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まえがき

高温工学試験研究炉（HTTR）において，富士電機担当

の主要機器は，エネルギー製作所，東京システム製作所，

神戸工場，黒鉛・炭素（以下，黒鉛と略す）調達先で製作

した。

エネルギー製作所では炉内構造物，燃料交換機，使用済

燃料貯蔵設備などの機器を，東京システム製作所では放射

能計装設備，燃料取扱及び貯蔵設備計装制御設備の監視制

御システムを，神戸工場では動力制御盤を，黒鉛調達先で

は炉内構造物のうち小型黒鉛製品を製作した。

これら機器の据付は，現地工事を管理・統括する「富士

電機 HTTR原子炉施設建設事務所」に組織した工事体制

により行った。

ここでは，HTTR設備・機器の要求品質および信頼性

を確保するため，富士電機が工場，調達先，現地で推進し

た品質保証活動の概要について紹介する。

エネルギー製作所における品質保証活動

HTTRの機器製作の主力工場であるエネルギー製作所

における品質保証活動の要点について，炉内構造物を主体

として以下に述べる。

２.１ 品質保証体制

HTTR機器のうち炉内構造物は，1992年11月からエネ

ルギー製作所で，1993年 4 月から黒鉛調達先で機械加工に

着手し，仕上がった製品は順次，1993年11月からエネルギー

製作所内に設置した模擬原子炉圧力容器に総組立され，構

造およびシール性能などを確認する工場仮組立試験を実施

した。

炉内構造物の工場製作は，

原子炉本体を構成する機器であることから，清浄度管

理，寸法加工精度，試験検査，材料・製品のトレーサビ

リティなどについて非常に厳しい品質が要求される。

複雑な構造の多くの部品から構成され，組立手順が非

常に繁雑である。

主要材料である黒鉛は鉄鋼材料と比べて損傷しやすく，

適切な補修方法もないため，特に加工，取扱いに注意が

必要である。

などの課題を有している。

機器製作にあたっては，これらの課題を踏まえ，エネル

ギー製作所としての HTTR機器製作の基本方針を示した

品質保証計画書を制定し，さらにその方針を具体化するた

め，炉内構造物を主体とした各種の HTTR業務基準を制

定した。

HTTR機器は，設計，製造，品質保証，生産管理など

の各部門の多数の実務担当者の手によって完成させること

になるので，高い品質の確保には製作に従事する全員の高

い意識が要求される。そのため，炉内構造物製作に先立ち，

製作機器の概要，品質保証計画，黒鉛材料の特性および取

扱い，清浄度管理などについての HTTR特別教育を，管

理者を含めた当該職場の全員に対して行い周知徹底を図っ

た。HTTR特別教育は，1992年 6 月から14回，延べ 151

人の受講者に対し実施した。受講者には認定者証（認定者

ワッペン）を発行し，受講者がヘルメットに認定者証を貼

（は）ることにより，受講者のみが黒鉛の加工・取扱い作業

に従事できるようにした。

各職場においては，日常のQC（Quality Control）サー

クル活動を通じて意識の向上を図るとともに，HTTR機

器・部品製作関係図書（製作図，QC工程図，移動票など）

には，品質保証上の観点から HTTRの押印を行って識別

管理をするとともに意識づけを行った。

定期的な品質管理向上，製作フォロー活動として，HT

TR機器の製作開始当初から 1996年 3 月の製作完了まで

「原子力 QR（Quality Reliability）委員会」（HTTR関連

の品質・信頼性向上）を毎月，「K-N HTTRプロジェク

ト会議」（懸案事項の摘出とフォロー）を毎週行って品質

の維持向上に努めた。また，「原子力 QR委員会」の活動

の一環である月2回のQA（Quality Assurance）パトロール

に加え，各職場責任者による週１回の QAパトロールを

行い，現場で注意事項が守られているかどうかのチェック

（3）

（2）

（1）
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および指導を行ってきた。

２.２ 黒鉛製品の試作検証

炉内構造物は原子炉の特徴から，1次冷却材の熱流動，

中性子遮へい，耐震強度，核特性など多くの機能が要求さ

れ，そのため構造が非常に複雑であり，原子炉組立据付精

度にも影響することから，製作寸法公差は非常に厳しく設

定されている。

そこで，黒鉛製品のＮＣ（Numerical Control）加工法

を新工法と位置づけ，その妥当性の検証を品質保証のホー

ルドポイントに設定した。検証は誤作防止，寸法精度確保

を目的として，代表的な製品形状ごとに石こうで試作し，

その寸法精度を三次元測定装置により測定することで行っ

た。検証結果は，関係部門による検証会議を開催し，NC

プログラム，加工精度，三次元測定装置の精度などについ

て，問題がなく製作図どおり加工できることを確認した。

炉内構造物のうち，固定反射体ブロックの石こうによる

試作検証時の写真を図１に示す。また，黒鉛構造物の三次

元測定時の写真を図２に示す。

２.３ 炉内構造物の清浄度管理

原子炉運転時の設備維持のため，炉内構造物は製作・据

付期間中，有害な物質の付着・取込みを排除し，清浄な状

態に維持する必要がある。炉内構造物の工場仮組立試験期

間は約 1年半あり，その間製品は裸状態で保管されるため

清浄度管理は特に重要である。

工場での炉内構造物の清浄度管理を推進するため，清浄

度維持の目的，影響因子（さび，水，油，じんあいなど），

管理項目（材料・製品の保管養生管理，作業場所の雰囲気

管理，作業者の出入管理など），管理程度を明確にした清

浄度管理基準を定め，教育，日常のパトロールなどにより

周知徹底に努めた。また，製作機器の要求品質，材質，作

業内容などに応じて，防湿・防せい対策やじんあい・異物

混入防止対策を行い，適切な作業環境の整備維持に努めた。

製品の組立場所および検査場所は湿度管理を行った。

炉内構造物の検査場所での検査状況を図３に示す。

２.４ PGX黒鉛構造物の渦流探傷試験

炉内構造物のうち，PGX黒鉛構造物である高温プレナ

ムブロックおよび固定反射体ブロックの一部については，

機械加工完了後，表面欠陥の検出を目的とした渦流探傷試

験による健全性確認を行った。探傷部位は，構造物の高応

力発生部であるダウエル孔近傍のブロック表面，キー溝部

表面を対象とした。渦流探傷試験は，HTTRの研究開発

で開発した専用探傷装置（プローブスキャナ）を使用し，

確立した探傷方法および探傷条件
（1）

にて行った。

高温プレナムブロック（シール用ブロック）の渦流探傷

試験状況を図４に示す。

黒鉛調達先に対する品質保証活動

炉内構造物の材料は，固定反射体ブロックなどの大型黒

鉛製品に米国 UCAR 社製 PGX 黒鉛，サポートポスト，

キーなどの小型黒鉛製品に東洋炭素（株）製 IG-110 黒鉛，

炭素ブロックにドイツ SIGRI 社製 ASR-0RB 炭素，上

部・側部遮へい体ブロックの中性子吸収体に東海カーボン

（株）製炭化ほう素入り黒鉛を使用している。また，IG-

110 黒鉛製品および中性子吸収体は，黒鉛材料調達先にて
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図１　固定反射体ブロックの石こう試作検証

図３　炉内構造物の検査場所での検査状況

図２　黒鉛構造物の三次元測定
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製作される。

富士電機は，これら調達先が HTTR炉内構造物の材

料・製品調達先としてふさわしい品質保証活動が行えるよ

う，品質保証監査および立会検査を通して，品質保証計

画・体制について指導を行った。

また，材料・製品の健全性についても，黒鉛調達先にて

立会検査，受入検査を行い，仕様を満足していることを確

認した。富士電機の黒鉛調達先に対する品質保証活動の概

要を以下に述べる。

３.１ 品質保証監査の実施

富士電機はすべての黒鉛調達先に対して，調達先の品質

保証計画書または QAマニュアルに基づく品質保証監査

を実施した。監査は以下に記す確認項目に重点を置き，原

料から製品に至る全製造工程についてプラントツアーを行

い，品質保証活動が確実に実施されていることを，物（材

料，製品），書類（規程，指示書，図面，記録，成績書な

ど），計器・装置，作業状況などで確認した。また，監査

を通じて，最も品質重要度の高い炉内構造物の材料・製品

を製作しているという意識を職場の隅々まで徹底するよう

努めた。

富士電機オーダに対する品質保証体制

製造工程および製造条件

材料識別管理（物と検査成績書の照合管理）

HTTR材料・製品としての取扱い管理

清浄度管理（防湿，異物混入防止）

材料検査の要領と判定基準

計器・装置の校正管理

黒鉛・炭素構造物の製造工程と検査時期
（2）

を図５に示す。

また，UCAR社 Clarksburg 工場における品質保証監査

時の写真を図６に示す。

３.２ 非破壊検査による受入検査の実施

炉内構造物のうち，IG-110 黒鉛構造物であるサポート

ポストおよびポストシートについては，健全性を確認する

ため，非破壊検査を行った。非破壊検査は，素材の段階で

内部欠陥の検出を目的とした超音波探傷試験を，製品段階

で表面欠陥の検出を目的とした渦流探傷試験を受入検査と

して行った。試験は，HTTRの研究開発で開発した専用

探傷装置（プローブスキャナ）を使用し，確立した探傷方

法および探傷条件
（3）（4）

にて，富士電機が行った。

サポートポストの超音波探傷試験状況を図７に示す。

また，炉内構造物のうち，PGX黒鉛構造物である高温

プレナムブロックについては，素材段階で超音波探傷試験

を受入検査として行った。試験は，富士電機の技術者の指

導のもと，HTTRの研究開発で確立した探傷方法および

探傷条件にて，UCAR社が行った。

現地工事における品質保証活動

富士電機担当設備の建設は，1995年 4 月から本格的な現

地据付段階に入り，炉内構造物を中心とした原子炉本体組

立作業の時期を迎えた。原子炉本体の組立作業は，プラン

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図６　黒鉛調達先の品質保証監査
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ト建設のクリティカルパスに位置づけられており，機電各

社が分担し作業を進めた。

HTTRの現地工事は，

複数のメーカーから納入される機器・部品で設備とし

て総合的に組み上げる。

作業場所は他社作業もあり人の出入りも多く，また狭

隘（きょうあい）で工場と比べ清浄度維持が難しい。

炉内構造物は要求品質が厳しく取扱いに注意を要し，

組立手順が繁雑である。

などの課題を有している。

現地工事にあたっては，これらの課題を踏まえ，現地品

質保証計画書およびこれに基づき品質保証活動を推進する

ための各種基準を，富士電機現地運営管理の規範として制

定し，品質保証担当者の理解だけでなく，実際の工事に携

わる担当レベルまで周知徹底を図った。現地工事の品質保

証活動の要点を以下に述べる。

４.１ 現地品質保証会議の開催

現地工事推進にあたって，現地側と本部側の情報交換を

十分に行い，双方の意志疎通を図るとともに，品質保証活

動計画の策定，推進，フォローならびに品質関連情報の水

平展開のため，毎月定例で「現地・本部連絡会」を開催し

た。

４.２ 工場経験を生かした現地体制

炉内構造物，燃料交換機はともに工場で仮組立・試験を

行い，分解後現地に搬入され再組立・試験を行う。これら

機器の現地体制は，現地工事を円滑に推進し，品質・信頼

性の高いものとするため，工場組立に従事した指導員，試

験員を派遣するとともに，工場経験を生かした作業（試験）

手順，作業ポイント，管理項目，管理基準，管理方法，確

認担当，記録方法などをきめ細かく QC工程図にまとめ，

朝晩の作業ミーティングを通して，作業関係者に対し指

示・指導・確認を行った。

４.３ 工事の事前検討の実施

施工図書の検討・確認

工事内容・要領は，設備・機器ごとに据付要領書，試験

検査要領書，QC工程図としてまとめており，日常作業で

は，これら図書を基に作業単位ごとに作業指示書として詳

細に示している。いずれの図書も工事ステップで実施する

ホールドポイントと判定基準を定め，その結果は品質保証

担当者が検査に立ち会い，工事の妥当性を確認した。これ

らの施工図書については，本部も含めた設計，施工，品質

保証，試験などの各部門の実施担当者による現地 DR

（Design Review）を行い，施工面からの妥当性の評価と

同時に，取合い条件，設計要求事項と確実に適合すること

を確認した。

工事着工前ミーティング

工事単位ごとに設計，施工，品質保証，試験などの関係

者が参加して，工事体制，顧客承認図書（最新版）の確認，

工事要領，取合い条件，設計要求事項の再確認を行い，懸

案事項については，着工までに解決した。

４.４ 教育の実施

炉内構造物の据付工事に先立ち，作業関係者全員に対し

て，黒鉛の取扱上の注意事項，清浄度管理区域での注意事

項について特別教育を行い，品質意識の向上を図った。特

別教育は，1995年 5 月，延べ34人の受講者に行った。

炉内構造物特別教育実施時の写真を図８に示す。

４.５ 清浄度管理

炉内構造物の受入れ・保管・据付にあたっては，他機器

の据付工事により発生するじんあいの混入を防止し，鋼構

造物のさび発生を防止するため，原子炉圧力容器を包み込

むようにクリーンハウスを設置するとともに，作業管理区

域を設定し，清浄度管理を実施した。清浄度管理区域では，

据え付けた炉内構造物の防せい・防湿のため湿度管理を実

施した。また，清浄度管理区域であるクリーンハウス内へ

の入退室者の管理，副資材，計測器，工具などの物品の持

込み・持出し管理，服装管理（炉内専用服，靴，帽子など

の着用）を行い，富士電機の作業者，他社の作業者，顧客，

官庁の立会者に対して周知徹底に努めた。

炉内構造物（黒鉛構造物）のクリーンハウス内での保管
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図７　サポートポスト超音波探傷試験 図８　炉内構造物特別教育



高温工学試験研究炉（HTTR）の品質保証活動

状況を図９に示す。また，原子炉圧力容器内に炉内構造物

の据付が完了した段階での据付検査状況を図 に示す。

４.６ 識別管理の徹底

炉内構造物は構造が複雑で，構成する小部品が非常に多

く，かつ類似している。作業員が組立図を正しく理解し，

これらの部品を間違いなく据え付け，検査員が確実に据付

を確認するため，据付アドレス図（全部品に据付アドレス

番号を定めた組立図）を炉内に掲示し，消込みを行いなが

ら組立作業を行い，部品組込みチェックシートに基づき部

品の組込み確認を行った。

４.７ 他社取合い管理

原子炉本体組立作業は，機電各社の共同作業であり，据

付作業プロセスで機器の引渡し・受取りの取合いが頻繁に

起こる。各社の責任を明確にし，作業の混乱を防止するた

め，作業ごとに作業手順，確認方法，判定基準，確認者な

どを明記したチェックシートを作成し，取合い会社，顧客

立会のもと引渡し・受取り確認を行った。

あとがき

HTTRの富士電機担当設備は，社内関係部門，関係工

場，現地事務所および調達先が一体となった品質保証活動

を展開することにより設計，製作を進め，無事現地据付工

事を完了した。

今後は，HTTRにおける品質保証活動の経験と実績を

活用し，さらに信頼性の高い原子力の品質保証を推進した

いと考える。

最後に，HTTR の工場製作および現地工事にあたり，

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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図９　炉内構造物のクリーンハウス内での保管 図１０　炉内構造物据付検査
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＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




