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1　まえがき

小型高温ガス炉は，優れた固有の安全特性を持っている。

これに加え，利用できる温度が 300 ℃程度の軽水炉と比べ

て格段に高温（〜 950 ℃）の熱を利用できる次世代型の原
子炉である。この炉は，高温の熱を直接用いるタービンに

よる高効率発電や，熱化学法による水からの直接水素製造，

あるいは高温蒸気による化学プラントのプロセスなどの熱
源として利用が可能である。発電だけに限られていた従来
の原子力の利用範囲を大幅に拡大し，1 次エネルギーとし

ての化石燃料の代替として CO2 排出量の大幅な削減を行
える可能性があり，国内外で活発に開発が進められている。

本稿では，この高温ガス炉の設計概念や特徴，国内外の

開発動向について概説するとともに，富士電機における高
温ガス炉開発への取組み状況について紹介する。

2　高温ガス炉の特徴

₂.₁　高温ガス炉の構造と軽水炉との比較

高温ガス炉の原子炉構造の例を図₁に示す。

軽水炉では金属被覆の燃料を使用している。これに対し，

高温ガス炉はセラミックスで被覆した直径約 1 mm の被覆
燃料粒子を用いる。この被覆が核分裂によって生まれる放
射性物質を閉じ込める役割を果たす。この被覆燃料粒子は
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図１　高温ガス炉の原子炉構造
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耐熱性に優れている。1,000 ℃を超える高温で長期運転し

ても，また，事故時に制限温度の 1,600 ℃という超高温に

なっても被覆の健全性を損なわず，確実に放射性物質を燃
料内に閉じ込めることができる。

燃料内で発生した熱を原子炉外へ取り出すための冷却材
には，化学的に不活性なヘリウムガスを用いる。ヘリウム

は高温でも燃料や構造材と化学反応を起こすことはない。

原子炉の核分裂連鎖反応を効果的に維持するためには，

核分裂で発生した高速の中性子を減速させる必要がある。

軽水炉では，冷却材でもある軽水を減速材として用いてい

る。高温ガス炉では，中性子の吸収が少なく，放射線に強
く，耐熱性に優れ，熱伝導性の良い黒鉛を用いる。この黒
鉛は炉心構造材としての機能も兼ねている。また，熱容量
が大きいので，事故時の急激な温度上昇を抑える役割も果
たす。

₂.₂　小型高温ガス炉

高温ガス炉は耐熱性の高い被覆燃料粒子を使用している。

大きな熱容量を持つ減速材黒鉛が事故時の大きな熱だめと

なる。この特性と炉心の負の温度フィードバック特性とが

相まって，事故時の出力の異常上昇を抑制し，温度上昇が

緩慢になるという，優れた安全特性を持つこととなる。

原子炉の熱出力をある程度の規模以下に限定することに

より，この安全上の特性を徹底的に活用することができ

る。万一の事故時にも原子炉が自然に止まり，自然に冷
え，周辺公衆の退避を必要とするような大量の放射性物質
を放出する恐れのない原子炉を造り出すことができる。そ

れが，小型高温ガス炉であり，原子炉の熱出力は最大でも

600 MWt（電気出力約 300 MWe）程度としている。スケー

ルメリットによる経済性向上を狙って最近は 1,700 MWe
レベルにまで到達している軽水炉の大型化路線とは一線を

画している。原子炉の安全性を高めて事故時に必要な設備
などの簡素化をすることにより，原子炉出力を下げても経
済性を確保しようというものである。

小型高温ガス炉の安全上の特徴を次に示す。

⑴　事故時の自然冷却
前述のように，小型高温ガス炉は原子炉を小さくするこ

とにより，事故時にも自然放熱で原子炉を十分に冷やすこ

とができるようにしている。例えば，冷却系配管が破断し

て冷却材のヘリウムが喪失する事故（減圧事故）が起きて

も，原子炉建屋から土壌，大気などへの自然放熱によって，

原子炉は十分に冷却でき，燃料が健全性を維持できる温度
（制限温度）以下に保持される（図₂）。

⑵　事故時に自動的に原子炉停止
一般に，低濃縮ウランを燃料とした原子炉では，炉心の

温度が上昇すると負の反応度フィードバックが働き，自然
に核反応が抑制されるという特性を持たせられる。高温ガ

ス炉の通常運転時の燃料温度は，事故時の制限温度に対し

十分な余裕を持っているため，事故時に制御棒による緊急
停止動作などを行わなくても，原子炉はこの負の反応度
フィードバック特性により自動的に停止する。

⑶　事故時に放射性物質を燃料中に閉じ込め

前述のように，万一の事故時に運転員が何もしなくても，

また安全設備が何も機能しなくても，自然界の物理現象の

みで燃料の健全性を維持することができる。そのため炉心
内に蓄積した放射性物質は燃料中に確実に閉じ込められる

ので，軽水炉における耐圧 ･ 耐リークの格納容器の設置は

不要となる。

₂.₃　高温熱の用途

現在の原子力発電の主流となっている軽水炉は，利用で

きる温度の上限が 300 ℃程度であるため，蒸気タービン発
電以外の用途の利用はごく限られている。これに対し，高
温ガス炉は，700 〜 950 ℃の熱が利用できるため，発電プ

ラントとしても 50% 近い効率の直接ガスタービン発電が

できる。さらに，原子炉から得られた熱を，電力変換を介
さず，熱化学法による水からの水素製造や高温蒸気による

化学プラントのプロセス熱源に直接利用することができる。

また，蒸気タービンサイクルと接続して，化学コンビナー

ト用に電力とプロセス蒸気を併給するコージェネプラント

としての利用もできる。したがって，高温ガス炉は，従来
の発電利用に限られていた原子力の利用範囲を大幅に拡大
して 1 次エネルギーとしての化石燃料を代替し，CO2 排出
量の大幅な削減に寄与できる可能性がある。

3　高温ガス炉開発の現状と富士電機の取組み

₃.₁　高温ガス炉開発の歴史と富士電機の実績

⑴　高温ガス炉開発の歴史
高温ガス炉の開発は，1959 年に発足した OECD（経済

協力開発機構）のドラゴンプロジェクトによる英国への実
験炉建設に始まる。その後，1960 年代から 1970 年代にか

けて，米国およびドイツ（当時，西ドイツ）において，そ

れぞれ実験炉と原型炉の建設 ･ 運転が行われた。原型炉の

規模は約 300 MWe であり，いずれも蒸気タービンを用い

た発電プラントとしての性能実証が行われた。

1970 年代までの両国の高温ガスの開発は，軽水炉など

と同様に大型炉指向を基本として進められてきた。しかし，

スリーマイルアイランドやチェルノブイリの事故をきっか

空気自然通風式
受動的冷却方式

原子炉キャビティ
冷却系パネル

図₂　原子炉から炉室冷却パネルへの自然放熱

219（ 29 ）



原子力の熱利用を拡大する小型高温ガス炉富士時報　Vol.83 No.3 2010

特  

集

けに，動的機器に依存せずに原子炉の安全性が確保される

固有安全炉概念への関心が世界的に高まり，それまでの大
型炉から小型高温ガス炉へと開発方針が大きく変更された。

そして，米国，ドイツとも高温ガス炉の開発の中心は，蒸
気タービン発電を用いた小型の高温ガス炉へと移っていく。

2000 年代に入ると，地球環境保護や温暖化防止の観点
から，米国では，原子炉出口温度 950 ℃以上を目指した小
型高温ガス炉とそれに接続する水素製造システムの開発が，

エネルギー省の予算による NGNP（次世代型原子力プラ

ント）計画として開始されることになる。

ドイツでは，1980 年代に小型高温ガス炉の開発が開始
され，精力的に研究が進められた。その後の原子力開発全
体の中止という連邦政府の政策変更により，1990 年代初
めにこの開発は中止された。しかし，ドイツの高温ガス炉
の技術は中国および南アフリカに受け継がれ，両国とも高
温ガス炉実証炉の建設計画を進めようとしている。

近年は，特に水素製造やプロセス用熱源としての利用に

対する関心が各国で高まり，米国の提唱で始まった国際的
な研究開発協力の枠組みである第 4 世代原子炉システム国
際フォーラム（GIF）においても，候補プラントの一つと

して取り上げられ，国際協力も進められている。

わが国では，1960 年代末から，当時の日本原子力研究
所〔現在の独立行政法人日本原子力研究開発機構（原子力
機構）〕において，発電以外の多目的利用を目指した高温
ガス炉の研究開発を開始した。その後，わが国初の高温ガ

ス炉となる高温工学試験研究炉（HTTR）の建設を 1990
年に開始した。2001 年には定格運転に至り，2004 年には

950 ℃という高温ヘリウムガスの炉外取出しにも成功して

いる
⑴

。

⑵　富士電機の実績
富士電機は，原子力機構が研究開発を開始した当初から，

HTTR の設計 ･ 研究開発に協力してきた。高温構造機器

の試験では，炉内構造物強度試験，炉心耐震試験，ブロッ

ク間シール特性試験，材料の熱特性試験など設計 ･ 製作に

必要な要素技術の開発を行った。富士電機の社内に高温高
圧ヘリウムループを設置し，機器の構造や信頼性などの実
証試験を行った。HTTR の各種高温構造機器の実証試験
を行うためのヘリウムループ HENDEL では，富士電機は

プラント全体の取りまとめを行った。同時に，炉心の冷
却材流動特性評価のための“燃料体スタック実証試験部”

（HENDEL-T1），炉床部構造評価のための“炉内構造物
実証試験部”（HENDEL-T2）（図₃）の設計 ･ 製作 ･ 据付
けを行い，大型構造機器の性能 ･ 健全性の実証に関する研
究開発に協力した

⑵，⑶

。炉床部については，地震時応答の基本
データ取得と地震時健全性実証を目的に，1/5 スケールお

よび 1/3 スケールの耐震試験装置の製作 ･ 据付け ･ 試験も

行っている
⑷

。

HTTR 本体の建設にあたっては，富士電機は副幹事会
社として原子炉の取りまとめを行うとともに，原子炉シス

テム設計では炉心設計，安全解析を原子力機構に協力して

実施したほか，炉内構造物，燃料取扱設備，放射線管理設
備などの主要設備の設計 ･ 製作 ･ 建設を担当した

⑸

。炉心上
部から見た炉内構造物の外観を図₄に示す。また燃料取扱
設備の主要機器である燃料交換機を図₅に示す。

HTTR 建設完了後も富士電機は，原子炉建屋内で貯蔵 ･
冷却した後の使用済燃料を，敷地内で長期保管するための

乾式貯蔵設備である使用済燃料貯蔵設備の建設
⑹

や，HTTR
の炉内で材料クリープ試験を行うための照射下クリープ試
験装置の設計 ･ 製作

⑺

などを担当している。

₃.₂　高温ガス炉開発の取組み

高温ガス炉による水素製造を実現するためには 950 ℃以
上の原子炉出口温度の高温化が必要である。これまでに

HTTR などの小型の試験炉ではこれを達成した実績があ

るものの，実用化のためにはまだ課題が多い。例えば熱出
力 600 MWt の小型高温ガス炉の実用化を考えた場合，小
型炉といえども HTTR の熱出力 30 MWt の 20 倍の出力規
模となる。この出力に対しても固有安全性を確保するため

には，通常時および事故時の燃料温度制限を満足すること

ID4.6ｍ

特殊ヒータ

圧力容器

試験体炉床部

800℃

430℃

17.5m

400℃
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図₃　炉内構造物実証試験部（HENDEL-T2）

図₄　高温工学試験研究炉（HTTR）炉心最上段の外観
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が必要である。通常運転時には炉心冷却材の有効流量確保
の対策が必須となる。事故時の燃料温度については，一方
でプラント稼動率確保のために燃料の燃焼期間を長く取り

つつ，出力分布の最適化を行う必要がある。また，固有安
全性を確保しつつ出力の限界を極めるためには，原子炉容
器からの自然放熱による除熱性能の評価において，過度に

保守的にならないことも重要である。

富士電機では，前述の観点の下に，熱出力 600 MWt，
出口温度 950 ℃を目標とした実用規模での小型高温ガス炉
の実用化を目指し研究開発を進めている。現在実施してい

る主な研究開発テーマを紹介する。

⑴　耐熱炉心拘束機構
原子炉出口温度を 950 ℃まで高温化しても，燃料温度を

過度に上昇させないために，黒鉛ブロックが積層している

炉内構造物を外側から締めつけてブロック間のギャップを

流れるバイパス流量を極力抑制し，燃料部を流れる冷却
材の有効数量を確保する必要がある。HTTR の場合には，

原子炉入口温度が 400 ℃程度であったため，金属材料を用
いた拘束機構を設置した。しかし，水素製造用の高温ガス

炉の場合にはプラント熱効率確保の観点から，原子炉入口
温度に 500 〜 600 ℃程度が要求される。そのため金属材料
ではなく，耐熱性に優れたセラミックス複合材を材料に用
いることとし，構造概念，材料基本データの取得試験，強
度評価手法の開発などを進めている（図₆）。

⑵　出力平坦（へいたん）化炉心の検討
小型高温ガス炉の固有安全性を確保するためには，事故

時の燃料温度が制限値以下になることが必要である。事故
時の除熱が原子炉容器からの自然放熱で行われるため，事
故時の燃料最高温度は軸方向の最大出力点近辺に表れる。

したがって，事故時燃料温度を低減するには，炉心の軸方
向出力分布を平坦化する必要がある。富士電機では，原
子炉熱出力 600 MWt，原子炉入口温度が590 ℃，出口温度
が 950 ℃という基本条件に加えて，燃料の交換サイクルと

バッチ数として 550日×2 バッチを設計目標に，図₇に示

図₅　高温工学試験研究炉（HTTR）燃料交換機

強度試験装置

（a）VHTR用
　　　耐熱炉心拘束機構

（b）材料基本データの取得試験

複合材試験片

炉心拘束機構

図₆　超高温ガス炉（VHTR）用耐熱炉心拘束機構
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図₈　原子炉自然放熱挙動の解析例
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すように，減圧事故時の燃料温度が制限温度 1,600 ℃を越
えないような出力平坦化炉心概念の構築を進めている。

⑶　原子炉自然放熱挙動の評価
通常時および事故時の原子炉圧力容器の冷却は，放射と

自然対流という二つの伝熱現象により行われる。したがっ

て，これらの現象による除熱能力をより精度良く評価でき

れば，設計余裕の合理的な低減や，より安価な材料の使用
などが可能になる。そこで，自然放熱による除熱特性評価
の精度を向上させるため，原子力機構が過去に実施したモ

デル実験データ
⑻

などを有効に活用して評価手法の検証を進
めている。原子炉容器模擬装置を対象にした熱流動解析結
果の例を，図₈に示す。

4　あとがき

小型高温ガス炉は，その優れた固有の安全特性に加え，

水素製造や化学プラント向けプロセス用熱源などの発電以
外の分野へ利用を拡大することにより，CO2 排出量の大幅
な削減を行う可能性を持つ次世代型の原子炉である。富士
電機は，今後も国内外の関係諸機関と連携を図り，高温ガ

ス炉の実用化に向けた取組みを全力で進めていく所存であ

る。
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