～（250t/yへ拡張して運転） 

再処理プラント（RT-2） 
2025年頃運転開始 (700 t/ｙ)  

MOX燃料製造  
2014年試運転開始 (6 t/ｙ; 定格

60t/y)  

放射性廃棄物の
最終処分 

U 

 

 

高速炉(FR) 

パーク 

 

BN-600 

BN-800 

BN-1200 

放射性廃棄物 

燃料集
合体 

MOX燃料
集合体 

(Pu, U) 

MCCサイト近傍に処分場設置を計画 

燃料集合体 

製造 

使用済
MOX燃料

集合体 

使用済燃料
集合体 

VVER用のMOX燃料集合体 

(Pu, U) 
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鉱山化学コンビナート（MCC）における 
使用済燃料の集中中間貯蔵施設（湿式・乾式）とパイロット実証センター（PDC） 

VVER-1000使用済燃料の湿式
貯蔵施設（10,500トン；操業中） 

VVER-1000 使用済燃料の乾式
貯蔵施設（6,900トン；操業中） 

PDCホット試験エリア 

（5t/yで運転中） 

RBMK-1000使用済燃料の乾式
貯蔵施設（9,200トン；2011年から

操業中） PDC 250t/y再処理ライン 

（建設中） 

RBMK-1000使用済燃料の乾式
貯蔵施設（16,000トン；操業中） 

 乾式貯蔵施設は2015年に竣工（乾式貯蔵施設の総容量：32,100トン） 

 安全性向上のため、2018年から湿式貯蔵施設から乾式貯蔵施設に使用済燃料を移動予定 

 PDCホット試験エリアと再処理ライン建物は2015年に完成（フェーズ１） 

 ホット試験エリアには９つのセルとコールドモックアップ試験フィールドを整備 

 再処理ラインの内装は予算の動向によるが2018～2020年頃に完成（フェーズ2） 

 PDCの実績を基に200～300ｔ/ｙの再処理ラインを順次増設して、最大700ｔ/ｙの能力を持つRT-2を整備予定 
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MCCのMOX燃料製造施設（MFFF） 

• 既存の地下200～300mのトンネルを活用して、そこにMOX燃料製造設備を配置 

• （当初目的）解体核と再処理RT-1から回収したPuO2粉と劣化UO2粉を混合し、MOXペレット、
ピン、集合体を遠隔自動製造（製造能力：60ｔ/y、400体/年、BN-800炉の年間取替燃料 5
基分に相当） 

• 2013年8月に建設に着工（設備機器は2012年に発注）し、2014年12月に試運転開始 

• ウラン試験を経て、2015年からBN-800取替MOX燃料製造の操業開始 

MOX燃料製造設備の設置前 MOX燃料製造設備の建設中 
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生産合同マヤクの再処理工場：RT-1（オジョルスク） 

再処理工場RT-1の外観 使用済燃料輸送容器 

• 1977年から再処理工場RT-1（定格400t/y）が稼働中 

• 2016年の再処理量：250t/y （2016年の使用済燃料発生量：約650トン） 

• これまでの再処理量：6,000トン以上 

• 高速炉燃料については、これまでにBN-350、BN-600、BOR-60のウラン燃料を再処理 

• 2016年に長尺（3.3m以上）のVVERやRBMK燃料集合体も処理できるように改造 


