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まえがき

高温工学試験研究炉（HTTR）の炉内構造物は，

1,000 ℃に達する高温の炉心を直接支持し，冷却材ヘリウ

ムによる炉心の冷却性能を確保する機能を有するものであ

り，炉心出口冷却材温度 950 ℃を達成するためにタイトコ

ア方式を採用しているのが特徴である。

以下に炉内構造物の概要，設計内容と開発経緯について

紹介する。

炉内構造物の概要

炉内構造物は炉心を周囲および下方から支持するもので，

炉心支持黒鉛構造物，炉心支持鋼構造物および遮へい体で

構成される。炉心支持黒鉛構造物は高温ガス炉特有の炉心

の高温に耐えるために黒鉛ブロックを積み重ねた構造を持

ちながら，原子炉出口冷却材温度 950 ℃を達成するために

炉心を通らない流れを厳しく制限する機能を要求され，同

時に地震時も含めて炉心形状を保持する強度部材としての

機能も要求される。炉心支持鋼構造物は炉心支持黒鉛構造

物を一体化して支持する機能を要求されるが，同時に，自

分自身が制限温度以下となるよう低温冷却材で適切に冷却

される構造となっている。

炉内構造物の概要を図１に示す。炉心支持黒鉛構造物は

炉心を取り囲み炉心形状を保持するとともに炉心を直接支

持するため，高温でも安定で機械強度が低下しない黒鉛を

使用している。炉心支持鋼構造物は炉心および炉心支持黒

鉛構造物の外側に配置されて，これらを支持しその荷重を

圧力容器へ伝える。炉心支持鋼構造物は 400 ℃程度の温

度で使用するので比較的高温での機械強度に優れたオー

ステナイト系ステンレス鋼や Cr-Mo 鋼を使用している。

遮へい体は炉心の上部と側部に配置され，炉心からの熱中

性子を減衰させて原子炉圧力容器および炉心支持鋼構造物

が過度に放射化されることを抑止している。

ヘリウム冷却材は二重管の外側環状流路から約 400 ℃で

原子炉圧力容器下部のプレナム内に流入し，炉心支持板下

面を流れて炉心側部に至る。炉心側部では，固定反射体ブ

ロックと側部遮へい体ブロックとの間，および側部遮へい

体ブロックと原子炉圧力容器との間の内外流路に分かれて

上昇する。上部プレナムに流入した冷却材は下降流となっ

て各炉心カラムに配分されて炉心で加熱され，高温プレナ

ムに集められ，二重管の内側流路から最高 950 ℃にて炉外

に取り出される。

HTTRの炉心性能は炉内構造物の高いシール性能によ

り担保されているが，これは固定反射体ブロック間のすき

まなどのバイパス流路を小さくし，炉心を冷却する冷却材

流量割合を高く保つことにより達成される。このため，バ

イパス流路となるすきまが極力生じないように各コンポー

ネントの積層構造は段差を吸収できるように工夫し，シー

ル性能が特に重要となる部位にはシール要素を設けるなど

の対策を施している。
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高温工学試験研究炉（HTTR）の炉内構造物の設計

炉内構造物の開発経緯

前章で述べたように，炉内構造物は設計，製作，据付に

わたって未知の課題が山積しており，設計検討および研究

開発を進めてきた。以下に主要な開発内容を説明する。

３.１ 炉内構造物基本構造の開発

炉内構造物の基本構造を設計するにあたり，黒鉛ブロッ

クの一体化構造特性，冷却材の流動特性，シール性能，材

料特性などの必要な基本データは 1970年ごろからモック

アップ試験あるいは要素試験を実施して蓄積してきた。

黒鉛ブロックの一体化構造では，ブロック間の結合方法

についてキーとキー溝を組み合わせた方式を採用し，モッ

クアップ試験により強度特性，結合ばね特性などを明らか

にし耐震設計に反映した。

冷却材の流動特性では炉心支持板下面から炉心側部に至

る流路のスケールモデルを製作し，空気を流して流動状況

や圧力損失特性を調べて流路設計に反映した。

シール性能に関しては，種々のシール機構について評価

試験を行い，データを蓄積してシール構造を確立する一方

で，タイトコア方式においてシール性能のかぎとなる炉心

拘束機構の開発を進めた。隣接する固定反射体ブロック同

士は，炉心拘束機構により常に緊縛される構造としてすき

まからのバイパス流れを抑えるが，炉心拘束機構に対して

は起動時から定格運転に至る温度変化を通して締付力を一

定に保つことが要求される。この要求に対して，熱膨張率

の異なる 2種類の金属を組み合わせて折り返し多層構造と

し，見掛けの熱膨張率を固定反射体ブロック（黒鉛）に合

わせる拘束バンドを開発した。

材料特性に関しても，使用候補材料の基本物性だけでな

く，黒鉛と鋼材の共存性やしゅう動特性，拘束バンド材の

応力緩和特性などの健全性や機能確保にかかわるデータの

蓄積を行い，設計の信頼性を向上させてきた。

さらに，実機の設計・製作に先立って，日本原子力研究

所建設の大型構造機器実証試験ループ炉内構造物実証試験

部（HENDEL-T2）において，実機と同材料，同スケー

ルの炉床部構造物を組み立て，実機と同等の雰囲気条件下

で各構造物の健全性および冷却材伝熱流動特性の総合的な

確証試験を行った。

３.２ 耐震設計手法の確立

HENDEL-T2 で，基本構造および熱，流動性能は確証

されたが，残された大きな課題の一つとして黒鉛ブロック

の耐震性確証があった。

炉床部炉内構造物は大型の黒鉛（一部炭素）製六角ブロッ

クの積層構造で，ブロック同士はキーにより結合している。

したがって，地震時には構造物は単純な剛体ではなく，微

少なクリアランスを持ったブロック同士の衝突やキーによ

る拘束などを含む非線形性の応答を示す。したがって，実

加振試験が必須（ひっす）であった。そこで，炉床部炉内

構造物の地震応答を明らかにするために，炉床部構造のス

ケールモデルを製作し加振試験を実施した。

図２に試験装置を示す。試験装置では 1/3 スケールの試

験体を製作し，キー結合用高温プレナムブロックの衝撃加

速度応答特性およびブロック衝撃加速度とキー溝ひずみの

関係を明らかにし，その下方で支持するサポートポストま

でを模擬してサポートポストに加わる垂直荷重を明らかに

することを目的とした。模擬黒鉛ブロックは実機と同一銘

柄の黒鉛材料で製作し，物性・強度を同じにしている。

試験結果から，ブロックに衝撃加速度が生じ，同時にス

パイク状のひずみの発生が確認され，衝撃加速度とひずみ

は単純な比例関係にはないものの，そのばらつきは包絡線

を設定できて強度設計において考慮すべき最大ひずみ（応

力）を設定することができた。また，サポートポストにか

かる荷重についても上限値を設定することができた。

３.３ 黒鉛非破壊検査手法の開発

高温ガス炉の特徴の一つは黒鉛構造である。この信頼性

向上のために金属材では一般的であるが，黒鉛材に対して

は初めての実用となる非破壊検査手法を開発したことをト

ピックスとして紹介する。

黒鉛材料は脆性材料であるので脆性破壊の起点となる欠

陥については特に慎重な検査が求められ，設計段階におい

ても脆性破壊に至る欠陥寸法が非破壊検査における検出限

界欠陥寸法を下回らないことを担保する必要があり，非破

壊検査手法を黒鉛に適用するための検査手法・検査条件の

開発を行った。具体的には，黒鉛材料の受入検査において

は内部欠陥を検出するための超音波探傷検査，黒鉛構造物

（完成品）に対しては表面欠陥を検出するための渦流探傷

検査を適用することとし，各検査手法について，黒鉛構造

物の設計上発生する応力から破壊力学的に欠陥が伝搬し，

破損に至らないと考えられる寸法の欠陥を設定した人工欠

陥試験体を製作して探傷試験を行い，人工欠陥が確実に検

出できる検査手法・検査条件を確立した。

超音波探傷検査

安全上重要な構造物であるサポートポストおよび高温プ

レナムブロックに対して，素材の段階で内部欠陥の探傷を

（1）
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図２　炉床部耐震試験装置

N89-5632-28



高温工学試験研究炉（HTTR）の炉内構造物の設計

目的とした超音波探傷検査を行うことを計画した。HTTR

に使用する微粒等方性黒鉛 IG-110（ただし，高純度化処

理前の IG-11 の段階で実施）と準等方性黒鉛 PGXについ

て，それぞれ最適な探傷条件（探傷周波数，探触子径）と

探傷方法（一探触子・二探触子，欠陥判定方法）を求める

ために人工欠陥試験体を使って評価試験を実施した。

探傷試験結果から，ノイズエコーの高さに対してエコー

高さが 4倍以上となるものを欠陥とみなせば，有害な内部

欠陥はすべて検出できることを確認した。

渦流探傷試験

黒鉛構造物の健全性を保証するために，安全上重要な構

造物の特に高応力発生部であるサポートポストのシート接

触面および高温プレナムブロック（一部の固定反射体ブロッ

クも含む）のダウエル孔周辺・キー溝部に対して，表面き

ずの探傷を目的とした渦流探傷検査を行うことを計画した。

渦流探傷検査は鋼構造物に対してはすでに確立した検査手

法であるが，多孔質である黒鉛材料に対する最適な探傷条

件を求めるために，図３に例示するような実機探傷形状を

模擬した人工欠陥試験体を使って評価試験を実施した。プ

ローブと探傷面との距離（リフトオフ）を変えて試験を行

い，図４の試験結果に示すとおり，リフトオフを適切に保

てば欠陥検出信号と最大ノイズエコーの波高比

（S/Nmax）≧ 3 で欠陥が検出可能であることが確認できた。

炉内構造物の設計

４.１ 炉心支持黒鉛構造物

炉心を直接支持する炉心支持黒鉛構造物は，固定反射体

ブロック，高温プレナムブロック，サポートポスト，炉床

部断熱層などから構成される。固定反射体は 8層，8mの

高さに積み上げられている。図５に組立状態を示す。固定

反射体の各層は，12体の固定反射体ブロックがキーで結合

され炉心拘束機構によって緊縛され，その内側形状は炉心

形状に合致するように形成されており，炉心形状を保持し

ている。左右および上下に隣接する固定反射体ブロック同

士はシール面にて接触させ，さらにシール要素を挿入して

固定反射体ブロック間をバイパスする流れを制限している。

図６に高温プレナムブロック，サポートポストおよび炉床

部断熱層の構造を示す。高温プレナムブロックはシール用

（2）
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図５　固定反射体の1層組立状態

N89-6436-55

8

プローブ スリット欠陥 

走査方向 

垂直 平行 

プローブ スリット欠陥 

走査方向 

垂直 平行 

試験周波数 
4.0MHz

試験周波数 
1.5MHz

6

4

2

0

リフトオフ（mm） 
0.60.40.20

リフトオフ（mm） 
0.6 0.8 1.00.40.20

8

6

4

2

0

スリット 
欠陥寸法 

（長さ×深さ） 垂直 平行 

スリット 
欠陥の方向 

1×0.5
1×1.0
2×0.5

スリット 
欠陥寸法 

（長さ×深さ） 垂直 平行 

スリット 
欠陥の方向 

5×1

検出レベル（　/　max=3） S N

検出レベル（　/　max=3） S N

maxN

欠
陥
検
出
性
 　
/　

m
a
x

S
N

欠
陥
検
出
性
 　
/　

m
a
x

S
N

図４　渦流探傷試験結果S/Nmax とリフトオフの関係

スリット欠陥 

（a）サポートポスト用（IG110黒鉛） 

長さ l

幅0.3

深さ d

長さ l

深さ d

スリット欠陥 

（b）キー結合用高温プレナムブロックキー溝用（PGX黒鉛） 

幅0.3

100 80 80 80

600

（1×0.5） （1×1） （2×0.5） （2×1） φ
1
5
0

175400

A
B

40 30° 

C

A
B
C

R42

R100

2
0
0

1
0
0

SR89
SR89

（2×0.5） 
（1×0.5） 

（1×1） 

（2×1） 

（5×1） 

（5×1） （3×1） （3×1） 

（3×1） （5×1） 

30° 

〈注〉（　）内の数字は「長さ　×深さ　」を示す。 l d

図３　渦流探傷用人工欠陥試験体



高温工学試験研究炉（HTTR）の炉内構造物の設計

およびキー結合用ブロックで構成され，炉心ブロックを直

接搭載しダウエルピンにより位置決めするとともに炉心か

ら高温プレナムへ冷却材を導く流路を形成している。シー

ル用ブロック間のすきまにはシール要素を設置してバイパ

ス流れを抑止している。サポートポストはキー結合用ブロッ

クの下部にあり，ブロック 1体あたり 3本で鉛直荷重を支

持するとともに高温プレナムを形成している。サポートポ

ストの両端は球面で，高温プレナムブロックと炉床部断熱

層との相対変位を転がりにより吸収する。炉床部断熱層は，

プレナム下部ブロック，炭素ブロックおよび下端ブロック

で構成され，炉心などの搭載荷重を支持するとともに熱伝

導率の小さい炭素ブロックを挟むことにより炉心支持板の

温度を抑制している。

各コンポーネントは，小型で高強度が要求されるサポー

トポストおよびポストシートには微粒等方性黒鉛 IG-110，

大型ブロックには準等方性黒鉛 PGX，炭素ブロックには

高温での寸法安定性に優れた炭素ASR-0RB を使用した。

４.２ 炉心支持鋼構造物

炉心支持鋼構造物は，炉心拘束機構，炉心支持板および

炉心支持格子で構成され，炉心支持黒鉛構造物を周囲およ

び下部から一体化して支持している。炉心および炉心支持

黒鉛構造物の搭載荷重や地震時の荷重は，炉心支持鋼構造

物を介して原子炉圧力容器に伝達される。図７に炉心支持

板を示す。炉心支持板はリング状の外周炉心支持板と 7枚

の六角形板である内側炉心支持板から構成され，炉心支持

格子上に設置された支持柱上に水平に搭載されて炉内構造

物の据付基準平面を形成しており，その下面を放射状の水

平に流れる低温冷却材で冷却されている。炉心拘束機構は

10段からなり，各段は12個の拘束バンドを連結して側部遮

へい体を介して固定反射体ブロックを押し付け緊縛し一体

化しており，これにより左右に隣接する固定反射体ブロッ

ク間のすきまが拡大するのを抑え炉心をバイパスする流れ

を制限している。拘束バンドの連結部はレストレイントリ

ングとキー構造で結合し，地震時に拘束バンドに過大な荷

重がかかることを防いでいる。炉心拘束機構は高温で応力

緩和が進み拘束力が失われないように炉心側部を上昇する

低温冷却材により冷却されるが，側部遮へい体ブロックの

内側・外側流路の流量配分はレストレイントリングで外側

流路の流路幅を制限することにより適切に保たれる。

４.３ 遮へい体

遮へい体は，上部遮へい体ブロックと側部遮へい体ブロッ

クから構成され，熱中性子を吸収する炭化ほう素入り黒鉛

を鋼材容器に収納する構造となっている。上部遮へい体ブ

ロックは炉心ブロックと同様に六角柱形状で，炉心上部に

設置され放射線を遮へいするとともに炉心へ適切に冷却材

を配分する。側部遮へい体ブロックは固定反射体ブロック

の外側に設置され，原子炉圧力容器に対する放射線を遮へ

いするとともに炉心側部を上昇する低温冷却材の流路を形

成している。

工場仮組立における性能確証

炉内構造物の特性，性能は炉内構造物単品ではなく，構

造物を組み立てた状態において発揮されるように設計され

ているので，各コンポーネントが高い精度で製作されるだ

けでなく，組立においても黒鉛ブロック間の段差や隣接す

る黒鉛ブロック間のすきまを厳しく管理する必要がある。

そこで，炉内構造物を現地へ出荷する前に工場内で模擬原

子炉圧力容器・炉心支持格子を準備し，その中に上部遮へ

い体ブロックを除くすべての炉内構造物を仮組立し，現地

組立のノートラブル推進のためのリハーサルをすることは

もちろん，性能確証のために，

™炉内構造物の組立手順，精度の確認

™バイパス流れ制限のためのシール性能の確認

™炉心側部の低温冷却材流量配分の確認
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図６　HTTR炉床部構造物の概要 図７　炉心支持板
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高温工学試験研究炉（HTTR）の炉内構造物の設計

™炉心拘束機構の拘束性能の確認

を実施した。

仮組立作業では模擬炉心支持格子上に現地据付作業と同

じ治具を用い，同じ手順で炉内構造物を組み立てて作業性

を確認した。組立は最下段から 1段ずつ組み上げ，各段組

立完了時に黒鉛ブロック間の段差やすきまを測定し，設計

上要求される精度が達成されていることを確認した。

また，バイパス流れ制限のためのシール性能は固定反射

体ブロック各段組立完了時に，図８に示すように固定反射

体ブロック上面をシールぶたで覆い，内部を負圧にして固

定反射体ブロック間のすきまなどから漏れ込む空気流量を

測定して確認した。固定反射体ブロック全段組立完了時に

行ったシール試験結果を図９に示す。漏込み流量は設計上

限の半分であり，十分なシール性能を持っていることが確

認された。

炉心拘束機構は 400 ℃の低温冷却材により適切に冷却さ

れねばならないが，このためには炉心側部の内側流路に

35 ％以上の冷却材を流す必要があり，外側流路にはレス

トレイントリングが絞りの役目を果たしている。そこで，

模擬炉心支持格子下部から空気を送り込み，熱線風速計に

より内側・外側流路の流量配分を測定した。測定結果を

図 に示す。内側流路の流量は十分に35 ％以上確保され

ており，また，設計において実施した流路網解析コード

FLOWNETの計算結果とよく一致している。

工場組立試験完了後，炉内構造物は分解されて現地に出

荷され，現地にて原子炉圧力容器内へ据え付けられたが，

現地据付作業の段階においても工場組立時と同様に実施さ

れ，工場における試験結果が良好に再現された。

あとがき

本稿では，炉内構造物の設計について，特徴的な研究開

発および試験を中心に報告した。今後は，これらの技術を

基盤として，商用炉の炉内構造の開発や炉内構造物の供用

期間中検査手法の開発などを推進する予定である。

最後に，本設備の設計・製作から据付を行うにあたり，

多大なるご指導をいただいた日本原子力研究所の関係各位

に対し，厚く謝意を表する次第である。
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