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まえがき

現在，米国，ロシア，南アフリカ，中国などにおいて高

温ガス炉の実用化に向けた幾つかのプロジェクトが進めら

れている。わが国では，高温ガス炉の技術基盤の確立，高

度化などを目的に日本原子力研究所（原研）が高温工学試

験研究炉（HTTR：High Temperature engineering Test

Reactor）の建設，開発を進めている。富士電機は，原研

の高温ガス炉開発当初から協力を行うとともに，実用化に

向けた開発を行っている。

本稿では，富士電機の高温ガス炉への取組みと最近のト

ピックスとして，HTTR建設完了後の使用済燃料取扱お

よび貯蔵設備の建設，材料照射試験装置の開発および高温

ガス炉の実用化に向けた取組みについて紹介する。

高温ガス炉への取組み状況

わが国の高温ガス炉開発は，原研が 1969 年に，原子力

エネルギーを発電以外の産業用熱源としても利用可能とす

る多目的高温ガス実験炉の設計研究を開始したことにさか

のぼる。その後，1987 年 6 月に改定された「原子力開発

利用長期計画」において，高温工学試験研究が次世代の原

子力利用を開拓する先導的・基盤的研究として位置づけら

れ，その中核的施設として建設方針が示された。HTTR

は熱出力 30MW，原子炉出口ガス温度 950 ℃のわが国初

の高温ガス炉であり
，

，1990 年 11 月に原子炉設置許可取得

後，建設に着手し，2001 年 12 月 7 日に定格運転（定格熱

出力 30MW，原子炉出口冷却材温度 850 ℃）を達成した。

今後，高温試験運転（原子炉出口冷却材温度 950 ℃），安

全性実証試験，水素製造などの核熱利用試験が計画されて

いる。HTTRの設計・製作・建設にあたっては，原子力

メーカー 4 社〔（株）東芝，（株）日立製作所，三菱重工業

（株），富士電機（株）〕が参画した。HTTRの鳥瞰（ちょ

うかん）図を図１に，主要諸元を表１に示す。

富士電機は川崎重工業（株）とともに，多目的高温ガス実

験炉の設計研究の段階から幹事会社として原研の設計に原

子力メーカー 4 社の中心となって協力してきた。HTTR

の建設にあたっては，副幹事会社として原子炉のとりまと

め業務を行うとともに，原子炉システム設計では炉心核熱

設計，安全解析を原研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。

HTTR建設完了後も富士電機は，HTTRの燃料初装荷

作業の支援，使用済燃料貯蔵施設の建設，材料照射試験装

置の開発などに協力を行ってきた。使用済燃料貯蔵施設は，

原子炉建家内の使用済燃料貯蔵プールに所定期間貯蔵・冷

却された使用済燃料を，敷地内で長期保管することを目的

とした乾式貯蔵設備である（図２参照）。本施設では建家

を除く全設備（燃料出入機，燃料貯蔵ラックなどの内装設

備）の設計・製作・据付を担当した。また，HTTRの高

温で広い照射空間を生かした材料照射試験用設備の開発で

は，照射下クリープ試験装置の設計・製作に携わってきた。

本設備は HTTRの優れた照射環境を生かして，標準試験

片を用いて，安定した大きな荷重を付加した試験ができる

よう設計されており，原子炉内の高温環境下におけるク

リープ速度や破断時間などのクリープ挙動を測定できる装

置である。現在，高速炉用構造材として開発されたステン

レス鋼の照射下クリープ試験を実施する準備が進められて

いる。

日本国内では諸外国のように電力自由化，電力需要の低

迷に伴う投資リスクの少ない中小型発電炉の需要が創出さ

れつつあり，日本の電力会社も調査・研究を開始している。

また，小型高温ガス炉ガスタービン発電プラントは，アジ

ア地域で急増する電力需要にも適した発電プラントである。

富士電機は HTTRの設計・製作・建設による実績および

高温ガス炉先進国である米国・ドイツからの導入技術によ

り，わが国トップレベルの高温ガス炉技術を有している。

これらを背景に，富士電機は 2010 年代の日本，アジアの

小型炉市場での高温ガス発電プラントの導入を目指して，

高温ガス炉ガスタービン発電プラントの実用化に向けた取

組みを行っている。高温ガス炉の実用化に向けた取組みと

しては，原研で実施されている高温ガス炉－ヘリウムガス
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タービン発電の組合せによる高温発電プラント設計におい

て HTTR原子炉設計の経験を生かして原子炉系などの設

計に参画している。また，富士電機独自の高温ガス炉への

取組みとしては，米国・ロシアを中心として国際共同によ

り開発中の GT-MHR（ Gas-Turbine-Modular Helium

Reactor）プロジェクトへの参画および電気出力 100MW

級小型高温ガス炉プラントの開発が挙げられる。GT-M

HRは，小型モジュール高温ガス炉とガスタービンを組み

合わせたことにより優れた安全性と経済性を併せ持つ高効

率発電プラントである。発電ならびに核兵器解体プルトニ

ウムの燃焼処分と次世代発電炉の開発を目的として，シベ

リアのセベルスクへの建設を目指して開発が進められてい

る。富士電機は日本で唯一，商用ガス炉を手がけたメー

カーとして GT-MHRに着目し，その実用化を目指して

1997 年 4 月から日本でただ 1 社，共同開発に参加してい

る。さらに，安全性が高くかつ経済性の高い高温ガス炉発

電プラントを目指して，電気出力 100 MW の小型モ

ジュール型高温ガス炉とガスタービンを組み合わせた高効

率発電プラントを FAPIG（第一原子力産業グループ）メ

ンバー会社である川崎重工業（株），清水建設（株）などと

協力して開発を開始している。

以下では，HTTR建設完了以降の主な取組みとして使

用済燃料貯蔵施設の建設，材料照射試験用設備の製作，実

用高温ガス炉への取組みについて紹介する。
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HTTRの使用済燃料貯蔵施設

３.１ 使用済燃料貯蔵施設の概要

HTTRの使用済燃料貯蔵施設（以下，SFSFと略す）は，

原子炉建家内の使用済燃料貯蔵プールにて一時貯蔵された

燃料体などを，使用済燃料貯蔵建家にて貯蔵保管するため

の施設であり，使用済燃料取扱設備，使用済燃料貯蔵設備，

換気空調設備，その他（液体廃棄物貯蔵設備，放射線管理

設備など）から成る。

HTTRにおける燃料取扱ルートを図３に示す。また，

SFSFの全景を図４に示す。

HTTRの燃料体は，六角柱状の黒鉛製ブロックに燃料

棒が挿入されたものであり，炉心から取り出された使用済

燃料は，原子炉建家内の貯蔵プール内に設けられた気密構

造の貯蔵ラックに収納され，崩壊熱を減衰させるために約

２年間冷却貯蔵される。その後，使用済燃料は，燃料出入

機により貯蔵プールから使用済燃料貯蔵建家の使用済燃料

貯蔵施設に搬出される。使用済燃料は，貯蔵プールと同様

に気密構造の貯蔵ラックに収納され，換気空調設備を用い

た乾式冷却方式採用の使用済燃料貯蔵設備にて貯蔵保管さ

れる。

富士電機は，この使用済燃料貯蔵施設の全体設計を推進

し許認可取得助成を行うとともに，建家を除く全設備の設

計・製作・据付を 2001 年 12 月に完了させた。

３.２ 使用済燃料取扱設備

使用済燃料取扱設備は，燃料出入機，床上ドアバルブ，

移送台車，ガス置換装置から構成される。使用済燃料取扱

設備は，燃料を直接取り扱い，これを内部に収容する機能

を持つことから，燃料体の落下防止，遮へい・除熱，耐

熱・耐放射線性など，高度な安全性と信頼性とにかかわる

重要な機能が要求されるため，以下のような設計としてい

る。

燃料出入機

燃料出入機は，高い放射能を持つ使用済燃料を原子炉建

家内にある貯蔵プールの貯蔵ラックから気密を維持した状

態で，1 体ずつ収納し（最大 3体収納），使用済燃料貯蔵

建家内に設けられている使用済燃料貯蔵ラックへ気密を維

持した状態で装荷する機器であり，一連の動作は遠隔自動

操作により行われる。図５に燃料出入機の概略構造を示す。

使用済燃料を直接保持するグリッパは，高放射線量の環境

にて高い信頼性が要求される。そこで，燃料出入機では，

グリッパ内部に爪（つめ）開閉用の電装品を使用せず，グ

リッパ昇降用の 2 組（4 本）のチェーンの巻取り，巻出し

によりグリッパの爪開閉も行う設計とした。チェーンの各

駆動軸には無励磁作動型のブレーキを設け，電源喪失時に

は自動停止して，取扱い中の燃料体の落下を防止するよう

にしている。また，手動ハンドルを設け，電源喪失時にも

（1）
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手動でグリッパの昇降，爪開閉操作を行える構造としてい

る。チェーンは，取扱物落下防止のため 2 本ずつで構成し

て多重化を図るとともに，爪も多重化（6 本）している。

このように，グリッパ昇降装置の高信頼性を有した遠隔

制御機構により，グリッパの構造簡素化が図れ，燃料出入

機の高い信頼性および安全性を有する設計とした。

移送台車

移送台車は，使用済燃料の移設のため，使用済燃料を収

納した約 90 tの燃料出入機を，原子炉建家から使用済燃

料貯蔵建家まで移送する自走式台車である。万一の地震時

にも，燃料出入機が転倒破壊して内蔵している使用済燃料

が露出しないように，全方向の設計最強地震に対して健全

性を有する設計とした。

３.３ 使用済燃料貯蔵設備

使用済燃料貯蔵設備は，使用済燃料を気密構造の貯蔵

ラック内に収納し，使用済燃料貯蔵建家内で貯蔵保管する

ものであり，貯蔵ラック，上ぶた，貯蔵ラック振れ止めな

どにより構成される。設備の概略構造を図６に示す。

本設備は，燃料を貯蔵することから，遮へい・除熱，耐

熱・耐放射線性など，高い信頼性要求に対応するとともに，

乾式燃料貯蔵方式を採用し，設備軽減を図るため，以下の

ような設計としている。

乾式燃料貯蔵方式

使用済燃料の崩壊熱の除去には，換気空調設備を用いた

乾式空冷方式を採用した。採用にあたっては，貯蔵ラック

が設置されている貯蔵セル内の冷却空気の流れが重要であ

り，冷却性能解析技術を駆使し，貯蔵セル内の構造設計を

実施した。解析結果の一例を図７に示す。結果から，貯蔵

ラック下部に仕切板を設けることにより，貯蔵セル内流量

配分の均一化を図るとともに，貯蔵ラックの地震時水平方

向変位を拘束することができ，耐震性の向上も図った。さ

らに，通常の水冷方式に比べ，貯蔵セルライニング，冷却

浄化設備などの設備簡素化，メンテナンス性の向上を図っ

ている。

貯蔵ラック

貯蔵ラックは，使用済の燃料体をヘリウム雰囲気中で貯

蔵するための気密性を有する容器であり，リークチェック

ラインを設けることにより，長期保管の信頼性を確保でき

る設計とした。

（2）
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上ぶた

上ぶたは，点検スペースフロアのコンクリート床内に埋

め込まれ，燃料出入機の設置面および貯蔵セルの天井を形

成するとともに，貯蔵中の燃料体などの放射線遮へいを行

う。貯蔵ラック挿入孔は，正方格子配列で配置され，臨界

を防止するための配列間隔を維持している。

３.４ 換気空調設備

換気空調設備は，管理区域内の換気を行う管理区域換気

系および非管理区域内の換気を行う非管理区域換気系にて

構成される。

このうち，管理区域換気系は，使用済燃料の崩壊熱除去

機能を有しているため，商用電源喪失時には非常用電源が

供給されるとともに，貯蔵セル排気系統フィルタユニット

および貯蔵セル排気系統排風機の容量に冗長性を持たせて

おり（100 ％× 2 系統），たとえ外部電源の喪失ならびに

貯蔵セル給気系統の機能喪失を仮定したとしても，十分な

冷却が可能な系統構成としている。

３.５ まとめ

以上のとおり，HTTRの SFSFは，富士電機が手がけ

てきた開発炉向け燃料取扱設備の高い技術に基づき，高い

信頼性および安全性を有した燃料出入機と，乾式燃料貯蔵

方式を採用した使用済燃料貯蔵設備とを備えた施設として

完成することができた。

照射下クリープ試験装置

４.１ 装置の概要

日本原子力発電（株）（原電）から受注した照射下クリー

プ試験装置（正式名称：I-I 型材料照射試験用設備）は，

国内初の高温ガス炉である HTTRに装荷する最初の照射

試験設備であり，金属材料の高温環境での照射下クリープ

試験を実施するために開発した装置である
，

。

クリープ試験においては，最近，金属材料の変形に及ぼ

す形状効果の影響が注目されているが，非照射条件のク

リープ試験データが JISに定められる標準試験片で取得・

蓄積されているのに対して，従来の照射下クリープ試験で

は照射空間や引張荷重の制限により小型試験片を使用せざ

るを得なかった。照射下クリープ試験装置は HTTRの高

温で広い照射空間を生かして，鉄鋼材料の JIS 標準サイズ

の試験片を用いて照射下クリープ試験を行う装置であり，

試験片へ安定して大きな荷重を付加できるよう設計され，

原子炉内の高温環境下におけるクリープ速度や破断時間と

いったクリープ挙動を測定することができる。本設備は

1999 年から製作を開始して炉外における性能確認を完了

後，HTTR建家内に搬入し，現在は炉心装荷に向けて準

備を進めている。

４.２ 装置の仕様

使用する試験片は，一般的なクリープ試験に使用される

試験部直径 6mm，平行部長さ 30mmの JIS 標準試験片で

ある。試験片の材料は高速炉用構造材として開発された

316FR 鋼（FBR Grade Type 316 Stainless Steel）である。

HTTRでの照射下クリープ試験条件の目標値を表２に

示す。試験条件は，温度の目標値が 550 ℃と 600 ℃，高速

中性子束の目標値が定格運転 70日間照射で 1.2× 1019 n/

cm2（E＞ 0.18MeV），引張応力はクリープ速度と破断時

間を測定するのに適当な値として，それぞれの温度で 343

MPa（550 ℃）と 248MPa（600 ℃）に設定し，これに相

当する試験片の引張荷重は 9.7 kNと 7.0 kNとなる。

装置の主要構造

照射下クリープ試験装置の全体図を図８に示す。設備は

原子炉圧力容器内の設備と圧力容器外の設備から構成され

る。

圧力容器内の設備はスタンドパイプクロージャとその下

につり下げられる構造物により構成される。スタンドパイ

プクロージャは HTTRのスタンドパイプの一つに設置さ

れ，原子炉冷却材の圧力バウンダリを形成する。全長は約

8,900mmで，下端部は直径 113mm，長さ約 2,600mmの

３本の管から成っており，そのうち 2 本はおのおの異なる

試験条件でクリープ試験を行う照射ユニットで，残りの 1

本はガイド管である。それぞれの照射ユニット下部には試

験片が３個ずつ同じレベルに配置されている。照射ユニッ

トとガイド管は炉心の可動反射体領域にある照射カラムの

（1）
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表２　HTTR照射下クリープ試験の試験条件目標値 

試　験　温　度 

材質 316FR鋼（FBRグレード タイプ316SS） 

φ6×30（mm） 

550℃および600℃ 

343MPa/9.7kN at 550℃ 
248MPa/7.0kN at 600℃ 

1.2×1019 n/cm2（70日） 

寸法 

引張応力 /荷重  

中性子フルエンス 
（　＞0.18MeV） E

試験片 

試験片 

差動トランス 

荷重伝達軸 

荷重付加装置 

スタンドパイプ 
クロージャ 

照射スタンドパイプ 
原子炉圧力容器 

荷重伝達軸 

8
9
0
0

ガイド管 照射ユニット 

加熱ヒータ 

図８　照射下クリープ試験装置の全体図
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黒鉛ブロックに設けた 3 個の穴におのおの挿入され，試験

片の位置が燃料領域の燃料ブロックに相当するレベルとな

るよう設置される。定格運転中の試験片温度環境は

HTTRの優れた特徴の一つである炉心の大きな熱容量の

ために安定しているが，さらに温度を精度よく設定するた

めに，試験片の周囲には最大熱出力 300Wの電気ヒータ

を配置し，試験片温度が目標値（550 ℃，600 ℃） 3 ℃

以内に収まるように制御する。

一方，圧力容器外の設備である荷重付加装置の構造を図

９に示す。荷重付加方式は非照射のクリープ試験で一般的

に使用され信頼性の高い重錘方式を採用しており，重錘と

レバーにより試験片に 2とおりの荷重を安定して付加する

ことができる。

なお，荷重の付加は原子炉出力が定格に到達してから遠

隔操作で行い，荷重は荷重伝達軸を介して試験片に伝達さ

れる。試験片がクリープにより伸びるとレバーを自動的に

水平に戻すようにプーリ位置がモータにより制御され，荷

重が持続的かつ正確に保持される構造となっている。

炉内条件の監視

圧力容器内に設置する試験設備はタイプ Aとタイプ B

の 2セット製作した。タイプ Aは HTTRの照射条件を直

接測定する最初の装置であり，照射下クリープ試験は行わ

ず，炉心の照射位置における照射条件を測定するのが主な

目的である。タイプ Aにより照射場の条件を把握した後，

タイプ Bに入れ替えて照射下クリープ試験を実施するが，

試験条件の監視のために照射条件の測定も併せて行う。こ

の照射試験において各照射ユニットの 1 個の試験片は照射

下クリープ試験に使用され，他の 2 個の試験片は照射後ク

リープ試験に使用される。タイプ A，タイプ Bともに検

出器類からの電気信号はスタンドパイプクロージャを貫通

して炉外で監視される。

照射下クリープ試験における炉内測定機器を表３に示す。

炉心の照射設備の中性子束は，自己出力型中性子検出器

（SPND）で常時測定し，石英管に熱および高速中性子測

定用の小さな金属ワイヤを納めた中性子束モニタも中性子

スペクトルを確認するために設けている。照射温度は装置

内に K熱電対を配置して常時監視している。また，試験

片のクリープ伸びは照射ユニット内に設置した差動トラン

スにより常時測定している。この差動トランスは本設備の

ために原研で開発されたものであり，高温および中性子照

射下で作動するようMIケーブルでコイルを製作し，事前

に高温条件下で長期の安定性が実証されたものである。

４.３ 性能確認試験

照射下クリープ試験装置の荷重付加装置，電気ヒータ，

差動トランスなどの各機器に対して性能を確認するために

機能試験を実施した。さらに各機器の試験実施後，設備の

組立を行い総合機能試験を実施した。主な装置の性能につ

いて以下に簡単に説明する。

荷重伝達性能

図８に示したように，荷重付加装置からの荷重は荷重伝

達軸を介して試験片に伝わる。荷重伝達軸はスタンドパイ

プクロージャを貫通して圧力容器内に挿入されるが，軸と

貫通孔のすきまにある Oリング貫通部シールの摩擦力に

より試験片に伝わる荷重は荷重付加装置で設定した荷重よ

り若干小さくなる。この摩擦力の影響を，設備を組み立て

た状態で炉外での試験により確認した。荷重付加装置によ

る荷重は荷重伝達軸との間に取り付けられたロードセルに

より測定し，試験片にかかる荷重は試験用に取り付けた別

のロードセルにより測定した。図 に試験片に伝わる実効

的な荷重と荷重付加装置による荷重の関係を示すが，荷重

１０
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レバー 送錘 

ダンパ 

ジャッキ 

主錘 
ロードセル 

荷重伝達軸 

ポテンショメータ 

プーリ 

モータ 

図９　荷重付加装置の構造説明図

表３　照射下クリープ試験における炉内測定機器 

中　性　子　束 

中性子フルエンス 

SPND（自己出力型中性子検出器） 
　φ2×70（mm）（センサ部） 
　エミッタ：ロジウム 
　コレクタ：インコネル 

フルエンスモニタ 
　ワイヤ：Al-0.41％Co，Fe，Cu， 
　86％Cu-12％Mn

温　　　　　　度 K熱電対 

ク リ ー プ 伸 び  
差動トランス 
　コイル1：細線MI（Mineral Insulated） 
　　　　　　ケーブル 

4 6 8 10 12

5

4

6

7

9

8

10

摩擦損失 測定値 

試
験
片
に
か
か
る
実
効
付
加
荷
重
（
k
N
）
 

荷重付加装置による付加荷重（kN） 

摩擦損失なし 
の場合 

図１０　重錘方式における付加荷重と実効荷重の関係
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付加装置により生じた荷重は試験片に伝達されるまでに

1.3 kN 減少し，また付加荷重が 6 ～ 11 kNの範囲では荷重

付加装置による荷重と試験片に伝わる荷重は線形関係にあ

ることが分かった。実際の照射下クリープ試験においても

摩擦力による荷重の減少値は変化しても荷重の線形関係は

保たれるので，試験片近傍の荷重伝達軸に貼付（ちょうふ）

したひずみゲージにより荷重を測定することで線形性を考

慮しながら実効的な荷重を制御することが可能である。

温度制御性能

照射ユニット内の試験片周囲の電気ヒータは，炉心から

の熱に加えて試験片温度を一定に保つために用いられる。

電気ヒータによる温度の制御性は照射ユニットのモック

アップを使用して試験を行った。照射ユニットのモック

アップを電気炉内に設置して熱的外乱を与えると，試験片

温度を一定に保つように電気ヒータの熱出力は自動で制御

される。温度制御性試験結果を図 に示す。試験片温度の

目標値を 600 ℃にセットし，熱的外乱として電気炉温度を

550 ℃から 570 ℃へステップ状に変化させたが，電気ヒー

タの熱出力は試験片温度を目標値に保つために自動制御さ

れ，結果的に試験片温度は一定に保たれ，温度の変動幅は

目標値の 3 ℃以内に収まった。この試験結果から，照射

下クリープ試験においても試験片温度が安定に保たれるこ

とが確認できた。

クリープ挙動測定精度

照射下クリープ伸びは，高温における熱膨張を相殺する

構造とした機構で支持される差動トランスで測定される。

図 に非照射試験におけるクリープ挙動の測定結果を示す。

試験片は温度 600 ℃においてクリープ変形させたものであ

り，その伸び量は差動トランスに加えて試験片に試験用に

貼付したひずみゲージでも同時に測定した。図 から，両

方の測定結果は定常クリープ領域ではよく一致しているこ

とが分かる。これにより，今回開発した照射下クリープ試

験装置は高温条件においても熱膨張に影響されずに，試験

片クリープ伸びを精度よく測定できることが確認できた。

４.４ まとめ

I-I 型材料照射試験用設備は，HTTRを利用する最初の

材料照射試験装置である。本装置により 316FR 鋼の標準

試験片での照射下クリープ試験を行うことができる。荷重

伝達，温度制御，クリープ挙動測定などの装置の性能は事

前に炉外において実証された。現在は一時的に HTTR原

子炉建家内に保管されているが，HTTRの出力上昇試験

が完了した後，照射試験のために原子炉内に挿入される予

定である。

実用高温ガス炉の開発

高温ガス炉実用化に向けて，富士電機では，出力の柔軟

性の向上と，より余裕を持った安全性を目指し，さらに将

来の超高温（約 1,000 ℃）熱利用を視野に入れた単基モ

ジュール電気出力約 100MW，標準プラント電気出力約

400MWの小型高温ガス炉（FAPIG 型高温ガス炉）を開

発中である。また，比較的需要の大きな地域の基幹電源と

して，単基モジュール電気出力約 300MW，標準プラント

電気出力約 1,000MWの GT-MHR（ブロック型炉心）開

発へ参画している。

５.１ FAPIG型高温ガス炉の開発

５.１.１ 概　要

富士電機では，2010 年代の日本・アジアの小型炉市場

を狙って，独自の小型高温ガス炉ガスタービン発電プラン

ト，FAPIG 型高温ガス炉の開発に着手している。富士電

機が開発を進める高温ガス炉は，他の実用高温ガス炉計画

のようにシステムの簡素化と安全性の余裕をある程度犠牲
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図１１　試験片の温度制御性試験結果（外乱に対する試験片温度
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図１２　試験片クリープ伸びの測定結果
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にすることで出力増加を追求するのではなく，安全特性を

維持しつつ，システムを大幅に簡素化できる範囲内で最大

の出力を目指すことで，コストの低減を図るものであり，

前述（ 章）の社会的ニーズを基に，次の条件を満たすプ

ラントを目指している。

単基モジュールの電気出力を 100MW程度とする。

将来型大型軽水炉と同等以下の建設コストを目指し，

建設単価 15 万円/kWe 以下を目標とする。

格納容器なしで，仮想的な事故を想定しても，周辺住

民の避難を必要としない。

５.１.２ 基本設計思想

PBMR，GT-MHR，GTHTR300などの小型モジュール

高温ガス発電プラントは，すべて下記のようなコストダウ

ン方策によって，小型炉としてのスケールデメリットを克

服しており，FAPIG 型高温ガス炉でもこれらの方策は踏

襲している。

ガスタービン直接サイクル採用と原子炉出入口温度の

上昇により，蒸気タービンを大きくしのぐ熱効率を達成

し，蒸気タービン系のような二次系を削除する。

小型高温ガス炉の固有の安全性
，

を活用することで，必

要な安全システムを軽水炉に比較して大幅に減少させ，

安全上重要な機器を限定する。

小型高温ガス炉の固有の安全性とは，万が一の事故が

発生したときにも，①炉心温度が上昇すると負の反応度

フィードバックにより原子炉が自然に停止し，②熱伝導，

輻射（ふくしゃ）などの自然放熱により炉心が冷却され，

③ 1,600 ℃以上まで健全なセラミック被覆燃料により放

射能が燃料中に保持されるというもので，積極的に事故

を収束するための機器，対応がなくとも自然に事故が収

束し，炉心溶融は起こりえないという原子炉の特性であ

る。

の安全性に基づき，格納容器なしに十分な安全性を

確保する。

小型モジュールを複数設置してプラントを構成し，電

力容量の需要に柔軟に対応する。

標準設計小型モジュールで，シリーズ生産により建設

コストを低減し，工場生産範囲の拡大により現地工事の

簡素化，工期短縮を図る。

上記に加え，FAPIG 型高温ガス炉では，「プラントシス

テムの簡素化」を最優先条件として，その範囲内で原子炉

出力を最大限増大する。これによって，プラントを構成す

る機器の削減，原子力グレード機器の削除，要求機能の緩

和など，徹底した簡素化により，コストダウンと信頼性向

上を図る。

５.１.３ 基本設計

原子炉系断面図を図 に，原子炉建家/原子炉補助建家

の断面図を図 に，主要諸元を表４に示す。

本設計の考え方は以下のとおりである。

基本仕様

ぺブルベット型炉心の採用

ペブルベット型炉心は，ブロック型炉心に比較して出

（a）

（1）

１４

１３

（5）

（4）

（2）（3）

（9）（8）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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前置冷却器 

スタンドパイプ 

図１３　原子炉系断面図（FAPIG 型）
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図１４　原子炉建家/原子炉補助建家の断面図（FAPIG 型）
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力増大には限界がある。しかし，ブロック型炉心に対し

て運転時の燃料温度を低くでき，また，余剰反応度が小

さくてすむため制御棒引抜きなどの反応度事故の影響も

小さいなど，安全上の余裕が大きく取れる。また，運転

中連続燃料交換が可能な炉型であるために原子炉停止の

必要がなく，稼動率向上の可能性も大きい。これらの点

に注目して，ブロック型炉と異なった特徴を持つ炉とし

て，独自の開発対象にペブルベット型炉を選択した。

熱効率向上と炉出入口温度の設定

直接サイクルガスタービンを採用し，システムの簡素

化と高い熱効率を狙う。サイクル熱効率は，炉出入口温

度が高いほど増大するが，炉入口温度が高くなると原子

炉内構造物の温度が上昇するため，事故時の原子炉圧力

容器温度が上昇する。これらを考慮して炉入口・出口温

度 500 ℃/900 ℃と選定した。この場合，約 47 ％の熱効

率が期待できる。

原子炉出力

目標コストを満たすために，必要なモジュールあたり

の最小発電量として，100MWを目標基本条件とした。

前述のサイクル熱効率から，熱出力は 220MWとなる。

原子炉系設計

本原子炉では原子炉出力増加を図るため 2 領域燃料装荷

法を採用した。

燃料温度と原子炉圧力容器温度の低減

原子炉圧力容器材料に耐熱金属を使用すると，コスト

アップにつながる。また，軽水炉用圧力容器材料を使用

する場合，圧力容器温度を許容温度以下に抑えるには，

強制循環による原子炉圧力容器冷却系が必要となり，こ

れもコストアップ，信頼性低下につながる。そこで次の

方策により，軽水炉と同じ原子炉圧力容器材料を使用し

ながら，強制循環による原子炉圧力容器冷却系を不要と

する原子炉システムを実現し，コストダウンを図った。

① 2領域燃料装荷炉心の採用

1領域燃料装荷による炉心では，炉心中央部に高出

力密度領域が生じ，減圧事故時の燃料温度を 1,600 ℃

以下に抑えようとすると，炉出口温度を 900 ℃とする

場合，原子炉熱出力が 180MW程度に制限されてし

まう。ここで減圧事故とは，軽水炉の冷却材喪失事故

に相当する事故で，一次系の配管破断などにより冷却

材ヘリウムが流出し，除熱能力が喪失する事故である。

減圧事故時には，原子炉停止後の炉心崩壊熱は，原子

炉室のコンクリート壁を冷却するために設けられた炉

室冷却系への自然放熱で除去される。

２領域燃料装荷は，発熱率の大きな新燃料を炉心外

周部に装荷し，炉心外周部を何度か循環させて燃焼さ

せた後，炉心中央領域に装荷して循環させるという燃

料装荷法である。この方法により，炉心中心部での出

力密度を低下し，減圧事故時の炉心中心部に発生する

燃料最高温度を低下させる。

② 炉室冷却系の高性能化

次の方策検討により炉室冷却系の除熱性能を向上し，

原子炉圧力容器温度を低下させ，軽水炉の原子炉圧力

容器材料を使用しながら，強制循環による原子炉圧力

容器冷却系を不要とした。

™炉室冷却系の原子炉圧力容器側へのフィン設置によ

る除熱性能の向上

™HTTR起動試験結果のうち，原子炉圧力容器と炉

室冷却系間の除熱特性の詳細評価による不確かさの

低減

①，②により，過去の設計では，約 180 ～ 190MW

であった熱出力を，220MWにまで増大させることがで

きた。

減圧事故時の燃料温度，原子炉圧力容器温度を図 に

示す。いずれも図中に示した許容温度以下となっている。

このように，軽水炉圧力容器材料を使用しても，熱出

力 220MWで，炉室冷却系のみで燃料温度，原子炉圧

力容器温度ともに制限温度範囲内とすることが可能とな

り，目標の電気出力 100MWを達成した。

炉構造の簡素化

炉構造における簡素化について述べる。

① 高温冷却材が原子炉圧力容器に接触しない構造

（b）

１５

（a）

（2）

（c）

（b）
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図１５　減圧事故解析結果（FAPIG 型）

表４　主要諸元（FAPIG型） 

項　目 

原 子 炉 熱 出 力 

電　気　出　力 

熱　　効　　率 

炉入口・出口温度 

ヘ リ ウ ム 圧 力 

燃　料　型　式 

燃　　　　　　料 

炉　心　型　式 

減　　速　　材 

冷　　却　　材 

燃　　焼　　度 

ガスタービン型式 

データ 

220MWt/基 

約100MWe/基 

約47％ 

500℃/900℃ 

約6MPa 

被覆粒子燃料（TRISO型） 

UO2 

ペブルベット型 

黒鉛 

ヘリウム 

80GWd/tU 

1軸縦置き（目標） 
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サイクル熱効率向上のために，炉入口温度を高くし

つつ（500 ℃），原子炉圧力容器温度を制限温度（通

常時 370 ℃）以下とするため，原子炉出入口冷却材が

直接原子炉圧力容器に接触することのない原子炉下部

構造とした。すなわち，原子炉圧力容器とガスタービ

ン側との接続容器にシュラウドを設けることにより，

断熱材なしに，入口冷却材が接続容器，原子炉圧力容

器下鏡のプレナム部に接触することなく，直接炉内構

造物に達する構造とした。

② スタンドパイプ構造工夫による保守性向上

炉心上部に設置する制御棒駆動機構や小球停止装置

は，定期的に保守が必要である。本設計では，制御棒

スタンドパイプを原子炉圧力容器上鏡部に設けるが，

制御棒駆動装置，小球停止装置駆動部に容易にアクセ

ス可能な構造として，上鏡を開放することなく保守が

可能な構造とした。これらの装置をスタンドパイプに

内蔵すると，万が一スタンドパイプが破損した場合に，

制御棒や停止小球が炉心から飛び出し，急激に反応度

が添加され問題となる。しかし本設計では制御棒が飛

び出すことのないように，構造上の工夫を施した。こ

れによりスタンドパイプ破断時に制御棒飛び出しを防

止するための固定装置などの特別な装置を設ける必要

をなくした。

安全特性

前項までの設計に基づき，FAPIG 型高温ガス炉は次の

ように優れた固有の安全特性を実現できる。

固有の安全特性による燃料健全性確保

減圧事故時にも，燃料温度は 1,600 ℃以下を維持し，

放射能が放出されることはないという，小型高温ガス炉

共通の安全性に加え，次のような際立った安全性が固有

の特性のみによって実現される。

①「減圧事故＋原子炉スクラム失敗」時の安全特性

減圧事故に加え，原子炉スクラム（炉停止）に失敗

しても，燃料温度が上昇すると，反応度温度フィード

バック特性により自然に負の反応度が挿入され，原子

炉は停止し，その後再臨界となっても微小な出力で安

定する。原子炉は炉室冷却系への自然放熱により冷却

されるため，運転員の対応は必要なく長時間放置が可

能である。また，燃料温度は 1,600 ℃を超えることは

なく，健全性が維持され，大量の放射能の放出はない。

②「反応度事故＋原子炉スクラム失敗」時の安全特性

誤って制御棒１本が引き抜かれ，加えて原子炉スク

ラムに失敗するという厳しい事故を想定しても，燃料

温度上昇に伴う反応度温度フィードバック特性により，

燃料温度は 1,600 ℃を超えることはなく，健全性を維

持し，放射能の放出はない。

③ 極端な事故想定「減圧事故＋制御棒引抜き＋原子

炉スクラム失敗」時の安全特性

減圧事故が発生し，同時に制御棒 1本が引き抜かれ，

さらに原子炉スクラムに失敗するという，三重の極端

に厳しい事故を想定しても，固有の安全性によって，

大部分の燃料は健全性を維持し，大量の放射能は放出

されず，住民の避難は必要ない。

以上の特性，特に上記の極端な事故想定においても

住民の避難が必要のないことを考えると，本プラント

が目指す，一般の人々にも受け入れられる分かりやす

い安全性が達成される。小型高温ガス炉の固有の安全

特性は，ドイツの高温ガス実験炉（AVR）の試験に

より実証済であり，また，HTTRにおいても試験が

実施される予定である。上記の特性とその基となる実

証試験により，格納容器を不要とする根拠が構築でき

るものと考えられる。

発電系（ガスタービンシステム）

発電系における簡素化策を以下に述べる。

発電系 1容器中への格納による簡素化

本システムでは，発電系を１容器中に格納し，原子炉

圧力容器，ガスタービン容器，接続容器の 3 容器構成と

して簡素化する。これにより建家容積を減少するととも

に，大口径配管を削除し，大口径配管破断による減圧事

故の可能性を排除して，安全性・信頼性の向上を図る。

ガスタービンシステムの高速化による軽量化

ガスタービンシステムは，商用回転数（例えば 3,600

r/min）では大型化し，コストが増大するとともに，質

量が増大する。また質量増により軸受設計が困難となる。

その一つの解決策として，１軸のまま，高速回転（例え

ば 7,200 r/min）を採用する方法がある。高速化により

タービンや圧縮機段数が減少してコンパクトとなり，軸

受の問題は軽減され，発電機のモータモードによる起動，

負荷喪失時のバイパス弁による過回転の防止が容易に採

用可能である。

これまでは，大容量周波数変換装置のコストが大きく，

採用は困難であるとされてきた。しかし，最近の技術の

進歩，特に，従来のサイリスタに代わり富士電機が開発

を進めている IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）

素子とインバータ技術によって，コスト低減が現実化し

てきた。

富士電機では，高速回転ガスタービン発電系を採用す

るため，大容量周波数変換装置と高速発電機のフィージ

ビリティスタディを実施中である。また，ガスタービン

システムは，FAPIGのメンバー会社である川崎重工業

（株）にて検討実施中であり，サイクル熱効率約 47 ％が

達成可能との見通しが得られている。ガスタービンは，

１軸縦置き式で１容器中に格納し，建家容積減少による

コストダウンを狙っているが，高速回転が採用されれば，

コンパクト化によりさらにコストダウンが可能である。

なお，ガスタービン発電システムの問題を解決する他

の方法として，多軸化してタービンと圧縮機を分離し，

圧縮機のみを高速化する方法がある。しかし，この方法

ではガスタービン軸からの漏れの増加などにより効率が

低下するといわれており，また，起動用のガス噴出装置

が必要になる，発電機の負荷喪失時にガスタービンの過

回転防止対策が必要になるなどの問題が指摘されている。

（b）

（a）

（4）

（a）

（3）
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５.２ GT-MHRの開発

５.２.１ 概　要

GT-MHRは，受動的安全特性を有するモジュール高温

ガス炉と直接サイクルヘリウムガスタービンを組み合わせ

た高効率発電プラントである。GT-MHR開発計画
～

は，高

温ガス炉の優れたプルトニウム燃焼特性に着目して，核兵

器解体プルトニウムを消滅しつつ，同時に電力と熱を供給

する原子炉を開発するものである。また，プルトニウム燃

料をウラン燃料に代えるだけで，商業用発電プラントとし

ての利用が可能で，米国 GA社ではウラン燃料の GT-

MHR開発を実施している。富士電機は，GT-MHRの実

用化を目指して，米国 GA社，ロシア原子力省，フラン

ス・フラマトム社とともに本プロジェクトに参加している。

５.２.２ プラントの概要

GT-MHRモジュールと原子炉建家を図 に，主要諸元

を表５に，系統構成を図 に示す。原子炉熱出力は 600

MWで，直接ガスタービンサイクルを採用し，電気出力

は 285MWである。ガスタービンは１軸縦置き型で，約

47 ％の高い熱効率が期待できる。炉心は被覆粒子燃料を

円柱状の黒鉛棒に分散し，それを六角柱状黒鉛ブロック中

に埋め込み，積み重ねたブロック型炉心である。

５.２.３ 開発状況

富士電機は GT-MHRの実用化を目指し，米国 GA社，

ロシア原子力省，フランス・フラマトム社と共同で開始し

た GT-MHRプロジェクトに 1997 年 4 月に参画した。

1998 年 10 月に概念設計が終了し，参加メンバーによる設

計レビュー作業を実施した。1999 年から米国・ロシア予

算による基本設計を開始し，2002 年に完了した。現在，

解体プルトニウム処分のバックアップオプションとして今

後の計画を建て直し中であるが，2003 年から技術実証

フェーズとして，燃料，ガスタービン系の確証試験を予定

している。また，2010 年に 1 号基の着工を計画している。

富士電機は，前述の HTTRの設計・製作・据付経験に

基づき，GT-MHRの原子炉設計，燃料取扱設備設計，安

全評価などに関し，そのレビューを担当している。

なお，米国では，開発元の GA社を中心として，次世代

商用発電炉計画としての発電用 GT-MHR開発が進行中で，

米国の原子力発電所所有会社で組織される電力諮問委員会

が，ユーザーとしてのレビュー，勧告を行っている。また，

GT-MHRは米国の第四世代原子力システムの一環として

検討された短期導入計画（NTD）の中でも，2010 年まで

の導入可能性を持つ炉型として評価され，米国エネルギー

省で予算化されている。

１７

１６

（12）（10）
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図１６　モジュールと原子炉建家（GT-MHR）

表５　主要諸元（GT-MHR） 

項　目 

核兵器解体プルトニウム消滅炉 

商用発電炉 

 

 

 

核兵器解体プルトニウム消滅炉 

商用発電炉 

燃　料 

燃焼度 

データ 

600MWt/基 

285MWe/基 

約47％ 

490℃/850℃ 

約7.1MPa 

被覆粒子燃料（TRISO型） 

PuO2 

UCO 

ブロック型 

黒鉛 

ヘリウム 

642GWd/tPu 

約110GWd/tU 

1軸縦置き型 

原 子 炉 熱 出 力 

電 　 気 　 出 　 力 

熱 　 　 効 　 　 率 

炉入口・出口温度 

ヘ リ ウ ム 圧 力 

燃 　 料 　 型 　 式 

 

　 

炉 　 心 　 型 　 式 

減 　 　 速 　 　 材 

冷 　 　 却 　 　 材 

 

 

ガスタービン型式 

490℃ 
7.07MPa

発電機 

タービン 

285MW

510℃ 
2.64MPa

熱交換器 

125℃ 
2.59MPa

前置 
冷却器 

26℃ 
2.57MPa

低圧コンプレッサ 

316kg/s 
850℃ 
7.01MPa

バイパス 
ライン 

高圧コンプレッサ 

中間 
冷却器 

再
生 

600 
MWt 
原子炉 

インベントリ 
制御タンク 

図１７　系統構成図（GT-MHR）
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５.３ まとめ

富士電機では，これまでに培った高温ガス炉技術を基に，

独自の設計方針による FAPIG 型高温ガス炉（電気出力

100MW）を開発中である。さらに，GT-MHR実用化計

画と連動しながら，近い将来の実用化計画に結びつけて，

2010 年代の小型炉市場の開拓を目指している。

あとがき

本稿では，高温ガス炉分野への取組みとして，特に

HTTR以降の HTTR関連施設の納入実績とその設備の特

徴，そして最近の実用高温ガス炉開発への取組みについて

紹介した。

富士電機は，日本初の原子力発電所である日本原子力発

電（株）東海発電所の建設に携わって以来，日本で唯一商用

ガス炉を手がけたメーカーとしてガス炉技術の開発を行っ

てきた。原子力発電は大型軽水炉が中心となっているが，

最近では安全性が高く，かつ経済性の高い中小型高温ガス

炉が注目されている。富士電機は，現在，日本国内あるい

はアジアの中小型炉市場に着目して固有の安全特性に優れ，

経済性の高い実用小型高温ガス炉の実用化を目指している。

今後も，国内外での関係諸機関との連携により，わが国に

おける高温ガス炉実用化に向けて全力を挙げていく所存で

ある。

最後に，これまで HTTRおよび関連施設の納入ならび

に技術開発を進めるにあたり，多大なご指導・ご協力をい

ただいた日本原子力研究所および日本原子力発電（株）の関

係各位に対して，厚く謝意を表する次第である。
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