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まえがき

高温工学試験研究炉（HTTR）の燃料取扱及び貯蔵設備

（以下，燃料取扱設備と略す）は，炉心を構成する燃料な

どの取扱いと貯蔵を行う設備であり，燃料交換機，使用済

燃料貯蔵設備，新燃料貯蔵設備などから構成される。燃料

取扱設備の配置を図１に示す。HTTRの燃料は，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る。ま

た，炉心は，ヘリウムガス雰囲気の原子炉圧力容器内に，

燃料などの炉心構成要素を円柱状に積み上げた構造である。

燃料取扱設備は，このような条件のもとに，炉心構成要素

を安全かつ確実に取り扱うための設備であり，取扱物の落

下防止，放射線遮へい，崩壊熱除去などの機能を併せもつ

ことが要求される。

富士電機は，燃料取扱設備全体の設計を推進するととも

に，設備を構成する主要機器の設計・製作，ならびに据付

を完了させた。以下にこの設備の概要を述べる。

燃料取扱システムの概要

２.１ 取扱いの対象と範囲

HTTRの炉心では，軸方向に積み上げたブロックの 1

列をカラムと称しており，炉心は61カラムで構成される。

1カラムあたりでは，炉心構成要素 9体と上部遮へい体ブ

ロック 1体（合計10体）が積み重ねられている。炉心構成

要素には，燃料体のほか，可動反射体ブロック，制御棒案

内ブロックが含まれ，61カラムのうち30カラムが燃料体を

含むカラムである。

燃料取扱設備では，原子炉建家内に搬入した新燃料など

の貯蔵と原子炉への装荷，ならびに原子炉からの使用済燃

料などの取出しと貯蔵において，炉心構成要素と上部遮へ

い体ブロックの取扱いを行う。
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２.２ 燃料の取扱ルート

燃料交換作業は 3年に 1回の頻度で行われ，原子炉停止

中に炉心の全燃料（150 体）の交換を行う計画である。ま

た必要に応じて，可動反射体ブロックなどの交換も実施す

る。燃料の搬入から搬出までの取扱ルートを図２に示す。

新燃料の受入れと貯蔵

新燃料輸送容器に収納されて所外から原子炉建家へ搬入

された新燃料は，新燃料組立検査室において受入検査と最

終組立が行われたあと，新燃料貯蔵設備の貯蔵ラック内に

保管される［新燃料組立検査室と新燃料貯蔵設備は川崎重

工業（株）担当設備］。

炉心の燃料交換

炉心の燃料交換は，原子炉格納容器の燃料交換ハッチを

取り外したあと，燃料交換機などを使用して，1カラムご

とに交換する。以下に燃料交換作業の概要を述べる。

原子炉上部の遮へい体に，床上ドアバルブと制御棒

交換機［（株）東芝担当設備］を据え付け，原子炉圧力

容器のスタンドパイプから制御棒駆動装置を引き抜く。

制御棒交換機に替えて燃料交換機を据え付ける。

燃料交換機により，炉心から 1カラム分の使用済燃

料を取り出し，燃料交換機内に収納する。

燃料交換機を使用済燃料貯蔵設備の貯蔵プールまで

移動し，燃料交換機内の使用済燃料を貯蔵ラック内へ

移し替える。

燃料交換機を新燃料貯蔵設備まで移動し，貯蔵ラッ

ク内に保管していた 1カラム分の新燃料を取り出し，

燃料交換機内へ収納する。

燃料交換機を原子炉上部の遮へい体まで再度移動し，

炉心へ新燃料を装荷する。

以上の作業を繰り返すことにより，炉心内の全燃料の交

換を行い，取り外していた制御棒駆動装置などを元の状態

に戻して作業を終了する。なお，燃料交換機などの移動は，

原子炉建家の天井クレーンを使用して行う。

使用済燃料の貯蔵と搬出

使用済燃料は，貯蔵プールにて一定期間冷却貯蔵したあ

と原子炉建家外へ搬出し，さらに長期間貯蔵する計画であ

る。

燃料取扱設備の基本仕様

HTTRの燃料取扱設備は，国内では初めての高温ガス

炉の燃料を取り扱う設備であるため，数年間にわたり設計

研究が行われ，その設備の設計仕様が決定された。HTTR

の燃料取扱設備の基本仕様は次のとおりである。

燃料取扱方式

グリッパアーム開閉式燃料交換方式

使用済燃料の貯蔵・冷却方式

気密ラック収納・間接水冷却方式

設備間の燃料移送方式

燃料交換機収納移送方式

主要機器の設計と機能

燃料取扱設備のうち，富士電機担当設備の機能の概要は

次のとおりである。
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図２　燃料の取扱ルート
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４.１ 燃料の交換と移送

燃料の交換と移送は，燃料交換機，床上ドアバルブ，ガ

ス置換装置などを使用して行う。

燃料交換機

燃料交換機は，原子炉圧力容器や貯蔵ラックなどと気密

を維持した状態で，炉心構成要素を 1体ずつ取り扱い（最

大10体収納），各設備との受渡しを行う。燃料交換機の運

転は一部の作業を除き，中央制御室からの遠隔自動操作に

より行う。図３に燃料交換機による炉心の燃料取扱いの概

要を示す。

床上ドアバルブ

床上ドアバルブは，燃料交換中に原子炉圧力容器などの

気密を維持するための，ゲート式開閉バルブである（図４

に示す）。現在，2基の床上ドアバルブが用意されている

が，このうちの 1基が原子炉上部の遮へい体上に，燃料交

換機などに先立ち据え付けられる。燃料交換機が炉心の燃

料を取り扱う場合にはゲート式バルブを開き，燃料交換機

がほかの場所へ移動する場合にはゲート式バルブを閉じて，

原子炉圧力容器との気密状態を維持する。

ガス置換装置

ガス置換装置は，燃料交換中にヘリウムガス雰囲気を維

持して運転される燃料交換機などの機器の内部を，空気か

らヘリウムガス，またはヘリウムガスから空気へ入れ替え

るための装置である。図５にガス置換装置の系統図を示す。

燃料交換機などの内部には，原子炉圧力容器内の放射性物

質を含むヘリウムガスが混じるため，排気されたガスは気

体廃棄物処理設備へ送られる。

４.２ 使用済燃料などの貯蔵

炉内から取り出された使用済燃料は，貯蔵プール内に設

け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。

使用済燃料の貯蔵ラック

貯蔵プール内の貯蔵ラックは63本あり，約 2炉心分の使

用済燃料を貯蔵することができる。貯蔵ラックの概要を図

６に示す。貯蔵ラックは縦置きの円筒容器であり，上部は

原子炉建家の構造物に固定され，また，下端は隣接する

ラックとの間隔を一定に維持する振れ止めで支持されてい

る。このため，万一，貯蔵中に大きな地震があった場合で
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図３　炉心燃料取扱いの概要
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も十分な強度をもっており，貯蔵している燃料の未臨界性

を維持できる。

プール水の監視装置

使用済燃料の冷却は，貯蔵プール内の冷却水により，貯

蔵ラックを外側から除熱する間接冷却方式を採用している。

貯蔵プールには，この冷却水が十分に満たされていること

を監視する液面計と，万一，冷却水の漏えいが起こった場

合にそれを検知する漏えい検知装置を備えている。

４.３ 燃料の誤装荷防止

HTTRの燃料は，燃料濃縮度と反応度調整材のボロン

濃縮度が異なる14種類の諸元をもっている。このため，炉

心への燃料装荷は，定められた軸方向と半径方向のポジ

ションに，正しい方位で燃料を配置することが重要とな

る。燃料取扱設備では，新燃料の保管から炉心への装荷に

おいて，以下に記す運転方法と設備対策により，燃料の誤

装荷を防止している。

新燃料の保管方法

新燃料貯蔵設備の貯蔵ラックは，炉心のカラムと 1対 1

に対応させて使用し，1本の貯蔵ラックに 1カラム分の燃

料を保管する。また，貯蔵ラック内の燃料は，炉心に装荷

されるときと同じ順序と方位で保管する。

燃料交換機の運転と制御

燃料交換機の据付は，原子炉の上部，新燃料取扱設

備の上部ともに，常に定められた方位で据え付ける。

燃料交換機には，据付位置を確認するために，据付

面に取り付けた番号プレートを読み取る「設置位置確

認用 ITVカメラ」を設ける。

燃料交換機は，新燃料貯蔵設備で保管していた，燃

料の順序と方位を再現して炉内へ装荷するための駆動

部機構をもつ。

燃料交換機には，取扱中の燃料を識別するために，

燃料に刻印された番号を読み取る「ブロック識別番号

確認用 ITVカメラ」を設ける。

燃料交換機は，あらかじめ定められたカラムとブ

ロックの交換順序，各駆動部の動作量などに基づき，

自動シーケンス制御で運転する。

燃料交換中には，運転員が，ITVカメラで読み取っ

た「据付位置の番号」や「ブロック識別番号」を，ディ

ジタルスイッチで入力することで計画データとの照合

を行う。双方のデータが一致している場合に次の運転

ステップへ進むことができる。

あとがき

HTTRの燃料取扱設備は，国内ではじめての高温ガス

炉の燃料を取り扱う設備であり，種々の設計要求に対する

研究開発の成果に基づき設計を行い，製作，据付を完了し

た。また，機器単体および複数の機器を組み合わせた性能

試験も終了し，現在，HTTRの運転開始に向けて実際に

燃料を装荷する段階を迎えている。

最後に，本設備の設計・製作から現地での据付，試験を

行うにあたり，多大なご指導をいただいた日本原子力研究

所の関係各位，ならびにご協力をいただいた関係会社に対

して，厚く謝意を表する次第である。
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図６　使用済燃料貯蔵ラック
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