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まえがき

高温工学試験研究炉（HTTR）の燃料交換機は，原子炉

の中から使用済みの燃料を取り出して，使用済燃料貯蔵設

備まで移送し，新たに使用される燃料を新燃料貯蔵設備か

ら取り出して原子炉内に装荷する装置である。燃料交換機

の全景を図１に示す。

燃料交換機は燃料を直接取り扱い，これを内部に収容す

る機能をもつことから，燃料の落下防止，遮へい，除熱，

耐熱・耐放射線性など，安全性と信頼性とにかかわる重要

な機能が要求される。これらの機能を満足させるため，数

年にわたるDR（Design Review）と研究開発の推進によっ

て，実機の設計を具体化し，製作・据付を完了させた。

以下に，燃料交換機の概要，開発経緯および設計内容を

述べる。

燃料交換機の概要

燃料交換機の全体構造を図２に示す。燃料交換機は，原

子炉停止中の原子炉圧力容器（ほぼ大気圧）と接続し，炉

心構成要素（燃料体，可動反射体などをさす。ただし，こ

こでは便宜上，上部遮へい体ブロックも含めて総称する）

を取り出して，同時に10体までを一時的に収容することが

できる遮へい機能と密封機能をもつキャスク構造である。

全高は約11m，質量は約 150 t である。

炉心構成要素をつかみ上げるグリッパは，最上部に位置

するグリッパ駆動装置からワイヤロープとチェーンとに

よってつり下げられている。グリッパはアーム開閉式で，

一つのポジションからアームの開きと旋回とを組み合わせ

て，最大13カラム（平面配置単位）の炉心構成要素に到達
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図１　燃料交換機の全景
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図２　燃料交換機の全体構造
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することができる。原子炉上部の床上の 7か所で原子炉に

接続すれば，全61カラムに到達できる。

使用済みの炉心構成要素の交換は，1カラム単位で行う。

グリッパは 1か所のカラムに到達後，上から順次使用済炉

心構成要素を取り去り，その後すみやかに新炉心構成要素

を装荷する。燃料を直接つかむグリッパ本体は，アーム部

から分離し，取り去られた 1カラム分の空間の最深部まで

降りていく機能を持っている｡

原子炉と結合する際には，あらかじめ原子炉圧力容器の

スタンドパイプに接続管をつなぎ，その上に原子炉上部の

開閉ぶたとなる遮へい機能付きの床上ドアバルブを設置し

ておく。原子炉上部床上で別のスタンドパイプ位置に移動

したり，各貯蔵設備へ移動する際は，原子炉建家内天井ク

レーンでつり上げて行われる。

原子炉から取り出して，使用済燃料貯蔵設備まで移動す

る間，炉心構成要素はマガジン状の回転ラック内に積み重

ねた状態で収容する。回転ラックの下には下部ドアバルブ

を取り付けて，炉心構成要素の出し入れ作業時以外は，密

封状態を保たせる。

以上の通常運転で必要な機構のほかに，万一，原子炉の

中でグリッパがアームを開いた状態で，閉じ動作不能に陥っ

た場合の対応策として，通常の開閉動作力伝達系統以外の

部分を操作することにより，アームを強制的に折りたたむ

ことができる機構を備えている。

燃料交換機の開発経緯

燃料交換機の開発試験は，1989年から1993年にわたり，

機能が集約していて，技術的難易度が高いグリッパにかか

わる部分に重点を置いて実施された。本稿では，代表的な

下記 4項目について紹介する。

３.１ 基本動作試験（ケーブル，ホース巻取り性能）

実機のストローク，速度をほぼ 100 ％模擬して，制御系

と機械設備とを連動させ，一連の動作パターンをステップ

ごとに実行した。この結果，諸動作量や精度などが計画値

の範囲内にあること，保護インタロックが正常に作動する

ことなどが確認できた。グリッパにつながるケーブル，ホー

ス類には極端な張りやゆるみは発生しなかったが，引き回

し方法の改善やガイド用滑車の個数削減などの面で，実機

に反映すべき項目を摘出した。

３.２ カラムごと燃料交換試験（自動位置決め性能）

模擬炉心構成要素を1領域分（7カラム）用意し，グリッ

パの初期位置を水平方向，旋回方向とも対象カラムに対し

て意図的にずらせた設定とし，自動位置決め機構の性能確

認を行った。試験の結果，ずれの検出と補正機能は十分で

あることが確認できた。試験中，グリッパが傾くことによ

り検出誤差が発生する現象が生じたが，改良点として実機

設計へ反映した。

３.３ 故障時回収試験（強制折りたたみ性能）

アーム開閉駆動用のモータを使わずに，グリッパをつり

下げているワイヤロープを所定の力以上で引き上げること

により，強制的に折りたたむ仕掛けの機構を開発し，機能

確認を行った。設計どおりに，アームは開いた状態から閉

じた状態まで，スムーズに姿勢を変化させた。

３.４ 耐環境性試験（耐熱・耐放射線性）

燃料を直接取り扱うグリッパは，80～ 120 ℃の高温ヘリ

ウムガス中で，最大 2.6× 102 C/kg/h｛106 R/h｝程度の高

レベル・γ線照射下で使用される。モータ，ブレーキ，ク

ラッチ，ロードセルなどの市販品に，材料変更などの改良

を加えて，試作および実証試験を実施した。加熱，照射試

験の結果，上記雰囲気中で 106 ～ 107Gy まで使用できるこ

とを確認した。

燃料交換機の設計

４.１ グリッパ

グリッパは，原子炉の中に入って燃料などの炉心構成要

素をつかんで取り出し，燃料交換機の回転ラックに収容す

る機器である。直接，炉心構成要素をつかむグリッパ本体

と，原子炉内で水平方向にスライドさせるパンタグラフ式

のアームをもつ支持リンクとから成る。全体写真を図３に，

グリッパの動作を図４に示す。

グリッパ本体は，最下部に下向きのつめを取り付けてお

り，これを炉心構成要素のつかみ孔（φ 30mm）に差し

込んでから外側に開いて引っかけ，約 200 kg の炉心構成

要素をつり上げる方式である。炉心構成要素との間に水平

方向のずれがあった場合には，つかみ孔に挿入されるにつ

れて寄せられるつめの方位とスライド量とを検出して，自

動的にグリッパ本体の位置を矯正する。同一カラムの炉心

構成要素を取り出し続けていくうちに，周囲が内側に倒れ

込んできて昇降動作が阻害される場合には，外周部に装備

しているシリンダで押し広げながら進んでいくことができ

る。

支持リンクは，パンタグラフ式の開閉アームを最大 775

mm動作させて，グリッパ本体を水平方向に移動させる働

きをする。原子炉への出入りやアームを開閉させるときに

は，グリッパ本体を収納筒ですっぽりと覆い，保護および

サポートする。アームは開閉動作と旋回動作とを組み合わ

せて，X-Y方向の位置を調整する。六角形の炉心構成要

素とグリッパの輪郭に回転位置ずれが残る場合には，収納

筒を旋回させて一致させてから，つかみ動作に入る。

グリッパの駆動は，すべて電動モータによるものであり，

検出器とともに，設計段階で開発した耐熱・耐放射線性の

ものを使っている。

グリッパは，遠隔操作で原子炉内に入って，直接，燃料

体を取り扱うことから，落下防止対策，つめ開閉機能の確

保，自動位置決め機能およびアームの強制折りたたみ機構
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など，特別に注意を払う機能を備えている。以下に，これ

らについて述べる。

燃料体の落下防止

燃料交換機は，グリッパの単一故障を想定しても燃料体

が落下しないように，グリッパつり用のワイヤロープを多

重化（2本づり）させるとともに，つめも多重化（6本）

させている。つめはモータで開く方式としており，燃料体

をつり下げた状態で電源が喪失しても，その状態を維持し，

燃料体をつかみ続けられる構造としている。

このほかに，以下の電気的インタロックを設けている。

つかみ昇降時のつめ閉防止

つかみ，離しが不完全な状態でのグリッパ昇降防止

ワイヤロープたるみ時のつめ開閉防止

所定位置以外でのつめ開閉防止

つめ開閉機能の確保

グリッパが炉心構成要素をつかんだまま離せなくなると，

容易に作業員が近づけないので，修理が困難となる。この

ため，以下に記す三つの対策を重ねて講じている。

つめ開閉用モータへの電力供給用ケーブルを 2系統

化（断線対策）

つめ開閉用モータを 2台設ける（多重化）

つめ開閉用モータに手動軸を設ける（遠隔手動で開

放）

自動位置決め機構

炉心構成要素の位置は，周囲とのギャップ，熱変形，照

射変形などによって一意に確定しないので，燃料交換の都

度その位置を検出し，グリッパの位置を調整する必要があ

る。

グリッパには図４に示す位置検出機構と位置調整機構が

組み込まれている。図５のようにグリッパを初期位置で下

降させていくと，先端のつめがつかみ孔に入っていくにつ

れて，X-Y検出機構がスライドし，これと連動する位置

検出器に心ずれ量δが検出される。方位ずれに対しても，

下端の位置決めプレートが炉心構成要素上面の突起物には

まり込むにつれて回転し，検出器でずれ角度が検出される。

これらの検出した心ずれ量，方位ずれ量が「0」になる

よう，アームの開閉と旋回，収納筒の旋回を全自動で行い，

グリッパの正確な位置決めを行う。

強制折りたたみ機構

アーム開閉用モータが故障や断線に陥ったり，可動部に

かじり付きが発生したりして動作不能に陥った場合，通常

時とは別の方法で強制的にアームを折りたたみ，グリッパ

を原子炉外に回収する。

図６に強制折りたたみの方法を示す。グリッパ本体をつっ

ているワイヤロープを引き上げると，ワイヤロープの張力

（4）

（3）

（c）

（b）

（a）

（2）

（d）

（c）

（b）

（a）

（1）
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でアームを閉じる方向にモーメントが発生する。張力が，

通常使用する範囲を超えて所定の大きさに達すると，アー

ム開閉機構付根部のロック機構は強制的に解除され，アー

ムは閉じる動作に移る。ロック機構は皿ばねとボールラッ

チとを組み合わせた構造なので，作用荷重が所定の大きさ

に達するまでは，アームの姿勢に変化を及ぼさない。

アームを完全に閉じさえすれば，手動操作系統でグリッ

パ全体を引き上げ，原子炉外の燃料交換機内部に回収する

ことができる。

４.２ グリッパ駆動装置

グリッパ駆動装置は，グリッパを原子炉内の最下部まで

つり降ろし，炉心構成要素をつかんだグリッパを再び原子

炉上部までつり上げる巻上機である。

ケーブル，ホースの巻取機構

グリッパの支持リンクは 2本のローラチェーン，グリッ

パ本体は 2本のワイヤロープでつり下げる。これらの機器

には動力用ケーブル 4本，計装用ケーブル 4本，シリンダ

動作用ホース 2本が接続されており，それぞれをモータ駆

動式のリールで巻き取る。これら合計14本分の巻取機構は

コンパクト化を図り，直径2.4 m，幅0.9 m の密封型ケー

シングの中にすべてを配列した。開発試験で課題となっ

たケーブル，ホースの引き回し方法については，運転制御

に悪影響を及ぼすような動作抵抗力が発生しないように改

善した。

ケーブル，ホースの巻取り制御

グリッパ駆動装置で技術的に最もむずかしいのは，チェー

ン，ワイヤロープで昇降するグリッパの動作に，ケーブル，

ホースの巻出し，巻取り動作を同調させることである。同

調せずに，張りすぎたり，たるんで昇降通路に引っかかっ

たりすると，切断させてしまうおそれがある。

巻取軸はケーシングを貫通するので，シール部の抵抗が

温度や潤滑状態で変化すると，敏感に張力への影響として

現れてくる。ケーブル，ホースの張力が，つねに一定の範

囲を維持するよう，昇降ストローク，昇降速度，動作モード

に応じた巻取モータのトルクを設定するとともに，直接，

張力を監視するものとした。トルクの設定値は，開発試験，

工場組立試験をとおして取得したデータから，最適な値を

決定した。

４.３ 全体旋回装置

原子炉内の61カラムの炉心構成要素に対して，7か所の

スタンドパイプからグリッパが到達するには，アームの開

閉動作に加えて，旋回動作が必要である。グリッパを旋回

させるのは，グリッパをつり下げているグリッパ駆動装置

を全体旋回装置で全方位に旋回させる方式である。

グリッパ駆動装置ごと旋回させる方式を採用したのは，

つっているワイヤロープや接続しているケーブル類にねじ

れを与えず，つり下げ状態としては理想的な直線状態を保

つためである。燃料交換機の胴の部分からのケーブリング

のためには，水平方向に動作する特殊仕様のケーブルベア

を設計，製作して組み込んだ。

４.４ 回転ラック

回転ラックは，燃料交換機が原子炉，使用済燃料貯蔵設

備および新燃料貯蔵設備の間で炉心構成要素を移送する際

に収容する部分である。構造はマガジン方式で，三つのポ

ジションに 3体ずつ積み重ねて収容する。このほかにも，

グリッパが通り抜けるためと，各貯蔵設備の遮へいプラグ

を仮置きするためのポジションがあり，合計 5ポジション

からなる。各ポジションは，収容している燃料体同士が近

づきすぎて，臨界反応に至らないよう，地震力にも十分な

裕度をもって耐えられる構造材でピッチを保っている。

回転ラックの周囲は，作業員の被ばく防止のため，γ線

に対して十分な遮へい厚さをもつ鋼製の胴と，その外側に

中性子に対するポリエチレン遮へい材を配置している。

収容中の燃料体からは崩壊熱が発生する。崩壊熱による

内部の温度上昇を抑えるため，鋼製の胴とポリエチレン遮

へい体との間に35mmの円環状流路をつくり，自然対流

熱伝達により崩壊熱を除去する方法を採用している。

４.５ 下部ドアバルブ

下部ドアバルブは，回転ラックの下に取り付けられ，燃

料交換機が燃料体を収納して移動するときに，内部の放射

性物質を含むガスを漏出させないように，燃料交換機側の

原子炉との接続部を締め切るものである。構造は，弁体を

水平方向にスライドさせて開閉するゲート弁式で，収納し

ている燃料からの放射線に対して遮へいを行うために，弁

体，ケーシングの構造材には十分な厚さをもたせている。

下部ドアバルブは燃料交換機の最下部に位置することか

ら，天井クレーンでつられて移動中に，万一，落下事故が

（2）

（1）
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図６　強制折りたたみ機構
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起きても，床側の設備に重大な損害を与えないよう，油圧

抵抗式の緩衝器を取り付けている。

４.６ 附属機器

燃料交換機には，上述の機器のほかに，一体ではなく別

置きになっていたり，通常時は使用しない，以下の機器も

含めて構成される。

案内管

案内管は，アームを開いたときに発生するモーメントで，

グリッパが傾こうとする動きを抑えるためのものである。

構造は，上部につかみやすい形状をもつ円筒で，原子炉圧

力容器のスタンドパイプにすきまなくはめ込まれる。

案内管は，燃料交換作業のときにだけ，対象となるスタ

ンドパイプにはめ込まれるものであり，原子炉運転時は原

子炉外の所定の場所に保管されている。

加圧ユニット

加圧ユニットは，燃料交換機ケーシングの駆動軸貫通部

や下部ドアバルブの開閉部に設けている二重シール部を常

に加圧して，万一，シール性能が低下しても内包するガス

の漏出を防止するための加圧と，周囲カラムを押し広げる

グリッパのシリンダに動作用ガスを供給する装置である。

加圧ユニットは，ヘリウムガスボンベと弁類を組み合わ

せた移動式の装置で，原子炉上部の床上に別置きされ，燃

料交換機とは，直径12mmの 2 本のフレキシブルホース

で接続されている。

間接冷却装置

燃料体を収容する回転ラックは，燃料体からの崩壊熱を

自然冷却で除去できるようになっているが，より冷却を促

進させる必要が生じたときのために間接冷却装置を準備し

ている。構成は，ブロワに風量計と風圧計を取り付けたも

ので，車輪付きのフレームに搭載したコンパクトな構造と

し，必要なときにすぐに使用できるよう考慮している。

つり金具

燃料交換機が移動するときのためのつり金具は，4本の

ロッドで全体旋回装置から立ち上げて，グリッパ駆動装置

の上に配置している。

燃料交換機を移動するとき（主に，3年に一度の燃料交

換作業時）には，つり金具の形状に合わせた専用のつり

フックを天井クレーンに取り付ける。つりフックは円盤

状で方位には無関係なので，床から11m上方にあっても，

玉掛け作業をせずに，天井クレーンの操作だけで燃料交換

機をつり上げることができる。

あとがき

HTTRの燃料交換機は，六角形黒鉛ブロック製の炉心

構成要素を遠隔・自動で取り扱うため，高度な基本性能と

原子炉内で想定されるさまざまな事象に対応できる機能が

求められた。このため，新方式の採用と新規技術の開発を

推し進め，DRと試験による確証を行い，無事，製作，据

付を完了させることができた。本稿では，誌面の都合でそ

の一部を紹介した。

最後に，燃料交換機の設計・開発にあたり，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，深

く感謝する次第である。
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