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まえがき

軍事機密に縛られていた原子力を平和利用に開放する

きっかけとなった，米国アイゼンハワー大統領の国連演説

「アトムズ・フォー・ピース」（1953 年 12 月 8 日）から，

今年で 50 年を迎える。わが国は，原子力の開発当初から

原子力三原則（公開，民主，自主）のもと平和利用に徹し，

現在，総発電量の 3 分の 1 以上を原子力によって供給する

までに至った。原子力はわが国の基幹エネルギーの一つと

いえるまでに成長し，ウラン濃縮，使用済燃料の再処理・

リサイクル利用，放射性廃棄物の処理・処分を含む核燃料

サイクルの確立を目指し，開発と利用が進められてきた。

富士電機は，わが国の原子力平和利用開発当初から積極

的に取り組み，原子炉をはじめとして核燃料サイクルの各

分野で，特徴ある技術をもって貢献を続けている。

本特集号では，本稿において富士電機の取組み，技術の

特徴と歩みを概観し，次稿以降，主要分野ごとに取組みと

最近のトピックスについて紹介する。なお，主要分野の一

つである放射線管理関連技術については，今回は割愛した。

富士電機の取組みと技術の特徴

富士電機は，原子力平和利用の黎明（れいめい）期から，

研究用原子炉建設，わが国初の商用原子力発電プラント建

設などに意欲的に取り組み，国の原子力技術基盤確立に貢

献した。未経験の技術に果敢に挑戦し，困難を克服する中

で，特徴ある技術を身につけ，原子力利用のさまざまな分

野に貢献する，これが富士電機における原子力技術に対す

る基本的な姿勢といえる。

富士電機の特徴ある技術と，その技術による原子力利用

各分野への取組みは，次のようにまとめられる。

ガス冷却炉技術

富士電機は，わが国初の商用発電炉である日本原子力発

電（株）（原電）東海発電所（炭酸ガス冷却炉）の建設に携

わった。この経験を基に，さらに優れた安全性，高効率，

原子力エネルギーの利用拡大など，高温ガス炉の魅力的な

可能性の実現を目指し，一貫して国の高温ガス炉開発に参

画するとともに，実用化に向けた開発を進めている。

遠隔ハンドリング技術・メカトロニクス技術

原子力施設では，放射性物質を安全に取り扱う技術が重

要な技術の一つである。富士電機は，国の長期エネルギー

安定供給を担う高速増殖炉などの開発炉と核燃料サイクル

の開発において，燃料取扱設備，MOX（ウラン・プルト

ニウム混合酸化物）燃料製造設備，また，使命を終えた原

子炉の廃止措置などの分野で，得意とする遠隔ハンドリン

グ技術およびメカトロニクス技術をもって貢献している。

廃棄物処理技術

原子力施設で発生する放射性廃棄物を安全に処理・処分

することも，原子力の利用を進めるために重要な課題であ

る。富士電機は，開発炉において廃棄物処理設備を担当し

てきたが，近年ではレーザやプラズマなどを利用した特徴

ある放射性廃棄物減容技術により環境負荷の低減などに貢

献している。

超伝導応用技術

大型超伝導コイルを用いる核融合炉などの分野では，超

伝導コイルに大電流を供給する超伝導給電装置において世

界で卓越した技術をもって貢献している。

原子力分野における技術の歩み

原子力の諸分野における富士電機の歩みを図１に示す。

３.１ 原子力利用技術基盤整備への貢献

第二次世界大戦後，わが国の原子力関連技術の復興は加

速器の建設から開始された。この分野において，富士電機

は，1959 年に完成した当時世界トップレベルの東京大学

原子核研究所向け 1,000MeVシンクロトロンをはじめと

して数多くの加速器の建設を担当した。

原子炉の分野では，わが国の大学で最も早く計画された，

立教大学の研究用原子炉を米国 General Atomics 社のも

とで建設し，1961 年に臨界を達成した。国産動力炉開発

に向けた初期の研究では，日本原子力研究所（原研）で進
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められたわが国最初の動力炉開発プロジェクトの中で，半

均質高温ガス炉を担当し，1963 年には直接サイクルガス

タービン発電実験炉の設計を実施した。

1966 年，原子力委員会において，高速増殖炉と新型転

換炉を国産動力炉国家プロジェクトとして開発することが

決定された。これらの原子炉の基礎を築く炉物理特性研究

のため，原研に高速炉臨界実験装置（FCA），動力炉・核

燃料開発事業団（動燃，現在は核燃料サイクル開発機構に

改組）に重水臨界実験装置（DCA）が建設された。両者

とも富士電機が設計・建設し，おのおの 1966 年，1969 年

に納入した。

３.２ 東海発電所の建設とガス冷却炉の開発

わが国の商用原子力発電は，原電のコールダーホール改

良形東海発電所（炭酸ガス冷却，電気出力 166MW）から

始められた。東海発電所の全景を図２に示す。

富士電機は，日商岩井（株），川崎重工業（株）とともに鉄

鋼，電子，機械，化学，建築，金融など 17 企業を結集し

て第一原子力産業グループ（FAPIG）を設立し，主契約

者の英国 GEC社のもとで東海発電所の建設に携わった。

富士電機はこの中で原子炉本体などの製造・建設を担当し

た。東海発電所は，1966 年に商用運転を開始し，良好な

運転実績をあげた後，1998 年 3 月に運転を終了した。こ

の間，炉内補修用機器，炉内 ISI（供用期間中検査）用多

関節マニプレータの開発などにより，稼動率の向上に貢

献した。

1960 年代末から，原研において，原子力エネルギーの

発電分野以外への多目的利用を目指した高温ガス炉の開発

研究が開始された。富士電機は，当初から原子力メーカー

4 社〔（株）東芝，（株）日立製作所，三菱重工業（株），富士

電機（株）〕の幹事会社として実験炉の設計研究に協力を続

けるとともに，各種試験設備を製作した。小型高温ガス

ループ（最高温度 1,100 ℃）を 1971 年に，高温ガス炉の
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図１　富士電機の原子力分野における主要実績 

図２　東海発電所の全景
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炉心・炉内の伝熱流動特性試験のための燃料体スタック試

験体を 1983 年に，炉内構造物実証試験装置を 1986 年に納

入した。

これらの開発は，わが国初の高温ガス炉である高温工学

試験研究炉（HTTR，熱出力 30MW）の建設として実を

結んだ。富士電機は，炉心設計・安全評価の分野で原研に

協力するとともに，原子炉本体の取りまとめ，図３に示す

炉内構造物，燃料取扱設備などの主要設備の建設を担当し

た。HTTRは，原研大洗研究所において，2001 年 12 月に

全出力運転を達成した。

現在，高温ガス炉の実用化に向け，将来の原子力による

水素製造も視野に入れた開発に取り組んでいる。原研が進

めている高温ガス炉ガスタービンシステムの検討で原子炉

を担当するとともに，国際共同ガスタービン発電プラント

開発プロジェクトへの参加，独自の小型ガスタービン発電

プラントの開発などを進めている。

３.３ 高速増殖炉・新型転換炉の開発

高速増殖炉および新型転換炉の開発は，動燃により，国

の開発プロジェクトとして進められてきた。富士電機は，

社内ナトリウムループを活用したナトリウム技術や遠隔ハ

ンドリング技術などで開発に貢献してきた。

高速実験炉「常陽」（当初熱出力 75MW），高速増殖原

型炉「もんじゅ」（電気出力 280MW）においては，燃料

取扱および貯蔵設備，放射性廃棄物処理設備，放射線監視

設備などを担当し，おのおの 1974 年，1992 年に納入した
～

。

「もんじゅ」の燃料出入機を図４に示す。新型転換炉「ふ

げん」（電気出力 165MW）では，燃料取扱および貯蔵設

備，工学的安全防護設備などを担当し 1977 年に納入した
，

。

現在，核燃料サイクル開発機構を中心に進められている

高速増殖炉（FBR）実用化戦略調査研究においては，燃

料交換設備の開発を中心に協力している。

３.４ MOX燃料製造

1986 年，動燃東海事業所プルトニウム燃料第三開発室

に世界初の遠隔・自動化を採用した実用規模のMOX燃料

製造施設が完成し，「常陽」「もんじゅ」用燃料の製造が行

われた。その後，将来の商業規模のMOX燃料製造プラン

トを目指し工程設備の改善工事が実施された。富士電機は，

得意とするメカトロニクス技術をもって，図５に示すペ

レット仕上げ検査設備を製作し，1996 年に納入した。本

設備の製作にあたっては，動燃の指導のもとに，グローブ

ボックス内での完全遠隔自動化，処理の高速化，プルトニ

ウムの工程内滞留抑制のための粉末回収システムならびに

運転操作性向上を図る制御システムの開発などを行った。

これらの技術は，わが国で建設が計画されている商用

MOX燃料製造施設への適用が期待される。

３.５ 放射性廃棄物処理

放射性廃棄物処理の分野では，「ふげん」｢常陽｣「もん

じゅ」において廃棄物処理設備を担当した。この中で，

「もんじゅ」液体廃棄物処理系における自然循環蒸発濃縮

処理装置（シーメンス社との技術提携に基づく），「常陽」

におけるマイクロ波ガラス固化装置など，特徴的な技術の
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図４　高速増殖原型炉「もんじゅ」の燃料出入機

図３　高温工学試験研究炉（HTTR）の炉内構造物（炉心頂部）

図５　MOX燃料製造設備（ペレット仕上げ検査設備）
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実績をあげてきた。

今後利用分野の拡大が期待できる特徴ある技術として，

ピークパワーの大きいパルス式YAGレーザによる大型廃

棄物の切断技術，高周波誘導プラズマを利用した使用済イ

オン交換樹脂減容装置などの開発，実用化を進めている。

３.６ 原子力発電所の廃止措置

東海発電所は 1998 年 3 月をもって営業運転を終了し，

廃止措置に移行することとなった。東海発電所の廃止措置

は，わが国初の商用発電炉の廃止措置であるため，規制体

系の整備から解体・処理技術の開発まで，広範な準備が必

要とされた。富士電機はこれらの準備作業のサポートを行

うとともに，原電，（財）原子力発電技術機構の指導・支援

のもとに，原子炉遠隔解体などのキー技術の開発を進めて

きた。また，解体廃棄物のうち，一般産業廃棄物と同等に

扱える廃棄物について，その放射能レベルを効率的に測定

できるクリアランスレベル測定装置の開発を（財）電力中央

研究所と共同で進めている。

３.７ 超伝導応用技術

富士電機では，1960 年代半ばから開発を進めてきた超

伝導技術を基に，核融合関連分野で特徴のある機器の開発

を行ってきた。その代表例は，超伝導コイルに大電流を供

給する電流リードで，国際熱核融合実験炉（ITER）の電

流リードの仕様を満足する 60 kAまでを商品化している。

1998 年には，核融合科学研究所が建設した世界最大の超

伝導核融合実験装置である大型ヘリカル装置に，超伝導送

電システムを納入した。これも ITERへの適用が期待でき

る技術である。

あとがき

わが国においては，原子力発電が全発電量の 3 分の 1を

占めている現実がありながら，原子力利用推進に対する国

民の合意が十分に得られているとはいえない状況にある。

富士電機は，原子力に携わる企業として，組織，個々人と

もに強固な倫理観と使命感をもって国民の信頼と期待を取

り戻す一翼を担うとともに，今後とも，特徴ある高い技術

力をもって，人々に安心して受け入れられる安全性を目指

し，地球環境と調和した豊かな社会作りに貢献していく所

存である。

本稿では，富士電機における原子力への取組みと歩みの

概要を紹介した。ここに，ご指導・ご支援をいただいた関

係諸機関の方々に深く感謝の意を表する。
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