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まえがき

1991年３月に着工した高温工学試験研究炉（HTTR）は，

1996年11月に予定どおり機器の据付を完了した。着工から

69か月に及ぶ工事であったが，無災害で工事を完了するこ

とができた。以降，臨界に向け，総合機能試験が進められ

ている。

HTTRの現地工事は，日本原子力研究所の建設管理，

施工監理のもと，（株）東芝，（株）日立製作所，三菱重工業

（株）および富士電機（株）の原子力メーカー 4社と建築共同

企業体などとの共同で進められた。

富士電機にとって HTTRの現地工事は，原子炉本体で

ある炉内構造物の組立・据付を行うなど，これまで以上の

施工技術，管理技術が求められたが，各工場，関連各社と

の連携，協力により，当初の予定どおり工事を完了させる

ことができた。

以下に，HTTR現地工事における成果の概要について

紹介する。

現地工事の概要

２.１ 据付工事工程の概要

２.１.１ 全体工事工程の概要

HTTRの建設は，1991年 3 月に建家基礎の掘削工事を

開始し，同年12月から基礎コンクリート工事を開始，1992

年６月に原子炉格納容器建方を開始，1994年 8 月に原子炉

圧力容器の据付を完了，1995年 9 月に炉心工事の完了など

のマイルストーンを経て，1996年11月に機器据付工事を完

了した。

２.１.２ 富士電機担当設備の工事工程の概要

富士電機担当設備の現地工事は，マスター工程に沿って

1992年 3 月から埋込金物類の据付を開始し，1993年12月か

ら1994年 5 月まで置場金物，使用済燃料貯蔵設備貯蔵プー

ル設備上ぶたなどの燃料取扱フロア上の埋設機器の据付工

事を実施した。1995年 3 月から貯蔵プール設備の貯蔵ラッ

ク本体の据付工事を開始し，これに続き同年 4月から原子

炉本体である炉内構造物の据付工事を開始した。同年 9月

に炉内構造物の工事を完了し，同年12月および1996年４月

に燃料交換機の組立工事を実施し，同年 6月に燃料交換機

メンテナンスピット設備を用いた単体機能試験を開始した。

1997年 4 月に実施した燃料交換機の原子炉と組み合わせた

炉内組合せ試験の終了をもって現地工事を完了した。

上記の富士電機主要設備の工事経緯を表１に示す。

２.２　工事体制

各設備の現地据付工事を安全かつ工程どおりに進めるこ

とを目的として，HTTR全般を統括する本部のもとに現

地工事を統括・管理する「富士電機 HTTR原子炉施設建

設事務所」体制を組織した。

この体制は，所長，安全衛生管理責任者，品質保証責任

者のほか，施工管理責任者のもとに富士電機が受注した設

備を「炉本体設備」「燃取設備」「電気計装設備」「放射能

計装設備」の大きく 4グループに分け，それぞれに工事管

理責任者を置くことにより，責任の範囲を明確にし，担当

設備の工事に専従させ，さまざまな状況にも機動的に対処

できるよう組織された。

この体制の機能を十分発揮させるため，定期的な連絡母

体となる「現地・本部連絡会」を中心として，着工前DR

（Design Review）など種々の連絡会を開催し，現地と本
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表１　富士電機主要担当設備の現地工事主要経緯 

1992. 

1993. 

1995. 

1995. 

1995. 

1995. 

1996. 

1996. 

1997.
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12 

3 

4 

9 

12 

4 

8 

4

工事名 

埋込金物の据付開始 

貯蔵プール設備上ぶた，燃料取扱フロア埋設機器の据付開始 

貯蔵プール設備の貯蔵ラックの据付開始 

炉内構造物の据付開始 

炉内構造物の据付完了 

燃料交換機の海上輸送（重量部） 

燃料交換機の組立開始 

燃料交換機単体機器試験の完了 

燃料交換機炉内組合せ試験の完了 

年　月 
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部との緊密な連携と現地工事にて実施すべき諸施策の展開

を図った。

２.３ 工程管理

建設工事においては，限られた工期，コスト，人員で実

施するために月間，週間，日割り工程，機器現地到着リス

トによる工程・機器現地到着の管理および顧客，原子力

メーカー 4社間の工程調整会議などによるフォローを行い，

据付工事および機器現地到着の遅滞を防止した。

特に，全体工事のクリティカル工程である炉内構造物据

付工事（３.１節に詳述） では，炉心構成要素据付工事

［川崎重工業（株）実施］と原子炉圧力容器内で交替しなが

ら行う相互作業となるため，時間単位工程管理を行い相互

作業の円滑化を図った。また，スタンドパイプ室内機器据

付工事（1995年11月～ 1996年 3月実施）では，原子力メー

カー 4社の工事が錯そうするなかの工事期間約 4か月間に

約 100 回に上る立会検査［科学技術庁，（財）原子力安全

技術センター，日本原子力研究所などの検査］を円滑に

進めるために，全体の日割り工程を作成し工程管理および

フォローを行った。

２.４ 安全衛生管理

現地工事に先立ち，工事の開始から機器据付調整および

単体機器の試験検査完了に至るまでの全工程で HTTR建

設現場の特色を反映した安全衛生管理基本計画を作成し，

その基本方針にのっとり工事計画を立て，作業を進めた。

また，安全衛生管理を推進するうえでの安全衛生管理体

制は，富士電機 HTTR原子炉施設建設事務所長が統括安

全衛生管理者を務め，各工事取りまとめ責任者および安全

専任者を安全衛生責任者，一次下請会社の工事責任者およ

び安全専任者を安全衛生推進者とした。

安全衛生活動では，安全衛生責任者などが作業員の安全

に対する意識向上を図るとともに，日々の作業で安全衛生

管理の基本計画どおりに工事を行っていることを常に監

視・指導し，安全衛生管理の徹底に努めた。その成果とし

ては，3 年 9 か月間の現地工事において，315,846 時間

（延べ労働者数： 35,094 人）無事故無災害を記録し，目標

時間30万時間を達成した。

安全衛生活動の要点を以下に述べる。

安全衛生協議会活動

安全衛生協議会は，労働安全衛生法第30条「特定元方事

業者の講ずべき措置」に基づく協議組織であり，HTTR

建設工事における総括安全管理の円滑な運営を図り，作業

員の災害防止に寄与することを目的とし，構成会員は元請

および関係請負人で，毎月月末に定例会議を開催した。

安全衛生協議会では，旬間目標の決定，安全パトロール

における指示・是正事項の確認，月間安全衛生管理計画の

作成などを行い，安全衛生責任者および安全衛生推進者を

通して作業員に安全指示事項の周知徹底を図った。

日常活動

作業着手前のKYM（危険予知ミーティング）でその日

の作業手順の確認，危険箇所の抽出・措置，重点目標決定

と指差呼称を行い，作業者全員の安全意識の向上を図った。

また，毎日行う安全パトロールでは当然のことが確実に行

われているか，作業要領書説明会，KYMなどで確認した

事項が確実に実施されているかに重点を置き巡回し，ヒュー

マンエラーの防止や是正措置などを行った。

特別安全教育の実施

炉内構造物据付作業（2交替勤務，ピット内および高所

作業），燃料交換機組立作業（高所作業，重量物取扱作業，

仮設足場での作業），燃料交換機の単体機器性能試験（遠

隔操作，高所作業，ピット内作業，低圧電気設備盤内作業）

など，特に危険度が高いと予測される作業については，通

常行っている作業要領書説明会のほか，作業手順ごとに危

険箇所の抽出と措置を徹底させるための特別安全教育を実

施した。また，工事要領書説明会や特別安全教育において

提案された安全対策案を積極的に取り入れ，より確かな安

全措置を行った。

主要工事の概要

３.１　炉内構造物の据付

炉内構造物据付作業は，1995年 4 月 1 日の（株）日立製作

所からの原子炉圧力容器内部の引取りに始まり，1995年 9

月12日の炉内構造物据付後の科学技術庁使用前検査をもっ

て完了した。延べ据付作業日数は 165 日間［内31日間は川

崎重工業（株）が炉心構成要素および出口管据付工事を実

施］であるが，立会検査などを除く据付作業は 2直 2交替

で作業を実施し，据付工程の遵守を図った。

３.１.１　据付工事の概要

炉内構造物は，最下部にて全体を支える炉心支持板など

の下部支持鋼構造物，炉心を支え高温の冷却材ヘリウム流

路となる高温プレナムブロック，固定反射体ブロックなど

の黒鉛構造物，その固定反射体ブロックを外側から締め付

ける炉心拘束機構などにより構成される12角柱状積層構造

となっている。組立作業は，原子炉圧力容器内部で行われ，

最下部の炉心支持板据付から順に上方へ固定反射体ブロッ

ク 1段分ごとに 8段積み上げることで行われた。

この組立作業にあたっては，大型構造機器実証ループの

燃料体スタック実証試験部（HENDEL-T1）および炉内

構造物実証試験部（HENDEL-T2）における経験を最大

限活用し作業を進めた。

炉内構造物の据付状況を図１に示す。

３.１.２ 据付工事における留意点

今回の据付工事では，事前に富士電機のエネルギー製作

所での仮組立試験を行い，組立方法，手順，シール性能な

どの確認を行っていたため，現地の据付では，エネルギー

製作所での仮組立試験の再現を目標に以下の点を最重要項

目として作業にあたった。

清浄度維持管理

炉内構造物は，原子炉を構成する重要な機器であるため，

異物混入防止，黒鉛構造物の吸湿防止，鋼構造物への結露

（1）

（3）

（2）

（1）
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防止が重要な条件となった。

据付作業エリア周囲では，他設備の工事も並行して

行われており，また，作業は高湿度・高温度となる梅

雨・夏季に実施される。このため，保管・受入検査エ

リア，組立部品を供給する炉上装荷エリア，組立作業・

検査を行う原子炉圧力容器内部エリアに区分し，仮設

クリーンハウスを設置するとともに，清浄空気の供給

と湿度管理が行える専用の空調設備を設けた。

原子炉圧力容器内部エリアおよび保管・受入検査エ

リア入口には着替室を設け，組立作業およびその他見

学のためのすべての入域者に対し，専用の作業服・作

業靴・安全ヘルメット・帽子・綿手袋に着替えるよう

徹底した。また各エリア内に持ち込む物品は組立作業

に使用する治具・測定具に限定し，持込み・持出し管

理台帳にて所在管理を徹底することで，持込み品の置

忘れ防止を図った。

黒鉛・炭素製品破損の防止

炉内構造物の主要部品である黒鉛・炭素製品は，破損し

やすい性質をもっている。万一破損した場合は素材状態か

ら検査・製作を行う必要があるため，交換部品をあらかじ

め準備しておくことはできない。このことから，黒鉛・炭

素製品の破損・損傷事故を発生させることなく，組立作業

を行う必要があった。

組立作業にあたっては，エネルギー製作所での仮組

立経験者をあてるとともに，特に作業の中心となる組

立指導員については，HENDEL-T2 据付経験者を起

用するなど，過去の経験・実績を生かした組立作業を

推進した。

富士電機の品質管理者・施工管理者・検査員から工

事会社の監督，作業員に至るすべての組立作業に関係

する者に対し，「黒鉛・炭素製品取扱認定者制度」に

基づく現地事前教育を実施した。受講者には，認定者

証を発行し安全ヘルメットに貼（は）り付けさせ，一

般作業者との差別化を図った。炉内構造物の組立作業

は，黒鉛・炭素製品取扱認定者のみに限定して行い，

組立作業全体の品質向上を図った。

据付精度の確保

炉内構造物は，台形状の固定反射体ブロック12個を円周

状に配置し，さらに 8段組み上げる積木構造となっている。

このため，固定反射体ブロック間のシール性能，燃料体，

制御棒の挿入性などから要求される据付精度の確保は，Ｈ

ＴＴＲの性能を左右する重要な要素であり，所定の据付精

度を確保するため，細心の調整と精度の高い測定が要求さ

れた。

炉心支持板据付は，炉内構造物全体の据付精度を左

右する。このため組立作業前に，据付精度上重要な取

（a）

（3）

（b）

（a）

（2）

（b）

（a）
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図１　炉内構造物の据付
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合いである炉心支持格子の据付［（株）日立製作所実施］

状態について，測定方法の事前調整から測定時の立会

確認まで徹底した状態把握に努めた。また，炉心支持

板の据付に際し，据付レベル・位置の調整，その確認

測定に十分な時間（全体工期 165 日間の内22日間を要

した）をかけ，所定の据付精度を実現した。

組立完了後の据付精度が要求を十分満足できるもの

であることを組立途上で確認するため，要所要所での

シール性能確認試験，据付位置測定を実施し，エネル

ギー製作所での仮組立試験結果との照合を行った。こ

れにより，シール性能，据付精度など十分満足できる

据付状態にすることができた。

部品管理・作業管理

炉内構造物には，1層約12 t の炉心拘束機構，1体約 1 t

の固定反射体ブロックから 1枚数十 gのシール要素まで約

5,000 個以上もの部品があり，しかも同形状の部品が数多

く，かつこれらは組込み位置がすべて異なる。さらに，据

付作業は炉上部から組立部品を供給するチームと炉内で組

立を行うチームに分かれて行われ，それぞれが２直２交替

作業体制を採用したため，徹底した部品管理・作業管理が

要求された。

組立部品のすべてに識別番号を設定し，搬入・受入

れ，組立場所への払出し，本体への組込み，組立完了

時の検査の各段階で，「受入れ・払出し台帳」「QC

（Quality Control）工程図」（組立部品，組立方法，検

査内容が組立手順に従ってまとめられた要領書）に基

づくチェックを実施するなど，チーム間での部品管理

を徹底し，誤組込みを防いだ。

据付作業にあたっては，エネルギー製作所仮組立で

使用した QC工程図を現地作業に合わせ改訂し，QC

工程図を各チーム間で共有化することで，組立方法の

統一，作業進捗（しんちょく）の整合を図り，組込み

忘れを防止した。

３.２ 燃料取扱及び貯蔵設備の据付

燃料取扱及び貯蔵設備の機器据付工事には，貯蔵プール

設備，燃料出入機レール，燃料交換機，ガス置換装置およ

び床上ドアバルブの各工事がある。今回は，なかでも重要

度の高い燃料交換機組立作業と貯蔵プール設備据付作業に

ついて紹介する。

燃料交換機

燃料交換機は，一度，エネルギー製作所で組み立て，性

能・作動試験を実施し，日本原子力研究所の検査に合格し

た後，輸送できる大きさに分割して現地へ出荷した。

燃料交換機の輸送

燃料交換機の胴体部（ドアバルブ，回転ラックなど遮

へい体機能を持った機器）は重量物であることから海上

輸送を採用し，精密な機械部品や多数の電気部品などで

構成されているグリッパ，グリッパ駆動装置は，塩害防

止などの観点から陸上輸送を採用した。

海上輸送は，大洗港から約 8km離れた日本原子力研

究所構内へ交通量の少ない夜間に一般道路（2車線）を

閉鎖して輸送すること，大洗港での水切り日を変更でき

ないことなどの制約を受けたが，工場出荷日の調整，綿

密な輸送・水切り計画の立案などにより，予定どおり輸

送を完了することができた。

（a）

（1）

（b）

（a）

（4）

（b）
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図２　燃料交換機の据付

①現地搬入

④グリッパの組立

②全体旋回装置の組立

③グリッパ駆動装置の組立 ⑤組立仕上り状態



高温工学試験研究炉（HTTR）の現地工事

水切り作業については，揺れている船内から最大質量

約 90 t の胴体部をつり出すため，港に 500 t クレーン車

を組み立て，事前に作業手順を確認したうえで細心の注

意を払いつつ実施した。

燃料交換機の組立

海上輸送分の機器については，機材搬入用構台が設置

されていること，原子炉建家仮開口閉鎖工事が開始され

ることなどから，十分な保管スペースを確保することが

できないため，組立状態で保管・養生することとした。

陸上輸送分の組立および胴体部分への組込みは，床下

約 4mの位置に空間があるところで，燃料交換機の周

囲約 10m内に高さ 8mの足場が組み立てられる場所が

必要であった。この条件を満足できるスペースとして，

使用済燃料検査室上を選定した。

組立作業は，グリッパ駆動装置周りの組立，グリッパ

駆動装置の胴体部上部への取付け，グリッパの取付けの

順に行われた。グリッパは，胴体部が設置された場所の

階下（約 2mの位置）にグリッパを設置し，グリッパ

駆動装置を操作しながら胴体内部を通されたチェーン，

ワイヤ，動力・制御用ケーブルなどに接続された。

燃料交換機の組立期間中は，他社の据付作業も計画さ

れており，オペレーションフロア（燃料交換作業床）の

約 6割を占める燃料交換機組立を計画するうえで，顧客，

他社との作業エリア調整，工程調整，天井クレーン使用

時期調整など細かい調整を行った。これらの調整により

所定の工期で組立を完了することができた。

性能・作動試験

燃料交換機組立後，メンテナンスピットにおいて模擬

ブロック取扱いなどの性能・作動試験を実施し，工場試

験結果と同様，設計どおりの性能を有することを確認し

た。

また，炉内組合せ試験では，ヘリウムガス雰囲気の原

子炉内で炉心構成要素 9体を自動運転により取り扱うな

どの実際の条件に近い状態での性能を確認することがで

きた。

工事状況を図２に示す。

貯蔵プール設備

貯蔵プール設備は，貯蔵ラック，上ぶた，貯蔵ラック振

止め，漏えい検知装置，プール内配管から構成されている。

貯蔵ラックの据付は，上ぶた据付完成後，エネルギー製作

所で製作済みの貯蔵ラック［φ 457 × 6,600（mm）］と遮

へいプラグを順次挿入するもので，すべて現地での組合せ

作業である。

特に上ぶたは燃料取扱フロアを形成する原子炉建家の一

部分であるため，据付工事は原子炉建家の床工事と同時に

調整しつつ実施する必要があった。

上ぶたは，二対の底板，二対の上板および底板ー上板間

に設置される66本のスリーブを最良の位置に組合せ設定後，

空げきにコンクリートが流し込まれ据え付けられる。上ぶ

たは，燃料交換機と取り合う床であることから，二対の底

板，上板の相対位置精度，スリーブ・上ぶた全体の設定位

置精度，上ぶたの水平度など，精度に対する厳しい要求を

満足させる必要があったが，コンクリートを流すことによ

り生じる位置ずれを防止する固定方法の考案，空間上での

位置測定を可能にする治具の考案など，さまざまな工夫を

施すことによって，十分要求を満足させることができた。

（2）

（c）

（b）
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図３　貯蔵プール設備の据付

①上ぶたの据付 ②上ぶたへのコンクリート打設 ③上板取付後のモルタル注入

④貯蔵ラックの据付 ⑥貯蔵ラックの耐圧漏えい検査

⑤貯蔵ラックの据付検査
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以上のように貯蔵プール設備は，建築共同企業体との調

整，厳しい精度要求での据付工事であったが，所定の精度

を十分満足し，かつ所定の工期内で終了することができた。

工事状況を図３に示す。

３.３ 電気計装工事

電気計装工事には，燃料取扱及び貯蔵設備の動力制御盤，

継電器盤，変換機盤のほか，モータコントロールセンタ，

原子炉計装関係盤などの据付工事，盤間および機器間の

ケーブル引回しなどがある。

特に，燃料取扱及び貯蔵設備の盤およびケーブル布設工

事は，盤類が燃料交換機とほぼ同時に現地に搬入され，か

つ燃料交換機の性能・作動試験に使用される予定であった

ことから，短期間での工事が要求された。しかも，燃料交

換機の組立に盤の一部とケーブルを使用する必要があるた

め，盤が搬入された後にケーブル引回し作業を行ったので

は要求工期内に工事を終了できないことが予想された。

そこで，事前にケーブルを各部屋間に引き回す，他社と

の足場の共通使用など，ケーブル布設工事の合理化を図り，

懸念された燃料交換機の性能・作動試験の工程に影響を与

えずに工事を終了させることができた。

工事状況を図４に示す。

あとがき

HTTRの現地工事が工期どおりに無災害で完了したこ

とについて，日本原子力研究所殿のご指導ならびに関係各

社のご協力に対し，深甚の謝意を表したい。

今後，臨界試験，運転開始に向けさらなる努力を行うと

ともに，高温ガス炉技術の発展に寄与できることを念願す

るものである。
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図４　燃料取扱及び貯蔵設備計装制御設備の据付

②盤の据付 ③据付後の調整

①盤の搬入
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