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深冷水素蒸留装置用スパイラルフィン形状凝縮器の考案

日本原子力研究所那珂研究所核融合工学部

岩井保則+1・山西敏彦・西正孝+2

(2005年 7月 12日受理)

本報では、核融合炉の水素同位体分離システム(ISS)に使用される深冷蒸留塔

の新たな概念の凝縮器の提案と凝縮器内に滞留する水素同位体滞留量の数値評価法

について論じた。深冷蒸留塔は高濃度のトリチウムを含む多量の水素同位体を取り扱

うことから、ヘリウム冷媒配管にトリチウムが混入する可能性を確実に除外するため、

凝縮器外周に冷媒配管を配置した形とするのが一般的であり、凝縮器の小型化を難し

くしている。凝縮器の規模は ISS全体の規模と耐震性能に影響を与える。そこで本報

では凝縮器の小型化を目的に冷媒流路及び凝縮器内部にフィンを導入した深冷水素

蒸留装置用スパイラルフィン形状凝縮器の概念を提案した。このスパイラルブイン形

状凝縮器は既存の実験装置に採用されているコイルチュープ型凝縮器の半分以下の

大きさとなり、システム全体の小型化に大きく寄与する見通しを得た。さらに凝縮器

内部の水素同位体滞留量を評価する簡易モデ、ルを提案し、その妥当性を検証した。今

回提案した水素同位体滞留量簡易評価法と凝縮器設計法を組み合わることで、コンパ

クトな凝縮器の総合的な設計が可能となった。
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The pu中oseof血ispaper is由eproposal of new con∞pt condenser for hydrogen 

cryogenic distillation column ofHydrogen Isotope Separation System (ISS) in a fusion reactor， 

and the establishment of numerical evaluation method of the hydrogen isotope inventory in 

the condenser. A large amount of hydrogen isotopes including high concentration of tritium， 

radioactive hydrogen isotope， has been handled in曲ecryogenic distillation column. 

Therefore，丘om由esafety point of view， c可ogeniccoolant tube was commonly arranged to 

surround出econdensed area to prevent the mixing of甘itiuminto the coolant. This inevitable 

arrangement leads the difficulty in the minimization of the condenser. The scale of condenser 

h邸 influenceon the scale of the ISS釦 dits earthquake-resistance. The spira1白ntype 

condenser， which introduces finsinside it and in coolant旬.beto enhan印 heatexchange， is 

proposed as a new concept condenser for hydrogen cryogenic distillation column to 

miniaturize the condenser. The volume of sp廿a1fin type condenser is estimated to become 

less than ha1f of that of coil tube守pecondenser currently in use. Accordingly， it is found出at

血eadoption of spiral fin type condenser rea1izes the significant miniaturization of the ISS. 

Moreover， the numerical evaluation method of由ehydrogen isotope inventory in the 

condenser is proposed. The va1idity of由ismethod was confirmed by批 experimen凶 da飽.

The synthetic design of the condenser for the hydrogen cryogenic distillation column is 

achieved by the combination of the proposed new concept condenser with the numerical 

eva1uation method of the hydrogen isotope inventory. 

Keywords : Fusion Reactor， Tritium， Hydrogen Isotope Separation， Cryogenic 

Distillation， ISS， Condenser， Inventory， Spiral Fin Type Condenser， Coil 

Tube Type Condenser， Design 
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1. 序論

核融合炉における燃料循環システムは真空容器内に供給される重水素・トリチウ

ム(燃料ガス)の内、核融合反応で消費されなかった未燃焼ガスをリサイクルし、再び燃

料として精製することを目的とする。 ITER(国際熱核融合炉実験炉)向け燃料循環シスチ

ム 1の設計は、 ITER工学 R&Dの進展に伴って進められてきた。燃料循環システムの主要

なサブシステムの一つであり、水素同位体を目標組成ごとに精製分離する役割を担う水素

同位体分離システム(ISS:Hydrogen lsotope s.eparation furstem)には、大量に供給さ

れるガスの連続処理の要求を満たす為に深冷水素蒸留方式が採用された 2。深冷水素蒸留

法は水素同位体の沸点の差を利用し、深冷蒸留塔によって同位体を蒸留分離する方式であ

る。深冷蒸留塔は凝縮器(コンデンサー)、充填部、再沸器(リボイラー)で構成され、

そのうち凝縮器は深冷蒸留塔上部に位置し、極低温の冷媒との熱交換により水素同位体を

液化させる役割を担う。深冷蒸留法の核融合燃料循環システムの水素同位体分離システム

への適用にあたっては凝縮器の設計において特に以下の点に配慮することが必要となる。

1)大量の水素同位体ガスの取り扱いに対しては水素爆発の潜在的危険性に対す

る配慮が必要となる。特に、凝縮器内において水素同位体ガスを大量に凝縮、

液化させるため、蒸留塔内の水素同位体の滞留量に大きな影響を与える凝縮器

を出来る限り小型化することが望ましい。

2) 水素同位体は沸点と凝固点が近いため、凝縮器の設計において冷媒ガスと凝

縮面との温度差を大きくとることができない。例えばT2の場合、沸点は 25.0K、

凝固点は 20.6Kであり、冷媒ガスとの温度差は最大 4.4K しかとれない。また

冷媒に使用するガスは一般的に熱容量や熱伝達率が小さい。

3) トリチウムは放射性物質であるため、その凝縮器内への滞留を前提に、安全

性を配膚した凝縮器設計を行う必要がある。トリチウム閉じ込めの観点から、

万一の冷媒配管の破断事象時におけるトリチウムの冷媒配管への混入の可能性

を排除することが安全性の配慮として必要である。

4) 核融合燃料循環システムの深冷蒸留塔は、定常状態で運転される一般産業界

の蒸留塔と異なり、動的な流量、組成の変動に対応する必要がある。このこと

から凝縮器の設計において運転中の熱負荷の変動を考慮しなければならない。

以上に示したとおり核融合炉燃料循環システムで用いる深冷水素蒸留塔の凝縮器の設計に

は厳しい制約条件が課せられる。また深冷蒸留塔は大量の水素同位体を取り扱うため、凝

縮器におけるもう一つの課題として水素同位体量の評価手法の確立が計量管理の観点から

-1-
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重要である。本報告は深冷蒸留塔の凝縮器設計に関し、次の 4つの項目についての研究を

纏めたものである。

1) 冷媒配管破断事象に対するトリチウム閉じ込めを考慮した冷凍機方式の選択

及び冷媒配管配置に関する考察

2) 従来型のコイルチューブ型凝縮器の設計方程式の見直しによる凝縮器規模の

低減の可能性検討、凝縮器規模を決定する因子の摘出、冷凍機負荷の調整法

の検討、冷媒圧力の向上が凝縮器の規模に与える影響の評価

3) 凝縮器規模の低減を目的としたスパイラルフィン形状凝縮器の提案と、その

設計手法の確立、凝縮器の径の大きさと高さ(以下径高と省略)の最適化に関

する検討、およびスパイラルフィン形状凝縮器の導入による凝縮器規模の低

減効果の定量的評価

4) 凝縮器内部に滞留する水素同位体滞留量の評価法の検討

つ/】
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2.冷凍方式の選択及び冷媒配管配置の検討

この章では ISSの冷凍方式の選択及び冷媒配管配置の検討を行う。水素同位体

分離システムは大量の水素同位体、特に放射性物質トリチウムを取り扱うことから、何ら

かの異常が発生した際に水素同位体、特にトリチウムの閉じ込めの観点からトリチウムを

含む領域、所謂トリチウムバウンダリーの拡大を防止しなければならない。よって検討に

おいてはトリチウムの閉じ込めとトリチウムバウンダリーの拡大防止を考える際、懸念が

ある概念はそれを除外することとした。

2.1冷諌方式の漢択

凝縮器の冷却方式は極低温冷却ではその対象ガス自身を冷媒にするのが一般的

である。 ISSでは水素がそれにあたる。しかし冷媒である水素が万一、漏洩した場合、燃

焼、爆発が問題となる。このため大量の水素を冷媒として使用することは安全性の観点か

ら現実的ではない。水素に代わって必要な極低温を得ることのできる冷媒はヘリウムがあ

げられる。ヘリウムには燃焼、爆発の危険性はない。重水素の三重点が 18.7Kに対し軽水

素の沸点が 20.4Kであることから、凝縮器壁面温度は非常に近接した範囲内しか選択でき

ず、この温度範囲では冷媒であるヘリウムはガス状となる。凝縮器の冷却方式としてヘリ

ウムガスで直接冷却する方式(直接冷却方式)とヘリウムガスで液体水素を作り、これを

二次冷媒として凝縮器を冷却する方式(間接冷却方式)の二通りが考えられる。直接冷却

方式の場合、冷媒であるヘリウムがガス状であることから熱容量や熱伝達率が小さく、ま

た凝縮器の設計において冷媒ガスとの大きな温度差をとることができないことから、伝熱

面積を大きくすることで必要な熱交換量を満たす必要があるため、凝縮器は大型化する。

一方、間接冷凍方式では、二次冷媒の液体水素の熱容量や熱伝達率が大きく、凝縮器自体

は小型化することができる。しかし冷媒に液体水素を使用するため、その量にかかわらず

潜在的な危険性が指摘されること、また熱交換を二段で行う間接冷却は総合的な効率の面

で劣り、大型冷凍機システムを必要とする水素同位体分離システムへの適用ではその影響

は無視できない。以上の観点から、凝縮器は大型化するがヘリウムガスを冷媒として凝縮

器に供給し、直接冷却する方式が水素同位体分離システムには適じていると判断できる。

22ヘリウム冷媒配管の匝置に関する検討

ヘリウム冷媒配管の配置については凝縮器の内部に配置する方法と外周に螺旋

状に巻き付ける方法がある(図 1)。要求される冷凍容量を効率的に満たすためには凝縮

-3-
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器の内部に配置するほうが伝熱面積を容易に広く取りうる点から有利である。 しかしこの

方式は、冷媒配管が凝縮器内部で破断する異常事象を想定した場合、 トリチウムがヘリウ

ム冷媒配管に混入する可能性が大きく、 ヘリウム冷凍システムにまで広くトリチウム汚染

を拡大させる可能性がある。安全上の観点からは冷媒配管を凝縮器内部に配する方式は最

も重視されるトリチウムバウンダリーを拡大させる為、大きな懸念が生じる。 ヘリウム冷

媒配管を凝縮器の外周に配置する方法では、伝熱面積の確保の観点で非効率であり、寸法

の大きな凝縮器となる。 しかしながら、 トリチウムの閉じ込めの観点からは冷媒配管と水

素同位体を確実に隔てることができ、 このため冷媒配管の破断が冷媒配管内部へのトリチ

ウム混入を招くことはない。 このため、大量のトリチウムを取り扱う水素同位体分離シス

テムでは、ヘリウム冷媒配管を凝縮器外周に配置する方式が優れていると言える。

2.3経縮器負荷の変動とその対応

核融合炉用水素同位体分離システムに特徴の凝縮器負荷の変動に対する設計上

の対応について述べる。核融合炉用水素同位体分離システムに要求される凝縮器負荷の変

動は核融合炉において水素同位体分離システムの位置づけが付帯設備である事に起因する。

即ち、 一般の化学工業界で用いられている蒸留塔はシステムの中核機器であり、入力条件

を一定として単一のモードで運転されるのに対して、核融合プラントではプラズマ運転が

中核であり、深冷蒸留塔はプラズマ運転の要求に応える運転が求められ、運転モードは必

然的に複数となる。特に ITERは実験炉であるため、様々なプラズマ試験が計画されてお

り、深冷蒸留塔の運転モードはさらに多様化する。 よって水素同位体分離システムの凝縮

器は運転モードによって凝縮器負荷が変動するという通常の蒸留塔にはない厳しい条件に

おいて設計を満足しなければならない。

具体的には ITER計画において水素同位体分離システムは主に 3種類のガス (① 

核融合反応で消費されなかった重水素・トリチウムに少量の軽水素が含まれた水素同位体

ガス、②核融合プラントで発生するトリチウム水中のトリチウムを水処理システム

(WDS:Water Detritiation SYstem) 3にて抽出した微量の重水素を含む軽水素ートリチウ

ムガス、③中性粒子注入システム(NBI:自eutralBeam Injector)から排出される重水素ガ

ス) を受け入れ、それらを軽水素、重水素、 トリチウムに精製分離することが求められて

いる。 この要求を満たすために口主R の水素同位体分離システムは図 2 に示すように4塔

の深冷蒸留塔 (Colunm)のカスケード構成にて対応する設計となっている 2。水素同位体

システムの深冷蒸留塔各塔の基本設計は、設計条件を満たすよう深冷蒸留塔設計コード

CRYDIS-R4を用いて行い、塔内の組成分布、温度、流量を決定している。設計コードか

ら得られる情報を基に凝縮器負荷 Q[W]は以下の式で算出する。

-4-
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Q = V2~ -V，h，ーL，H，
(1) 

ここでV1、V2は一段目(凝縮器部)、二段目(充填部の理論段最上部)の蒸気流量[molls]、

h1、h2は一段目、二段目の飽和蒸気のエンタルビー[J/moI]、Llは一段目の液流量[molls]、

Hlは一段目の液のエンタルビー[J/moI]を示す。(1)式では熱侵入及び崩壊熱は考慮せず、

凝縮器負荷のみを考慮している。表 1に ITERにおける水素同位体分離システムの運転モ

ードに基づく各塔凝縮器の設計最大及び最小の凝縮器負荷を示す。凝縮器の設計では各塔

凝縮器の最大凝縮器負荷を満たすような凝縮器仕様を決定した後、最小設計凝縮器負荷に

対応させる方策を検討することとなる。

-5-
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3.コイルチューブ型凝縮器

この章では従来の深冷水素蒸留実験装置において一般的に使用されているコイ

ルチューブ型凝縮器の設計方程式を見直すことによる凝縮器規模の一層の低減の可能性と

凝縮器規模を決定する因子の摘出、 ITER条件に合わせた凝縮器設計におけるコイルチュ

ープ型瀧縮器の適用性、凝縮器負荷の調整法の検討、冷媒圧力の向上が凝縮器の規模に与

える影響を評価した。

3.1 躍縮器規樟を決定する因子と ITER~ISS へのコイルチューブ理揺縮器の滴用について

ヘリウム冷媒配管を凝縮器外周に配置するコイルチュープ型凝縮器は、日本原

子力研究所トリチウム工学研究室が有する深冷水素蒸留実験装置等に採用されている。こ

こではコイルチュープ型凝縮器の設計方程式を見直すことによる凝縮器規模の一層の低減

の可能性と凝縮器規模を決定している因子の摘出について検討する。図 3にコイルチュー

ブ型凝縮器の計算モデルを示す。設計に当たり、始めに凝縮器壁面とヘリウム冷媒間の温

度勾配を先ず検討する必要がある。凝縮器壁画温度 Twは例えば重水素の三重点が 18.7K

に対し軽水素の沸点が 20.4K と非常に近接していることに留意し、水素同位体の凝縮を促

進させる有意な温度差を O.5Kとして、これを飽和蒸気温度 Tsから引いた値とした。冷媒

ヘリウム出口温度 Toは熱交換が促進した場合、 Twに近接した値となることから、 Twから

O.lK引いた値とした。

3.1.1ヘリウム冷媒の質量流量

凝縮器の設計に際しては冷媒であるヘリウムの質量流量の値をまず決定する必

要がある。冷媒ヘリウム入口温度 T1の設定においてはガスの凝縮器内での水素同位体の凝

固を防ぐ温度とする必要がある。そのため、凝縮器内部が軽水素一重水素雰囲気の場合は

重水素の三重点 18.7K、重水素ートリチウム雰囲気の場合はトリチウムの三重点 20.6Kと

なるように設定した。凝縮器負荷 Q [W]、冷媒ヘリウム質量流量 F[g/s]、冷媒ヘリウム入

口温度冷媒ヘリウム出口温度の聞には下式で示すエンタルピー(H)バランスが成立する。

エンタルビーHは温度 Tと圧力 p の関数である。よって To.Ti. Qの値から必要な冷媒ヘ

リウム質量流量の値が求まる。

-6-
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F= Q -
H(To， p) -H(Tj， p) 

(2) 

3.1.2ヘリウム側熱伝望書率

次にヘリウム側熱伝達率 αHe[W Im2/KJを計算する。気体が長い平滑円管内を

乱流で流れる場合、管壁温度一定の場合も管壁での熱流束が一定の場合もほぼ同じ伝熱係

数となり、以下のKaysの式 5で求めることができる。

九 =0.022￥R内 0.5

Re =v d -
V 

A 

Pr=♀E -
，、He

(3) 

ここでλHeはヘリウムの熱伝導率[W/m/KJ、v は冷媒ヘリウムの流速[m/sJ、ρはヘリウ

ムの密度 [kg/m3J、d は冷媒ヘリウム管内径[mJである。 μは冷媒ヘリウムの粘性係数

[Kg/m/sJ、νは冷媒ヘリウムの動粘性係数←μ/ρ )[m2/sJである。また Cpは冷媒ヘリ

ウムの定圧比熱[J/kg/KJを表す。

3.1.3水素側熱伝望書率

次に水素側熱伝達率 αH2[W/m2/KJを計算する 6。凝縮器内部では水素蒸気が飽

和温度以下に冷却され凝縮現象を起こす。凝縮現象は凝縮物質と冷却媒体の組み合わせに

よりその様式が分類される。固体表面上に凝縮液が連続的な液膜を形成する凝縮様式は膜

状凝縮である。このため凝縮液の流れは重力と蒸気流による気液界面せん断力に支配され

ると考えられる。重力の影響が大きい場合は体積力対流凝縮、気液界面せん断力の影響が

支配的な場合は強制対流凝縮、両者の影響が共存する場合には体積力・強制共存対流凝縮

に分類される。水素側熱伝達率の計算は凝縮形態の分類によりその評価式が異なる。

-7-
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A.体積力対涜薩縮の場合(A<O.lυ

水素側熱伝達率は以下の式で計算される。

A-1)層流液臨(BL)で一様伝熱面温度(熱涜連変化)の場合

λ冒 (Ga，Prr ，0.25 
H2 = 0.94よ l-Lキ l

L ¥ Ph J 

(4) 

で式の下以↓d
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(4') 

式中に用いた記号において、 Lは凝縮器の高さ[mJ、入 Lは凝縮液の熱伝導率[W/m/KJ、

Uoo~ま凝縮器内蒸気流速[m/s] 、 g は重力加速度[m/s2] 、 VL は凝縮液の動粘性係数[m2/s] 、

Vは凝縮器内蒸気流入量[m3/s]、ρLは凝縮液の密度[kg/m3]、ρvは蒸気の密度[kg/m3
]、

μLは凝縮液の粘性係数[kg/m/sJ、μvは蒸気の粘性係数[kg/m/s]、CPLは凝縮液の定圧

比熱[J/kg/K]、ムhは凝縮潜熱[J/kg]をそれぞれ表す。

A-2)層涜液膜(BL)で一様伝熱面熱涜涼(伝熱面温度変化)の場合

αH2 =NuLキ，生1/3，VL-¥ 

¥ g J 

(5) 
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式中に用いた記号において qは凝縮熱流速[W/m2]を表す。

A-3)波状涜液膜(BW)

ぃ ι(も
s.o."， (止Y-'"

μLah 

s= (ぷL
4r 

式中に用いた記号においてσは表面張力[N/m]を表す。

A-4)舌L硫液膜(BT)

αH2=N此， h/3
I VL-¥ 

N正=o.035PrL
O
.
4
(品r

(6) 

(7) 

体積力対流伝熱の場合のα値として式 (4)(5) (6) (7)から求められる 4つの値が得ら

れる。そのなかで式 (7)の乱流液膜に対する α値は他の値に対して小さな値となる。液

膜の状態は液膜流れに関するレイノルズ数により判断され、レイノルズ数が 1800を超え

る場合は乱流液膜と判断される。しかし深冷蒸留塔の凝縮器では一般的にレイノルズ数は

1800より十分に小さい(詳細は第6章参照)。よって保守的な設計として式 (4)(5) (6) 

で求められる α値の最小値を採用することとした。

B.強制対涜薩縮の場合(A>0.9L)

水素側熱伝達率は以下の式で計算される。

B-1)層涜液膜(FL)

-9-
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αH2 =き(2x1ReLi
O 

(8) 

ここで二相レイノルズ数 Reuは以下の式で求められる。

Re，:=些主Li- V
L 

Re， ;0.5 eLi 

B-2) 淀状琉液膜(FW)

H2 = 1ムパ」止Y.12( ~:r~L ) 

L --.:. ¥μ'L d.h s J ~ Fr L Ph } 

(9) 

ここで X2及び凝縮液のフルード数 FrLは以下の式で求められる。

可1/3

PrL I 
FrLPh I 
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B-3)乱補擁陣(FT)

αH2=O.156ト1/γ5ml/IKLio 

(10) 

強制対流伝熱に関する α値は式 (8) (9) (10) から得られる。本ケースについても α値の

最小値を採用することとした。

c.体積力・強制共存対涜経縮(CUの場合(O.lLくA<0.9U

水素側熱伝達率は以下の式で計算される。

い iドe斗
(11) 
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3.1.4冷媒ヘリウム側伝熱面積

次にヘリウム側熱伝達率と水素側熱伝達率から冷媒ヘリウム側の伝熱面積を計

算する。まずは水素側(内面)基準の総括熱伝達率 U[W/m2/闘を計算する。凝縮器では

伝熱面上の位置において温度差が変化するので入口端と出口端の温度差の対数平均を温度

差b.Tm[K]とする。水素側(内面)の伝熱面積 AH2[m勺は凝縮器円筒内面の面積より求ま

る。

u= Q 
AH2Il.Tm 

T~-T 
Il.T_ =-:oI 

ln (Ts ー ~i ) 

¥ Ts -To J 
AH2 =πdcL 

(12) 

水素側(内面)基準の総括熱伝達率から以下の式により必要な冷媒ヘリウム側の伝熱面積

Alie[m2]を計算できる。

=-i 丈一ln(?込
(13) 

上記式においてλCuは無酸素銅の熱伝導率[W/m/K]を表す。

上式で求まった必要な冷媒ヘリウム側の伝熱面積を得るために必要な冷媒ヘリウム管の全

長 Le[m]及び冷媒ヘリウムコイルの必要巻き数 Ncが以下の式から計算できる。

Le=与k

n2 

N_=土L-
cπDH 

NcsN十 l

(14) 

上式におい・て kは設計における安全率である。冷媒ヘリウムコイルの巻数 Nは Nc以上を
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必要とする。

3.1.5婁機への適用

上記設計方程式に基づき ITER-ISSへのコイルチューブ型凝縮器の適用につい

て検討する。表 2に上記方程式に基づき ITER向け水素同位体分離システムの深冷蒸留塔

Column1'""'"'4の各塔凝縮器の設計最大凝縮器負荷に基づき凝縮器設計を行った結果を示す

:本検討では直径 1m程度の断熱槽に冷蒸留塔カスケード全体を納めることを想定して各

凝縮器外径 Dcを O.20mと固定して高さを検討した。 ITER条件に基づいた評価の結果、

最も凝縮器規模が小さい Column1で凝縮器高は O.50m、最も大きい Column2では凝縮

器高1.08mとなった。充填部が内径"'0.15m、高さ"""5mであることと比較して、凝縮器

は全体の容積に対して大きな割合を占めることとなる。実験装置規模で使用してきたコイ

ルチューブ型凝縮器を ITER設計条件に適用した場合、処理流量の増大により凝縮器規模

は顕著に増大することが示された。深冷蒸留塔は細長い充填部の上部に凝縮器を接続する

構造であり、極低温で操作されるため熱伝導の影響から構造の支持は限られる。このよう

な条件において凝縮器の大型化は深冷蒸留塔の耐震性能を低下させる懸念がある。また凝

縮器規模の増大は水素同位体滞留量の増大を招くことにも留意する必要がある。よって凝

縮器の規模はより低減させることが望ましいといえる。

次に、凝縮器規模を支配する因子を設計方程式から検討する。凝縮器の規模が

大型化する原因は、使用する冷媒が熱容量や熱伝達率が小さいヘリウムガスであること、

凝縮器の設計において冷媒ガスと壁面聞の温度差を大きくとることができないこと、この

二つの欠点を補いつつ必要な熱交換量を満たすためには、ヘリウム冷媒側の伝熱面積を大

きくとる必要があることに起因している。よって安全性に関する第 2章の考察を踏まなが

ら、凝縮器規模を小さくするために取りうる改善点は、ヘリウムガスの熱容量や熱伝達率

を向上させる、ヘリウム冷媒側の構造の改善する、この二点が挙げられる。ここで改善に

向けた検討を進める際には、ヘリウム質量流量値ヘリウム冷凍システムの必要規模が判断

できるヘリウム質量流量の値が総計で約 180g/sと既存商業システムの仕様性能と比較し

て、既に大きな値に達していることには留意する必要がある。

'物性に関してはヘリウムの熱伝導率λHe、密度 ρ[kg/m3]、冷媒ヘリウムの粘性係数μ、

pr数については文献 7を、凝縮液の熱伝導率λL[W/m/K]、凝縮器内蒸気流速 U∞[m/s]、

凝縮液の密度ρL[kg/m3]、蒸気の密度ρv[kg/m3]、凝縮液の粘性係数μL[kg/m/s]、蒸

気の粘性係数μv[kg/m/s]、凝縮液の定圧比熱 CPL[J/kg/K]、凝縮潜熱6h[J/kg]につ

いては文献 8を、無酸素銅(RRR107)の熱伝導率λCuに関しては文献 10を参照した。
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3.2糧縮器負荷の調轄法の検討

運転モードにより大きく凝縮器負荷が変動する図 2中の Columnlを例に、凝

縮器負荷の調整法を検討する。凝縮器の形状は最大凝縮器負荷により決定されるため、運

転モードにより凝縮器負荷を調整する手法としては冷媒ヘリウム入口温度 T(あるいは活媒

ヘリウム質量流量 Fの調整という 2つの方法がある。Columnlにおいて凝縮器負荷を最

大負荷 372.6Wから最小負荷 162.8Wに変更することを考える。表 3にその検討結果を示

す。表 3において Columnlは従来 372.6Wにおける結果を、 ColumnlAは冷媒へリウ

ム入口温度 TIを変更することによる 162.8W対応への結果、 ColumnlBは冷媒ヘリウム

質量流量 F を変更することによる 162.8W対応への結果をそれぞれ示す。 Columnlと

ColumnlAの比較から冷媒ヘリウム入口温度 T(を 18.70Kから 20.07Kに変更することに

より調整できることがわかる。 このケースでは冷媒の温度上昇は冷媒ヘリウム入口近傍に

設ける局所ヒーターで調整することとなる。また Columnlと ColumnlBの比較から冷媒

ヘリウム質量流量 Fを 17.89g/sから 7.57g/sに変更することにより調整することも可能

である。 このケースではヘリウム冷凍システムのヘリウム冷媒のバイパス開度の変更で流

量を調整できる。凝縮器負荷の変更において冷媒ヘリウム入口温度 T(温度を変更するか、

冷媒ヘリウム質量流量 Fを変更するか、 または両者を組み合わせるか、 どれが最も合理的

であるかの判断をおこなう必要があるが、 その判断は凝縮器の設計のみで判断されるもの

ではなくヘリウム冷凍システムの設計方針も大きく依存する。ヘリウム冷凍機システムを

すべての塔で共用するのか、単一塔ごとに配備するかで調整の方針が異なるであろう。実

験装置の運転の経験では即応性が求められる細かな調整には局所ヒーターが、大きな冷凍

容量の変更には冷媒流量の調整を組み合わせるのが有効である。

3.3冷媒の供給圧力上昇による薩縮器小型化の可能性

ITERの水素同位体分離システムにおける凝縮器の大型化はヘリウム冷媒側の伝

熱面積を大きくする必要があるためであり、凝縮器規模を小さくするために取りうる改善

点は、ヘリウムガスの熱容量や熱伝達率を向上させるのが一つの方法であることを先に示

した。本節ではこれを踏まえ、 ヘリウム冷媒の供給圧力をあげることによる凝縮器小型化

の可能性を検証する。最も大きな凝縮器を必要とする Column2を例に、 ヘリウム供給圧

力 0.14MPaを基準として 0.2，0.4， 0.8MPaと変化させた場合のヘリウム冷媒側の伝熱面

積AHeの変化を調べた。表 4にその検討結果を示す。ヘリウム供給圧力 0.14M閃から 0.2，

0.4， 0.8MPaと増加させた場合冷媒ヘリウム側の伝熱面積 AHeは徐々に減少し、 0.14Mpa

における冷媒ヘリウム側の伝熱面積を基準とした場合 0.80Mpaにおける面積はその 57%

に削減できることを見出した。よって冷媒の供給圧力上昇は凝縮器小型化に効果があり、
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ヘリウム供給圧力の増加は規模の低減に大きく寄与すること示した。本ケースでは

O.14Mpaにおける凝縮器高さ 1.08mlこ対し、 O.80Mpaでは O.77mとなり 7割程度に小型

化できる。しかし核融合炉の水素同位体分離システムに必要とするヘリウム冷凍システム

の必要規模は既存商業システムの性能仕様と比較して、非常に大きなものとなることは先

に示した。冷媒の供給量を大幅な増大する場合にヘリウム供給圧力を上昇させる設計はヘ

リウム冷凍システムの仕様やコストに大きな影響を与えると考えるのが妥当であり、この

点も踏まえた凝縮器の小型化のために冷媒の供給圧力をあげることは総合的には得策では

ないと判断される。

この章では一般の深冷水素蒸留塔に使用しているコイルチューブ型凝縮器の設

計方程式を見直すことによる凝縮器規模の一層の低減の可能性と凝縮器の規模を決定する

因子の摘出、 ITER条件に合わせた凝縮器設計におけるコイルチューブ型凝縮器の適用性、

凝縮器負荷の調整法の検討、凝縮器の規模に冷媒圧力値が与える影響を評価した。結論と

して ITER向げ水素同位体分離システムの深冷蒸留塔凝縮器にコイルチューブ型凝縮器を

採用した場合、その規模は蒸留塔全容積に対して大きな割合を占めることを明らかとした。

凝縮器負荷の調整法としてはヘリウム冷媒入口温度の局所ヒーターによる制御、またはヘ

リウム冷媒流量のバイパス開度による制御が有効である。またコイルチューブへの冷媒の

供給圧力を増加させることによる凝縮器の小型化の検討ではその効果が大きいことを確認

したが、冷媒の供給圧力の上昇がヘリウム冷凍システムの仕様やコストに与える影響は大

きいことから、総合的には得策な方法ではないと判断した。凝縮器が大きくなる原因は冷

媒側が熱容量、熱伝達率の小さいヘリウムガスであること、安全上の観点から冷媒コイル

を凝縮器外周に巻かなければならないことが挙げられる。冷媒にヘリウムガスを使用する

ことは避けられないため、凝縮器の効率向上・規模縮小には伝熱特性改善に向けたヘリウ

ム冷媒ライン構造の改善が必要であると判断した。
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4.スパイラルフィン形状凝縮器による凝縮器の小型化

前章から凝縮器の小型化にはヘリウム冷媒ライン構造の改善が必要であること

を明らかとした。この章では凝縮器のヘリウム側の流路をコイルチュープからスパイラル

フィン形状に変更した場合の凝縮器規模の小型化に対する効果について検討を行う。

4.1スパイラルフィン形状薩縮器の提案とその醤縮器規模低減への効果

前章の結論として一層の凝縮器の効率向上・規模縮小には伝熱特性改善に向け

たヘリウム冷媒ライン構造の改善が必要であることを示した。フィンを付ける等の構造の

改善による熱伝達効率の向上については伝熱工学において既に多くの知見が集積されてい

る九それらを踏まえて核融合炉の水素同位体分離システムに適用する方式の考案におい

ては製作実現性をまず考慮するとともに、ヘリウム冷媒ラインは放射性物質トリチウムを

取り扱う機器の一部であり、また断熱槽の中に封入されるため容易に交換やメインテナン

スを行うことが出来ないことから実績を踏まえた信頼性も考慮しなければならない。

ヘリウム冷媒側の伝熱特性改善にはフィン構造の採用が適切である。フィン形

状に変更した場合、フィンのないケーシングのみの構造に対し、(フィン効率)x (フィ

ンの全表面積/フィンの断面積)分の効果が期待できる。ヘリウム冷媒側のフィンを凝縮器

外周にスパイラルに配したスパイラルフインタイプの凝縮器の構造を図 4 に示す。本モデ

ルでは水素側となる躍縮器内部にも縦フィンを 8枚均等に挿入する構造とした。凝縮器は

全て銅の構造材とし、削りだし及び溶接による加工とすることで製作実現性が保証できる。

スパイラルフィン形状凝縮器の設計方程式を以下に示す。

4.1.1ヘリウム側熱伝達率

フィンを考慮したヘリウム側熱伝達率 αHe[W/m21K]を計算する。ヘリウム流路

が角管であるため(3)式の Dに以下の等価直径 de[m]を入れればいい。

Re=乎

(15) 

F
h
u
 

'
E
A
 



d_=生S
e Lw 
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(16) 

ここで Lw[m]はぬれ縁長さ、 S[m2]は流路断面積であり流路幅 a[m]、流路高さ h[m]を用

いて以下の式で表される。

S=ah 

Lw= 2 (a + h) 
(17) 

熱伝達の促進のために拡大伝熱面(直線フィン)を利用する場合 11、フィンの形状からフ

ィン効率φHeは以下の式で求められる。

UJ..u_ = Wu_l /αHe 
bHe -'f'fHeyλωYbHe 

中一竺と(Ub恥)
He-

....bHe 

(18) 

UbHe が 1を越えると効率が悪くなるため、この値を 1以下とする。フィンを入れた場合

の実効熱伝達率αFHe[W/m2/K]は、フィン効率φHeとフィンの有効表面積 Af[m2]及び胴

部の表面積Ap[m2Jから以下の式で求められる。

AfHe= ~(d山c2) x2 + ~ ((いar一時2

~He=πDc{h-2向e)

αレ αu(鳥山+ApHe)
He ~He ::rtDch 

4.1.2水素側熱伝淳率

(19) 

水素側熱伝達率 αH2[w /m2/K] 11を計算手法は前章と同じでありの式(4)---(11)

で表される。凝縮器内部に熱伝達の促進のために水素側も縦フィンを設ける。効率を考慮

し、高さを抑え枚数を多く挿入した形状とする。直線フィンの形状からフィン効率 φH2は

以下の式で求められる。
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UbH2 =叫2JJL2  

中一 tanh(U即)
H2ーーーーーーーー

UbH2 

(20) 

縦フィンについても UbH2が 1を越えると効率が悪くなるため、この値を 1以下とする。

フィンを設けた場合の実効熱伝達率 αFH2H2 [W!m2!K]は、フィン効率φH2とフィンの有

効表面積At及び胴部の表面積九から以下の式で求められる。

AfH2 = 2 WH2 L N 

A.，H2 = (πdc -2ybH2 N) L 

(AfH2中H2+ApH2 J 
αF口今 =α日今 、 J 

11'<' 口&πdcL

(21) 

ここで Lは凝縮器の高さ[m]、Nはフィンの枚数である。

4.1.3冷媒ヘリウム側伝熱面積

ヘリウム側熱伝達率と水素側熱伝達率から冷媒ヘリウム側の伝熱面積を計算す

る。まずは水素側(内面)基準の総括熱伝達率 U[W!m2!K]を計算する。凝縮器では伝熱

面上の位置において温度差が変化するので入口端と出口端の温度差の対数平均を温度差A

Tm[K]とする。水素側(内面)の伝熱面積AH2[m2Jは凝縮器円筒内面の面積より求まる。

u= ---.2 -
AH2 ATm 

T~ ー TAT_ =---;o -1 

... ln (~s -~i ， 
¥ Ts -To J 

AH2=πdcL 

(22) 

水素側(内面)基準の総括熱伝達率から以下の式により必要な冷媒ヘリウム側の伝熱面積

円

d
















































