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(54)【考案の名称】核燃料ペレット成型機
1

2

(57)【実用新案登録請求の範囲】

くは、核燃料ペレット用の原料粉体を成型して核燃料ペ

【請求項１】 フィーダカップから金型に核燃料ペレッ

レットを製造するための成型機に関する。

ト用の原料粉体を充填し、パンチにより加圧して所定の

【０００２】

形状の核燃料ペレットを成型する核燃料ペレット成型機

【従来の技術】金型に核燃料ペレット用の原料粉体を充

において、

填し、パンチにより加圧して所定の形状の核燃料ペレッ

吸引口を有する防塵カバーを、少なくともフィーダカッ

トを成型する従来の核燃料ペレット成型機において、金

プの要部を覆うように施し、前記吸引口から吸引するこ

型に原料粉体を充填する場合、例えば、図５に示すよう

とにより、フィーダカップから金型に核燃料ペレット用

に、碗を伏せたような形状のカップ部１と原料粉体供給

の原料粉体を充填する工程やフィーダカップを移動させ

用の筒状部２とを備えてなるフィーダカップ３を用いて

る工程などにおいて、フィーダカップからその周囲に漏 10

原料粉体４の充填を行っている。

れ出す核燃料ペレット用の原料粉体を吸引、除去するよ

【０００３】すなわち、図５に示すように、原料粉体４

うにしたことを特徴とする核燃料ペレット成型機。

が入れられたフィーダカップ３を、図６に示すように、

【考案の詳細な説明】

核燃料ペレット成型機の摺動面２０上で矢印Ａで示す方

【０００１】

向に移動させ、金型５（のホール５ａ）内に原料粉体４

【産業上の利用分野】この考案は、成型機に関し、詳し

を充填する。そして、フィーダカップ３をホール５ａ上

( 2 )
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から移動させた後、図７に示すように、上パンチ６ａ及

プに戻すことにより歩留りが向上する。

び下パンチ６ｂにより、金型５（のホール５ａ）内の原

【００１０】また、漏れ出した原料粉体がフィーダカッ

料粉体４を加圧して核燃料ペレット７を成型している。

プに固着することを防止して、フィーダカップの動作の

【０００４】

安定性を確保することが可能になる。

【考案が解決しようとする課題】しかし、上記従来の核

【００１１】さらに、成型後の核燃料ペレットをフィー

燃料ペレット成型機においては、フィーダカップ３から

ダカップまたは防塵カバーの先端部で押し出すことによ

漏れ出した核燃料ペレットの原料粉体４ａが飛散して系

り成型機から取り出すようにした場合にも、フィーダカ

内の放射能汚染を引き起こすばかりでなく、原料粉体の

ップの周囲に漏れ出した原料粉体が核燃料ペレットに付

供給量に対する核燃料ペレットの歩留りが低下するとい

着して系外に持ち出されることを防止して、歩留りの低

う問題点がある。

10

下を抑制するとともに、汚染が系外にまで拡大すること

【０００５】また、漏れ出した原料粉体４ａがフィーダ

を防止することができるようになる。

カップ３に固着してフィーダカップ３の動作不良を引き

【００１２】

起こすという問題点がある。

【実施例】以下、この考案の実施例を示して、その特徴

【０００６】さらに、成型後の核燃料ペレット７は、例

とするところをさらに詳しく説明する。

えば、下パンチ６ｂを上昇させることによりホール５ａ

【００１３】図１、図２は、この実施例の核燃料ペレッ

から金型５（及び核燃料ペレット成型機の摺動面２０）

ト成型機の要部を示す断面図であり、図１は、金型（の

上に押し出された後、図８に示すように、フィーダカッ

ホール）内に原料粉体を充填する前の状態、図２は、フ

プ３の先端部により矢印Ａの方向に押し出されて核燃料

ィーダカップを所定の位置に移動させて金型（のホー

ペレット成型機の摺動面２０上から取り出されるが、こ

ル）内に核燃料ペレット用の原料粉体を充填した状態を

のとき、金型５（及び摺動面２０）上に漏れ出した原料 20

示している。

粉体４ａが核燃料ペレット７に付着して系外に取り出さ

【００１４】この核燃料ペレット成型機においては、図

れるため、歩留りの低下を招くとともに、汚染が系外に

１、図２に示すように、碗を伏せたような形状のカップ

まで拡大するという問題点がある。

部１と原料粉体供給用の筒状部２とを備えてなるフィー

【０００７】この考案は、上記問題点を解決するもので

ダカップ３のカップ部１を覆うように、防塵カバー１０

あり、系内あるいは系外への放射能汚染の拡大や歩留り

が取り付けられている。そして、この防塵カバー１０に

の低下を招いたりすることがなく、かつ、フィーダカッ

は２つの吸引口１１ａ，１１ｂが設けられている。

プを安定して動作させることが可能で信頼性の高い核燃

【００１５】この核燃料ペレット成型機を用いて核燃料

料ペレット成型機を提供することを目的とする。

ペレットを成型するにあたっては、まず、フィーダカッ

【０００８】

プ３を、図１に示す位置から、矢印Ａの方向に、図２に

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため 30

示す位置まで、核燃料ペレット成型機の摺動面２０上を

に、この考案の核燃料ペレット成型機は、フィーダカッ

移動させることにより、フィーダカップ３内の原料粉体

プから金型に核燃料ペレット用の原料粉体を充填し、パ

４を金型５（のホール５ａ）内に充填する。そして、フ

ンチにより加圧して所定の形状の核燃料ペレットを成型

ィーダカップ３をホール５ａ上から移動させた後、図３

する核燃料ペレット成型機において、吸引口を有する防

に示すように、上パンチ６ａ及び下パンチ６ｂにより、

塵カバーを、少なくともフィーダカップの要部を覆うよ

金型５（のホール５ａ）内の原料粉体４を加圧して核燃

うに施し、前記吸引口から吸引することにより、フィー

料ペレット７を成型する。

ダカップから金型に核燃料ペレット用の原料粉体を充填

【００１６】なお、図１，図２では、一つのホール５ａ

する工程やフィーダカップを移動させる工程などにおい

だけを示しているが、実際には、フィーダカップ３の移

て、フィーダカップからその周囲に漏れ出す核燃料ペレ

動方向に直角の方向に複数のホールが形成されており、

ット用の原料粉体を吸引、除去するようにしたことを特 40

一度に複数のホールに原料粉体を充填するように構成さ

徴とする。

れている。

【０００９】

【００１７】この実施例の核燃料ペレット成型機におい

【作用】少なくともフィーダカップの要部を覆うように

ては、フィーダカップ３（の少なくともカップ部１）を

施された防塵カバーの吸引口から吸引することにより、

覆うように施された防塵カバー１０の吸引口１１ａ，１

核燃料ペレット用の原料粉体を金型（のホール）に充填

１ｂから吸引することにより、核燃料ペレット用の原料

する工程やフィーダカップを移動させる工程などにおい

粉体４を金型５（のホール５ａ）に充填する工程やフィ

て、フィーダカップからその周囲に漏れ出す核燃料ペレ

ーダカップ３を移動させる工程などにおいて、フィーダ

ット用の原料粉体が吸引、除去されるため、該原料粉体

カップ３からその周囲に漏れ出した核燃料ペレット用の

が飛散することによる系内の放射能汚染の拡大が防止さ

原料粉体４ａが吸引、除去されるため、該原料粉体４ａ

れるとともに、吸引、除去した原料粉体をフィーダカッ 50

が飛散することによる系内の放射能汚染の拡大を防止す

( 3 )
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ることができるとともに、吸引、除去した原料粉体をフ

せることができる。

ィーダカップに戻すことにより歩留りを向上させること

【００２３】また、漏れ出した原料粉体がフィーダカッ

ができる。

プに付着することを防止して、フィーダカップの動作の

【００１８】また、漏れ出した原料粉体４ａがフィーダ

安定性を確保することができる。

カップ３に付着することを防止してフィーダカップ３の

【００２４】さらに、成型後の核燃料ペレットをフィー

動作の安定性を確保することができる。

ダカップまたは防塵カバーの先端部で押し出すことによ

【００１９】さらに、図４に示すように、成型後の核燃

り成型機から取り出すようにした場合にも、金型（及び

料ペレット７をフィーダカップ３または防塵カバー１０

核燃料ペレット成型機の摺動面）上に漏れ出した原料粉

の先端部で矢印Ａの方向に押し出すことにより成型機か

体が核燃料ペレットに付着して系外に持ち出されること

ら取り出すようにした場合（図４では、防塵カバー１０ 10

を防止して、歩留りの低下を抑制するとともに、系外へ

の先端部により矢印Ａの方向に押し出すようにした場合

の汚染の拡大を防止することができる。

を示す）にも、金型５（及び核燃料ペレット成型機の摺

【図面の簡単な説明】

動面２０）上に漏れ出した原料粉体４ａが核燃料ペレッ

【図１】この考案の一実施例にかかる核燃料ペレット成

ト７に付着して系外に持ち出されることを防止して、歩

型機の要部を示す断面図であり、金型内に原料粉体を充

留りを向上させることができるとともに、系外への汚染

填する前の状態を示す図である。

の拡大を防止することができる。

【図２】この考案の一実施例にかかる核燃料ペレット成

【００２０】なお、上記実施例においては、フィーダカ

型機の要部を示す断面図であり、フィーダカップを所定

ップ３の先端側のカップ部１を覆うように防塵カバー１

の位置に移動させて金型内に原料粉体を充填した状態を

０を施した場合について説明したが、この考案の核燃料

示す図である。

ペレット成型機においては、フィーダカップ３の先端側 20

【図３】この考案の一実施例にかかる核燃料ペレット成

（カップ部１）から漏れ出した原料粉体４ａを吸引、除

型機において、原料粉体をパンチにより加圧成型する工

去するような態様で防塵カバー１０を施すことが必要で

程を示す断面図である。

あるが、それ以外に防塵カバー１０によりフィーダカッ

【図４】この考案の一実施例において、核燃料ペレット

プ３を覆う態様には特に制約はない。したがって、防塵

を防塵カバーの先端部により成型機から押し出す工程を

カバー１０により、フィーダカップ３の要部（カップ部

示す図である。

１など）を覆うように構成することも、あるいはフィー

【図５】従来の核燃料ペレット成型機の要部を示す断面

ダカップ３の全体を覆うように構成することも可能であ

図であり、金型内に原料粉体を充填する前の状態を示す

る。

図である。

【００２１】また、この考案は、その他の点においても

【図６】従来の核燃料ペレット成型機の要部を示す断面

上記実施例に限定されるものではなく、金型（ホール） 30

図であり、フィーダカップを所定の位置に移動させて金

の形状、フィーダカップの具体的構造や移動方向、防塵

型内に原料粉体を充填した状態を示す図である。

カバーの形状、あるいは防塵カバーに設けられた吸引口

【図７】従来の核燃料ペレット成型機において、原料粉

の数や配設位置などに関し、考案の要旨の範囲内におい

体をパンチにより加圧成型する工程を示す断面図であ

て種々の応用、変形を加えることができる。

る。

【００２２】

【図８】従来の核燃料ペレット成型機において、核燃料

【考案の効果】上述のように、この考案の核燃料ペレッ

ペレットをフィーダカップの先端部により成型機から押

ト成型機は、吸引口を有する防塵カバーを、少なくとも

し出す工程を示す図である。

フィーダカップの要部を覆うように施し、吸引口から吸

【符号の説明】

引することにより、フィーダカップから金型に核燃料ペ

１

フィーダカップのカップ部

レット用の原料粉体を充填する工程やフィーダカップを 40

２

フィーダカップの筒状部

移動させる工程などにおいて、フィーダカップからその

３

フィーダカップ

周囲に漏れ出す核燃料ペレット用の原料粉体を吸引、除

４

原料粉体

去するように構成されているので、核燃料ペレット用の

４ａ

漏れ出した原料粉体

原料粉体を金型に充填する工程やフィーダカップを移動

５

金型

させる工程などにおいて、フィーダカップからその周囲

５ａ

金型のホール

に漏れ出した核燃料ペレット用の原料粉体が飛散するこ

７

核燃料ペレット

とを防止して系内の放射能汚染の拡大を抑制することが

１０

防塵カバー

できるとともに、吸引、除去した原料粉体をフィーダカ

１１ａ，１１ｂ

吸引口

ップに戻すことにより核燃料ペレットの歩留りを向上さ

２０

核燃料ペレット成型機の摺動面

( 4 )
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