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まえがき

燃料取扱及び貯蔵設備計装制御設備（以下，燃取系計装

制御設備と略す）は，高温工学試験研究炉（HTTR）の燃

料体などの取扱いにかかわる以下の設備の運転制御を行う

とともに，これらの設備の運転進行に必要な運転状態およ

びプロセス状態の監視などを行うものである。

燃料交換機

床上ドアバルブ

ガス置換装置

新燃料および使用済燃料貯蔵設備

HTTRの燃料取扱い作業のうち，主要な部分を占める

燃料交換作業は，原子炉からの使用済燃料取出し，貯蔵

プールへの使用済燃料貯蔵，貯蔵セルからの新燃料取出

し，原子炉への新燃料装荷に大別され，燃料体，可動反射

体ブロックなどの炉心構成要素（ここでは，便宜上，上部

遮へい体ブロックも含んで総称する）を，所定の計画と手

順に従い，安全かつ効率的に取り扱うことが求められてい

る。

富士電機は，こうした燃料取扱いの特質を踏まえ，数年

にわたる研究開発の成果と最新の制御技術を生かし，燃取

系計装制御設備の設計，製作を行ってきた。

本稿では，燃取系計装制御設備の構成と機能の概要につ

いて紹介する。

設備の概要

２.１ システムの要求仕様

集中操作監視および遠隔自動化

燃料交換機の移設，据付などにかかわる一部の現場

作業を除き，燃料交換機，床上ドアバルブ，ガス置換

装置の運転操作監視をすべて中央制御室から集中的に

行う。

通常の燃料交換運転を自動化し，運転員の負担軽減，

信頼性向上を図る。

操作性・監視性

運転員の操作性向上のため，操作器具を適切にグルー

ピングし，手順に沿った操作を可能とする。

監視の容易さ，運転員の誤判断，誤操作防止のため，

計器の選定・盤面配列は人間工学的な配慮に基づいた

ものとする。

制御・インタロック

炉心構成要素を安全かつ確実に取り扱うために，燃

料交換機の各駆動機構について，適切な速度制御およ

び所定の位置決め制御を行う。

炉心構成要素の落下防止，機械的損傷防止などのた

めの電気的インタロックを設ける。

炉心構成要素の所在管理および誤装荷防止

取り扱う炉心構成要素の種類，方位，取出し・装荷

位置などに誤りがないものとするために，これらにか

かわる各種データを管理する。

燃料交換機の設置場所および炉心構成要素の識別番

号を ITVカメラにより監視する。

２.２ システム構成

図１に燃取系計装制御設備のシステム構成を示す。

燃取系計装制御設備は，中央制御室に設置される燃取系

監視制御盤（図２）を中心にして，燃取系自動制御盤，燃

取系継電器盤，燃取系動力制御盤，燃料所在管理用計算機

などで構成される。

主要な監視操作は，すべて燃取系監視制御盤から集中的

に行われ，炉心構成要素への位置決めを含む一連の燃料交

換運転は，燃取系自動制御盤に収納するシーケンサ（プロ

グラマブルコントローラHDC-500 システム）による遠隔

操作を行っている。

なお，万一，シーケンサがダウンした場合にもハードワ

イヤードのバックアップ回路により対応操作が可能である。

また，燃料交換運転の実績データは，燃料所在管理用計

算機（パーソナルコンピュータ FMV-590D3 システム）

に伝送され，炉心構成要素の履歴管理などが行えるように

している。

（b）

（a）

（4）

（b）

（a）

（3）

（b）

（a）

（2）

（b）

（a）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

高温工学試験研究炉（HTTR）の燃取系計装制御設備

221（31）

前園　伸也（まえぞの　しんや） 塩見　忠康（しおみ　ただやす） 笠川　勇介（かさがわ　ゆうすけ）



高温工学試験研究炉（HTTR）の燃取系計装制御設備

２.３ 機能分担

燃取系計装制御設備の各構成機器には，表１に示す機能

分担をさせている。

このなかで，燃料交換機グリッパの昇降系など，外部電

源喪失時や地震時においても緊急な対応操作が必要とされ

る箇所の計装制御系，動力系には，非常用発電機でバック

アップされた電源を供給するとともに，系統分離，耐震設

計を取り入れ，信頼性の向上を図っている。

２.４ 運転操作方式

燃取系計装制御設備では，通常時，ならびに異常時およ

び保守点検時などの運転操作におのおの対応できるよう，

大きく連動，単独の二とおりの操作方式を設けている。

それぞれの操作の位置づけは以下のとおりである。

連動操作

連動操作は，プラント全体の運転計画に沿った燃料交換

運転を，あらかじめ定められた手順に従って，シーケンシャ

（1）
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表１　燃取系計装制御設備構成機器の機能分担 

中央制御室  

構成機器 

燃取系 
　監視制御盤 
　（3面） 

設置場所 主要機能 

指示計・記録計，警報・状態表示灯，グ 
ラフィックパネル，ITVモニタなどによ 
り，燃料取扱設備の運転の集中操作監視 
を行う。 

計 算 機 室  
燃料所在 
管理用計算機 
　（一式） 

オペレータが作成した燃料交換計画をデ 
ータとして保有するとともに，炉心構成 
要素の所在，履歴データなどの管理を行 
う。また，燃取系自動制御盤との通信に 
より，燃料交換の連動運転が計画どおり 
に進行していることを確認するために， 
識別番号などの照合を行う。 

ソフトシーケンス回路（プログラマブル 
コントローラHDC-500）などを収納し， 
燃料交換の連動運転（自動・半自動）に 
かかわる制御を行う。 
 

燃料取扱設備
制御盤室 

燃取系 
　自動制御盤 
　（1面） 

動力回路，サーボアンプ，ステッピング 
モータドライバなどの制御装置類を収納 
し，燃料取扱設備の各電気負荷に所定の 
電源を供給するとともに，速度，位置決 
め制御機能を持つ。 

燃料取扱 
　　　フロア 
　（現場） 

燃取系 
　動力制御盤 
　（8面） 

ハードシーケンス回路（リレー回路）を 
収納し，燃料取扱設備の各機器の単独運 
転にかかわる制御を行う。 
 

燃取系 
　　継電器盤 
　（6面） 

信号変換器類を収納し，燃料交換機の非 
常系機器にかかわる検出器などの信号処 
理を行う。 

燃取系 
　　変換器盤 
　（1面） 

M M P M

［中央制御室］ ［計算機室］ 

燃料所在管理用計算機 
燃取系監視制御盤 

カメラ映像信号 

Tリンク 
計装信号 

燃取系変換器盤 
（非常系） 燃取系継電器盤（非常系） 燃取系継電器盤（常用系） 燃取系自動制御盤（常用系） 

ITVカメラ 

制御信号 制御信号 

燃取系動力制御盤 
（常用系） 燃取系動力制御盤（非常系） 

床上ドアバルブ 

燃料交換機 
ガス置換装置 

貯蔵セル 貯蔵プール 

原子炉 （使用済燃料貯蔵設備） （新燃料貯蔵設備） 

Tリンク 
Pリンク 

中
央
制
御
室
・
計
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室 
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取
扱
設
備
制
御
盤
室 

燃
料
取
扱
フ
ロ
ア
﹇
現
場
﹈ 
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カメラ制御器 

FMV-590D3

図１　燃取系計装制御設備システム構成

図２　中央制御室内燃取系監視制御盤
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ルに行うものであり，自動運転操作と半自動運転操作に分

けられる。

自動運転操作は，一連の燃料交換運転工程を自動で連続

的に行うものであり，半自動運転操作は，自動運転工程を

さらに一定の基準で分割し，その動作単位ごとにオペレー

タが操作しながら進行させるものである。

単独操作

単独操作は，異常処理操作時や故障復帰操作時，あるい

は保守点検時，調整時などに，機器または機構単位で動作

させる操作方式であり，単独同調運転操作と単独メンテナ

ンス操作に分けられる。

単独同調運転操作は，機構的に連携した二つの機器を同

時に動作させるものであり，単独メンテナンス操作は，各

機器単位に動作させるものである。

システムの技術的特徴

３.１ 自動位置決め制御

燃料交換機では，おのおのの機構に要求される位置決め

精度に対応して，サーボモータやステッピングモータと各

種センサ，制御系を組み合わせて，目視確認ができない場

所での高精度の位置決めを実現している。

一例として，図３に燃料交換機が炉心構成要素に直接ア

クセスする際の，グリッパ位置決め運転の制御フローを示

す。

この過程は，炉心構成要素を確実に取り扱ううえで特に

重要であり，位置ずれが想定される炉心構成要素に対して，

グリッパの心と方位を適正な範囲内で一致させなければな

らない。

まず，心ずれに対しては，グリッパ偏心位置検出機構の

計測値などから，アームの開閉量と旋回角度の補正量を算

出し，心ずれ量が目標精度内に収まるまでグリッパ位置の

調整を繰り返す。また，方位ずれについては，グリッパ回

転位置検出機構の計測値から補正すべき収納筒旋回角度を

算出し，調整を行う。

これにより，炉心構成要素の位置ずれに対して，正確な

位置決めを行い，最適な条件のもとでの取扱いを可能とし

ている。

なお，おのおのの補正動作指令量は，シーケンサ内で実

績データとして記憶され，次回以降の炉心構成要素取扱時

の基準データとして使用される。

３.２ グリッパ・支持リンク，グリッパ・アーム同調制御

燃料交換機のグリッパと支持リンク，ならびにグリッパ

とアームは，独立した二つの機構の相対的な位置関係を所

定の範囲に保ったまま動作させる必要がある。

図４に同調制御系のブロック図を示す。

基本的には，互いの速度を合わせるような設定を行って

いるが，機械的な誤差やワイヤロープの伸びなどの不確定

な要因も考えられ，これだけでは，あらゆる状態において

安定した運転が行える保証が得られない。

このため，運転中，相対位置に有意なずれが生じた場合

には，サーボアンプ（ディジタル AC サーボシステム

FALDIC-IM）の付加機能により，片系に対して速度の補

正動作を行わせている。

これにより，微低速から高速までの広い速度範囲におい

て，また，起動，停止，速度切換といった過渡的な状態で

も，全ストロークにわたり，相対位置のずれを所定の範囲

内に収めることを可能とした。

３.３ ケーブルおよびホースの巻出し・巻取り制御

グリッパ，支持リンクに接続されるケーブルおよびホー

スの巻出し・巻取り運転においては，おのおのの昇降系の

動作に同期して張力を所定の範囲に維持し，張りすぎやた

るみが生じないよう制御しなければならない。

図５に巻出し・巻取り制御系のブロック図を示す。

巻取機構の構造上，巻取り速度と昇降系の速度とを直接

（2）
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ア ー ム  
開閉位置 

パルス積算 

基準データ 

グリッパ下降 

心ずれ量計測 

位置決め完了 

YES

NO

YES

グリッパ 
着地 

位置決め 
目標精度内 

アーム開閉モータ 
動作パルス演算 

アーム旋回モータ 
動作パルス演算 

アーム開閉モータ 
補正動作 

アーム旋回モータ 
補正動作 

図３　グリッパ位置決め運転制御フロー（心ずれ調整）

支持リンク昇降機構 
［サーボモータ］ アンプ 

グリッパ昇降機構 
［サーボモータ］ 

アンプ 

アーム開閉機構 
［ステッピングモータ］ 

ドライバ 

支持リンク昇降 

アーム開閉 

グリッパ 
昇降 

相対位置 ずれ判定 
（補正指令） 

取扱い対象物 
（炉心構成要素） 

図４　同調制御系ブロック図
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同期させることはできないので，ここでは，巻取モータの

トルクにより張力を制御する方式を採用している。

制御すべきケーブル，ホースの張力分布は，プーリ部に

かかる荷重と昇降系のストロークから求められる。

そして，ケーブル，ホースのいずれの箇所でも，張力が

許容範囲に収まるようなトルクをストロークの関数として

設定し，これを巻取モータ（トルクモータ）に与えている。

ここで，警報およびインタロックの設定値は，計測誤差

のほか，原子炉内の圧力変動がロードセルの計測値に与え

る影響，アーム屈折部の抵抗による影響などを考慮して定

めており，ケーブル，ホースの張りすぎとたるみを確実に

防止している。

３.４ 炉心構成要素の管理

HTTRにおける炉心構成要素は，原子炉内や貯蔵設備

内などの密閉された雰囲気で取り扱われるため，目視で直

接確認することはできないが，核物質の所在管理は原子炉

施設においてきわめて重要な要件となる。

これに対応するため，燃取系計装制御設備では，燃料所

在管理用計算機により，炉心構成要素の所在データ（所在

場所ごとの各炉心構成要素の装荷，貯蔵状態），履歴デー

タ（炉心構成要素 1体ごとの識別番号，現在位置，装荷，

貯蔵日）などの管理を行っている。

また，燃料所在管理用計算機では，燃料交換の計画をオ

ペレータが CRTとの対話方式で作成し，誤装荷，誤取出

しを防止するために，運転制御をつかさどるシーケンサと

連携して，炉心構成要素の識別番号，方位，取出し・装荷

位置などを適時照合しながら，運転を進行させている。

同時に，運転の結果により，計算機内に保有する所在，

履歴データを最新情報に自動更新する機能を持たせている。

図６に燃料所在管理用計算機CRTの画面例を示す。

あとがき

燃取系計装制御設備は，複雑な操作，広範な監視が求め

られる燃料取扱い作業にかかわる最適制御システムを指向

して，設計，製作を進め，無事現地据付および調整試験を

完了した。

今後とも，これまでの経験，成果を踏まえ，近く実施さ

れる燃料初装荷作業などを通じて，HTTRの完成に向け

一層の努力を傾注する所存である。

最後に，本設備の設計，製作にあたり，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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炉心構成要素の装荷位置 
（各領域の記号は装荷位置の 

番号を示す） 

炉心構成要素の装荷状態 
（各領域の記号は炉心構成要素の 

識別番号を示す） 

図６　燃料所在管理用計算機CRTの画面例

警報， 
インタロック 

昇降 
ストローク 

張力演算 

荷　重 

関数演算 

（トルク指令） 

プーリ 

巻取ドラム 

ロードセル 

グリッパ 

ケーブル 

昇降機構 
ワイヤロープ 

図５　巻出し・巻取り制御系ブロック図（グリッパケーブル）
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