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まえがき

高温工学試験研究炉（HTTR）の機器は，主として富士

電機の東京システム製作所，神戸工場，エネルギー製作所

の 3工場で製作した。東京システム製作所では放射線管理

設備および燃料取扱設備の制御設備を，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機器な

どを製作した。

エネルギー製作所で製作した燃料交換機については，東

京システム製作所および神戸工場で製作した制御設備との

組合せ試験を行い，機器と制御設備双方の設計・製作の健

全性を確認した。

製造体制

HTTR機器の富士電機での製作分担は前記のとおりで

あるが，ここでは機器製作の主力工場としてのエネルギー

製作所における製造体制について述べる。

HTTR機器のうち，炉内構造物の炉心部分は高温にさ

らされ，また高温ヘリウムガスの流れを構成するため，黒

鉛・炭素製部品相互間では所要のシール性能を必要とする

ため寸法・幾何公差とも高い精度が要求される。

これらの炉内構造物，燃料交換機などは，設計，製造，

品質管理，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

HTTR機器製作に先立ち，製作機器の概要，特徴，品質

管理や黒鉛・炭素製品の取扱いなどについての特別教育を

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。

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，QA（Quality Assurance）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，「原

子力 QR（Quality Reliability）委員会」「HTTR プロ

ジェクト会議」を開催して品質の維持向上と納期確保に

努めた。

黒鉛・炭素部品の寸法，幾何精度は特に高いものを要求

されたので，高精度の工作機械を早い時点から専用加工機

として稼動させ要求品質と納期を確保した。組立工場につ

いては，大型機器組立工場内を区画整備した，粉じんの少

ない環境下で作業を行った。

各機器の製作

エネルギー製作所では，炉内構造物や燃料交換機などの

製作を行った。ここでは，主要な機器についてその製作状

況を述べる。

３.１ 炉内構造物

炉内構造物は，高温プレナムブロック，固定反射体ブロッ

ク，炭素ブロックなどの炉心を構成する黒鉛・炭素製品と，

それら黒鉛・炭素製品の炉心部分を支持し，また周囲を拘

束するための，炉心支持板、側部遮へい体ブロック，炉心

拘束機構などのステンレス鋼または低合金鋼製の鋼構造物

および上部遮へい体ブロックにより構成されている。

炉心を構成する，黒鉛・炭素製品のうち，大きなものは，

幅約 102 cm×奥行約 114 cm×高さ約 125 cmであり，1個

あたりの素材質量約 3 t，製品質量約 2 t と国内では最大級

である。図１に加工完了した固定反射体ブロックを示す。

炉心を構成する黒鉛・炭素製品には，単品の外形が六角

形のものや，単品を12個組み合わせ外形が十二角形となる

ものがある。このうち固定反射体ブロックは隣合う部品の

機械加工面同士の接触部で，外側流路から直接炉心へバイ

パスするヘリウム流量を管理値以下の値とする必要がある。

また，原子炉運転時の高温プレナム部温度を計測するため

の熱電対を水平方向に挿入するための貫通穴が同一線上と

なるように，多数の部品に対して単品ごとに加工する必要

がある。これらを達成するためにはきわめて高い寸法精度

と幾何精度が要求されたため，外形形状が異なるものにつ
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いては，それぞれ石こうによる実寸大モデルを試し削り加

工し，高精度の三次元測定機により検査して NC

（Numerical Control）テープの健全性と加工精度を検証後，

実際の黒鉛・炭素製品を加工した。黒鉛・炭素製品機械加

工の切削性は，金属のそれと比べて悪いということはない

が，加工面粗度の向上のための切削工具，切削条件などの

最適化を図り，また，鋭角部などは欠けやすいためその対

策として，HENDEL-T2（日本原子力研究所納入大型構

造機器実証試験ループ炉内構造物実証試験部）炉心用の黒

鉛加工時に確立した加工法を踏襲した。

なお，黒鉛・炭素製品は，つり上げ時，反転時，搬送時

などにエッジ部が欠けやすいため，金属製品の搬送・取扱

時に比較して多種多様なつり治具，反転治具，特殊運搬箱

などを準備して搬送・取扱いにまつわるトラブル防止に努

めた。このように，黒鉛・炭素製品の取扱い，機械加工に

は，治工具の多用や細部にわたっての取扱上の注意が必要

なため，運搬・加工・検査などの従事者全員に黒鉛・炭素

製品取扱いに関する特別教育を実施してから作業に従事さ

せた。特別教育受講者は延べ 151 人に達した。

鋼構造物のうち，炉心拘束機構は，炉心黒鉛構造物を側

部遮へい体を介して拘束して炉心のシール性を高め，地震

時の横荷重を炉本体側で支えるものである。炉心拘束機構

のなかの拘束バンドは，合計 120 個あり，室温での締付力

が高温でも維持されるように，熱膨張係数の異なる金属製

品を多重円筒状に組み合わせて見掛けの熱膨張係数が黒鉛

と同等となるように工夫したもので，ばね定数を管理値に

収めるために引張部材となる薄肉円筒の内外径・肉厚につ

いてはきわめて高い寸法精度と表面粗度が要求され，また，

使用した材料の製作ロットごとの高温熱膨張係数の実測値

に基づいての厚肉円筒圧縮部材の長さ調整加工を必要とし

た。

炉心支持板上面は，設置される黒鉛製品との摩擦係数を

調整するなどの目的で耐熱性材料を溶射後研磨した。

炉内構造物は，設計・製作の健全性の確認，黒鉛製品間

のシール性の確認，多くの熱電対や導圧管の引回し性の確

認などのため，工場にて模擬原子炉圧力容器を製作し，そ

の内部への総組立および試験を実施した。

工場組立試験の状況を以下の写真で説明する。

図２：炉心拘束機構のうち，拘束バンド単体を示す。

図３：炉心拘束機構のうち拘束バンド組立品を示す

（同様のものが計10組ある）。

図４：炉心拘束機構および側部遮へい体ブロックの仮

組立状態を示す（同様のものが計 8段ある）。

図５：炉心拘束機構の，油圧による締付け状態を示す

（仮締付け： 12枚の側部遮へい体ブロックを12セットの

油圧ラムにより拘束バンドに均一な予張力を与える）。

図６：炉内構造物の工場仮組立最終状態を示す。

３.２ 燃料交換機

燃料交換機は，グリッパ，グリッパ駆動装置，全体旋回

装置，回転ラック，下部ドアバルブをはじめとする機器で

構成される遮へい機能と密封機能とを合わせ持つキャスク

構造である。原子炉から使用済燃料を取り出して使用済燃
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図１　固定反射体ブロック

N89-6407-36B

図２　炉心拘束機構（拘束バンド単品）

N89-6436-77

図３　炉心拘束機構（拘束バンド組立品）

N89-6407-6

図４　炉心拘束機構および遮へい体ブロック仮組立状態

N89-6436-56
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料貯蔵設備へ移送し，新燃料貯蔵設備から新燃料を取り出

して原子炉内へ装荷する働きをするため，高い信頼性と安

全性とが要求される。主要な機構部分については，実寸大

試験装置を使用しての数年間に及ぶ研究開発により性能を

確認し，その成果と摘出された改善項目は実機の設計製作

に反映されている。

燃料交換機は全高約11ｍ，質量約 150 t の大型構造物で

ある。製作にあたっては，はめ合い部やシール部の寸法精

度，組上げ後の真直度を確保しつつ，加工工数，試験工数

を削減しコストダウンにつなげる工夫を行った。代表的な

例としては，回転ラックを収容する下部胴（38 t），ストロー

ク上限位置のグリッパを収容する上部胴（18 t），上部・

下部ドアバルブのケーシング（各 15 t）などの大物部品を

一体鍛造材として，切削加工だけで仕上げる工法をとり，

溶接作業，溶接部検査などに要する作業工数の削減と製作

期間の短縮を図った。

燃料交換機は天井クレーンによりつり上げられて移動を

行って設置される方式のため，着地の際の安定を考慮して，

つり上げ状態で据付面（下面）の傾きが発生しないように

調整しておく必要がある。組立状態では，機器付きの配管

や購入部品などが各部に取り付くため，設計図面上で表さ

れる重心位置と実際の重心位置とにずれが出る可能性があ

る。そのため，工場組立最終段階に特殊つり治具を使用し

てつり上げ，重心位置を実際に確認してから，つり金具の

加工寸法を最終決定する手順を踏んだ。この結果，つり上

げ状態の下部ドアバルブ底板（2,790mm× 3,400mm）端

部同士のレベル差が 10mm以内に収まる水平度を確保す

ることができた。

燃料交換機は制御システムによる高度の全自動運転を行

うので，実際に使用する監視制御システムをエネルギー製

作所内に搬入し，実際の機械と制御システムとを組み合わ

せた性能確認試験を行った。試験では現地でのストローク，

取扱い条件をほぼ 100 ％模擬した。実際の原子炉，使用済

燃料貯蔵設備，新燃料貯蔵設備の代わりに，それぞれ縦１

列に模擬炉心構成要素（燃料体，可動反射体などの模擬）

を積み上げられるような内側六角形の筒を用意して，旋回

機構付きのテーブルにつり下げ，簡単に試験条件を変えら

れるような工夫を施した。

工場試験架台への燃料交換機つり込み状況を図７に示す。

３.３ 燃料貯蔵プール設備他の製作

燃料貯蔵プール設備

燃料貯蔵プール設備は，63体の縦置き円筒状の保管用容

器に使用済燃料を７体ずつ貯蔵する設備である。

縦置き円筒状の保管容器（貯蔵ラック）は，外径 457

mm（肉厚10mm）×長さ約 6.6m のステンレス鋼製品で

あり（図８），法定の溶接検査があるほか，円筒度，真直

度の要求が厳しいため，数本の試作を行って製作法を決定

し実機製作に臨んだ。なお，貯蔵ラック内部には，収納す

る六角形の燃料体などをガイドするためのラックガイド

（図９）が組み込まれる。

クロージャ

クロージャ（図 ）は，原子炉圧力容器上部のスタンド

パイプにはめ込まれて閉止栓の役割をし，原子炉運転中の

耐圧バウンダリーを形成する構造物である。原子炉施設に
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図５　炉心拘束機構の油圧による締付け

N89-6407-14

図７　燃料交換機

N89-6531-78

図６　炉内構造物の工場仮組立状態

N89-6436-85
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おける構造などの技術基準では，最も高い品質管理が要求

される第一種容器に区分され，設計から材料製造，加工，

組立，試験までの一連の製作工程は，厳しく管理された条

件の下で進められた。

クロージャは，はめ込まれるスタンドパイプの種類（大

きさ）により，4種類に大別される。燃料を交換するとき

に燃料交換機グリッパが通過するスタンドパイプのクロー

ジャが最も大きく，直径が 510mm，長さが 488mmであ

る。製作個数は全種類合計で29 体である。クロージャは，

原子炉圧力容器内部の圧力 4.7MPa を受けるので，最大径

のものには98 t もの力が作用する。これを支える部品には

高い強度が要求され，かつ遠隔操作でスタンドパイプに着

脱できる円滑な動作性も合わせて要求されるので，組み込

まれた状態でわずかな狂いも生じないよう高精度に，慎重

に製作を進めた。

原子炉圧力容器の気密を保つため，クロージャの外周に

は 2段または 3段の円筒シール材（Ｄリング）が設けられ

ている。スタンドパイプへの装着は，自重により挿入させ

る方式なので，円筒シール材のしゅう動抵抗が自重を上回

らないように設計されている。現地出荷前の工場組立試験

では，シール性能の確認とともに，実寸大の模擬スタンド

パイプを製作し，挿入性能が設計値どおりであることの確

認も全数について実施した。

あとがき

炉内構造物は，1995年 4 月から原子炉内への組立を開始

し，同年 9月組立・据付を完了し，原子炉容器としての所

要の据付試験および官庁立会を完了している。

また，燃料交換機は，1997年 3 月に現地での組立および

試験を行い，官庁立会検査を完了し，燃料の初装荷に入る

べく準備中である。今後は，HTTRの機器製作メーカー

としてその完成および初臨界に向けて，顧客に協力する所

存である。

最後に，工場製作において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深甚なる謝意を表する次第

である。
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図８　貯蔵ラック 図１０　クロージャ

図９　ラックガイド
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