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まえがき

原子炉施設の設計・建設にあたっては，当該原子炉施設

が所定のプラント性能を発揮することに加えて，当該施設

が十分な安全性を有するようにしなければならない。原子

炉施設の基本設計において十分な安全性が確保されている

ことを確認し，施設の建設を許可するために行われるのが

国の安全審査である。安全審査においては，原子炉の安全

性の確認のために原子炉プラントを構成する種々の設備の

設計の妥当性の審査などに加えて，原子炉において異常・

事故の発生を想定した場合の影響評価を行い，その場合で

も安全性が保たれていることを確認するための審査が行わ

れる。これが原子炉の安全評価であり，個々の設備の設計

結果を踏まえてプラント全体としての安全性を最終確認す

ることが目的とされている点からも，安全審査において最

も重要な審査項目といってよい。

高温工学試験研究炉（HTTR）の安全評価は，開発主体

である日本原子力研究所（原研）を主体とし，メーカー側

から富士電機および川崎重工業（株）が協力する形で実施さ

れた。本稿では，そのうちの富士電機担当分の評価を中心

に紹介する。

HTTRの安全評価で想定した異常・事故

原子炉における「安全」とは，原子炉内に主に存在する

多量の放射性物質の環境への放出を防止・抑制することに

より，施設周辺の一般公衆に対して異常な放射線被ばくを

与えないことである。

HTTRの場合，燃料の核分裂により発生した放射性物

質は被覆燃料粒子の燃料核の中に閉じ込められるが，さら

に燃料粒子の被覆層（炭化けい素，高密度熱分解炭素），

黒鉛スリーブ，原子炉容器などの 1次系機器，原子炉系設

備を収納した格納容器といった多重の障壁で覆われている

（図１の HTTRの系統構成を参照）。したがって，仮に異

常・事故が発生した場合でも，これらの障壁の健全性が確

保されることを確認することが原子炉の安全評価である。

HTTRの安全評価では，上記の障壁の健全性を脅かす

可能性のある異常・事故事象として26ケースの代表的な事
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図１　HTTRの概略系統図
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象が選定されて，評価が行われた
（1）

。この代表的な事象は，

原子力施設を構成する主要な機器の一つずつに対し，故障

あるいは破損の発生を想定した場合の影響をチェックし，

生じうる現象の種類や影響の大きさなどから分類・整理を

行ったうえで選定されたものである。

高温ガス炉における事故の典型例の一つに「減圧事故」

がある。これは原子炉の 1次冷却設備構成機器が破損し，

冷却材である高圧のヘリウムが系統外へ放出されることに

より系統内が減圧し，炉心の強制循環冷却が不能となる事

象である。HTTRでは，1次冷却設備二重管の破断に起因

する減圧事故を代表的な事象として評価している。この事

故が発生すると，1次冷却材の大部分が数秒で原子炉格納

容器内へ放出されるとともに，1次冷却材圧力の低下の検

知により原子炉が自動停止される。冷却材圧力の低下のた

めに 1次冷却設備および補助冷却設備による炉心の冷却は

行えなくなるので，炉心に残留した熱は原子炉容器室の壁

面に設置された炉容器冷却設備と呼ばれる水冷パネルによ

り原子炉容器などを介して間接的に除去される。減圧終了

後は配管破断部から原子炉内への空気の侵入とそれに伴う

炉内の黒鉛構造物の酸化が発生し，黒鉛構造物の健全性が

損なわれる可能性がある。また，1次冷却材の放出により

原子炉格納容器内の圧力・温度の上昇が起こり，格納容器

の健全性が損なわれる恐れもある。炉心および 1次冷却設

備から放出された放射性物質の大部分は原子炉格納容器内

に閉じ込められるが，一部は格納容器から漏えいして環境

へ放出される。以上の減圧事故時の事故推移をまとめて図

２に示す。

このように，原子炉施設で発生した事故により引き起こ

される現象は広範かつ多岐にわたるが，安全評価において

は，これらの現象を適切かつ保守的に評価しなければなら

ないため，コンピュータによるシミュレーション解析が必

須（ひっす）となっている。減圧事故の評価では，原子炉

格納容器の圧力・温度挙動，炉容器冷却設備による原子炉

の冷却挙動，空気侵入に伴う炉内黒鉛構造物の酸化挙動，

放射性物質の移行・放出挙動などに対して解析が必要とな

り，いずれも専用の解析プログラムが開発された。これら

の解析プログラムにおいては，対象とする物理現象の解析

において保守的な結果を与えるような解析モデル，物性値

などを使用していることを示すために，実験データなどに

よる検証が必要となる。

解析プログラムの開発

前章で述べた背景のもとに，富士電機でも HTTRの設

計研究と並行して安全評価用の解析プログラムの開発を進

めてきた。具体的なプログラム名を列挙すると，次のとお

りである。

™炉心動特性解析 : BLOOST-F

™空気侵入時の黒鉛酸化解析：GRACE

™水侵入時の黒鉛酸化解析：OXIDE-F

™事故時の炉心からの放射性物質放出：HTCORE（原

研と共同開発）

™プラント内放射性物質の移行・放出挙動：FIPPI . 2

これらのプログラムは，いずれも実験などによりその妥

当性が検証されたうえで，安全評価に使用されているもの

である。プログラムの検証例として，空気侵入時の黒鉛酸

化解析プログラムである GRACEの検証結果を図３に示す
（2）

。

これは，富士電機総合研究所にて実施した黒鉛試験片の酸

化実験結果
（3）

と GRACEの解析結果を比較したものであり，

3ケースの空気流量に対して，流れ方向に沿った酸化分布

の実験値と計算値がよく一致していることが分かる。

安全解析・評価例

以下では，先に説明した減圧事故を例にとって，富士電

機で実施した安全評価の結果を紹介する。

４.１ 炉内黒鉛構造物の酸化
（4）

この事故では，炉心は炉容器冷却設備により間接的に冷

却されるため，黒鉛構造物は数百時間にわたって高温の状

態に置かれる。また冷却材の放出終了後は，1次冷却設備

二重管の破断口からまず拡散によって空気が炉内へ侵入し，

その後は原子炉の中心である炉心部と原子炉側部との間の

相対的な温度差により，図４に示すような自然循環が発生

し，空気が原子炉内部へ継続的に侵入することになる。こ

の自然循環による空気侵入に伴う黒鉛構造物の酸化挙動を

解析するプログラムが GRACEである。侵入した空気は，
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図２　減圧事故時の事故推移
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図３　GRACEの検証結果の例（IG-110 1,000℃）
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通常の冷却材の流れとは逆方向に炉内黒鉛構造物の冷却孔

を流れながら，黒鉛を酸化していく。GRACEでは，図５

に示した解析モデルを用いることにより，実際の構造設計

に則して各構造物の酸化量を正確に模擬できるようにして

いる。

GRACEによる炉内の黒鉛酸化量分布の解析結果を図６

に示す。拡散による侵入に続いて自然循環が発生すること

は実験により確認されているが，その発生時期を定量的に

評価することは難しいので，図６の解析では自然循環発生

遅れをパラメータとして扱っている。この解析結果から，

空気侵入の開始時期と炉心温度低下の兼ね合いで，最も重

要な構造物である燃料体黒鉛スリーブの酸化量のピークは

空気侵入が遅れるほど炉心上部へ移動することが分かる。

黒鉛スリーブの酸化量が最も大きくなるのは自然循環の発

生遅れが 4日の場合であり，その後は炉心温度の低下によ

り酸化量のピークも小さくなる。しかし，この場合でも黒

鉛スリーブの酸化量は事故時の制限値以下であり，燃料棒

が黒鉛ブロック内にとどまっていることが確認された。

４.２ 放射性物質放出挙動と公衆被ばく評価
（5）

被ばく評価においては，次の放射性物質が考慮されてい

る。

1次冷却設備内の冷却材とともに循環する放射性物質

1次冷却設備の内面に沈着している放射性物質

炉心に蓄積されている放射性物質

これらのうち， は通常運転時に 1次冷却材中に放出さ

れた沈着性の放射性物質で，減圧事故時に 1次冷却設備内

面から離脱し，原子炉格納容器内に放出されるものである。

この離脱割合は実験に基づき保守的に定めている。 は減

圧事故時の炉心の燃料温度の過渡的な上昇により，炉心か

ら追加放出されるものである。

減圧事故時の大気中への放射性物質の放出・移行経路と

被ばく経路は，図７のとおりである。まず，1次冷却設備

二重管の破断部を通して，原子炉格納容器内に放出された

放射性物質は，サービスエリア内に漏えいする。サービス

エリアから大気中への放出経路は地上放出と排気管放出の

二つの経路を考慮している。事故後，サービスエリア内の

（3）

（2）

（3）

（2）

（1）
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圧力が大気圧以上である間（5分間）は一部が地上放出さ

れ，残りが排気管から大気中に放出されるものとし，サー

ビスエリア内の圧力が大気圧未満になった後は，非常用空

気浄化設備によってフィルタを経て排気管から大気中に放

出されるものとしている。こうして環境へ放出された放射

性物質が周辺公衆へもたらす放射線被ばくの経路としては，

放射性雲からの被ばくに加え，スカイシャインおよび直接

γ線による被ばくも考慮している。

以上のような放出経路に基づき，種々の放射性核種につ

いて炉心からの放出量を解析するプログラムが HTCORE，

最終的な環境への放出量を解析するプログラムが FIPPI . 2

である。これらのプログラムの解析結果などに基づき評価

された減圧事故時の公衆被ばく量は 1 . 5mSv であり，原子

力安全委員会の定めた許容値 5mSv を下回っており，こ

の事故により一般公衆の受けるリスクは十分に小さいこと

が確認された。

あとがき

冒頭で述べたように， HTTRの安全評価は，日本原子

力研究所を中心とし，富士電機および川崎重工業（株）が協

力する形で実施された。本稿で紹介した富士電機の研究開

発および評価についても，日本原子力研究所の関係各位の

多大なるご指導のもとに行われたものであり，ここに厚く

謝意を表する次第である。

今後は，これまでの HTTRの安全評価などの経験を踏

まえて，これに続く実用化プラントとすべきモジュール型

高温ガス炉の技術開発の推進に一層努力する所存である。

参考文献

岡本太志ほか：高温工学試験研究炉の安全解析・評価につ

いて，FAPIG，No.127，p.11-19（1991）

椎名保顕ほか：高温工学試験研究炉（HTTR）の安全解析

に用いる解析コードとその検証，JAERI-M 90-034（1990）

Kawakami, H. : Air Oxidation Behavior of Carbon and

Graphite Materials for HTGR. Carbon. No.124，p.26-33

（1986）

中村雅英ほか：高温工学試験研究炉の安全評価ーーー空気侵

入事故・水侵入事故時の黒鉛酸化量評価ーーー，FAPIG，No.129，

p.13-21（1991）

沢和弘ほか：高温工学試験研究炉の安全評価ーーー減圧事故

時の被ばく評価ーーー炉心からの時間遅れ放出ＦＰの評価，FAPIG，

No.128，p.8-14 （1991）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.71 No.4 1998

206（16）

技術論文社外公表一覧

有機感光体の技術現状と今後の方向性 松 本 工 場 鍋田　　修 電子写真ハンドブック 98 年版
（1998-3） データサプライ

二次元コード対応YAGレーザマーカ
－－－－FAL50VH/QRの機能紹介－－－－

計測システム事業部
東 京 工 場

〃

小沢　治隆
松山　修也
牧絵　達弘

月刊バーコード，11，3（1998） 日本工業出版

Analysis of Fuel Utilization Performance
of Round-Substrate, Planar Solid Oxide
Fuel Cells

富士電機総合研究所
〃

岩田　友夫
榎並　義晶

Journal of Electrochemical Soci-
ety, 145, 3（1998）

Electorochemical
Society

大容量交流系統における責務 富士電機総合研究所 昆野　康二 電気学会開閉保護研究会（1998-1）

誘導発電機システムの EMTPによるシミ
ュレーション

富士電機総合研究所
〃

中沢　親志
千原　　勲 電気学会回転機研究会（1998-3）

「もんじゅ」新燃料集合体まわりしゃへい
解析への 3次元輸送計算コードの適用性検
討

原子力・環境事業部
〃

青木　　保
徳原　一実 日本原子力学会春の年会（1998-3）

4H-SiC MOSFETの電気的特性
富士電機総合研究所

〃
〃

上野　勝典
浅井　隆一
辻　　　宗

応用物理学会関連連合講演会（1998-3）

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




