
対話イン福島高専FY2016

世界のエネルギー/原発動向と
高経年化対策/廃止措置

2017年１月12日

シニアネットワーク連絡会・エネルギー問題に発言する会

針山日出夫



講師の自己紹介（2016年現在）

針山日出夫 はりやま ひでお

昭和21年 富山県生まれ（H2８現在７０歳）

昭和45年 大阪大学原子力工学科修士卒

昭和45年 三菱重工入社

平成13年 同社原子力事業担当取締役

平成15年 三菱原子燃料（株）代表取締役

平成21年 神戸山手大学に入学(H23中退）

平成23年 三菱重工業退職

「エネルギー問題に発言する会」 代表幹事

「シニアネットワーク連絡会 SNW」 運営委員
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ＳＮＷの活動方針

１．世代を越えた対話

若者との世代を超えた対話により、自ら育む手助けをする。

２．情報提供と理解促進活動

市民、先生、マスコミ関係者へのエネルギーと環境問題、原子力、放射線

などの理解を促進する為、公開シンポジウムなどの啓発活動を行なう。

３．講師の派遣など

国が推進する事業などを支援し、講師派遣を行なう。

４．協力団体との水平的なネットワーク連繋

協力団体、組織と連携し問題解決に向け統一的アプローチを行う。

メディアウオッチャーを自認し不適切報道に対し抗議・勧告を行う。

日本が理性と見識で導かれる一流国であることを願い

その役割を担う若者との対話を最重視！
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本日の内容

❏ 世界のエネルギー動向

❏ 世界の原子力発電所と炉形式

❏ 原子力発電所の建設から廃炉まで

❏ 設備の予防保全と高経年化の取り組み

❏ 廃止措置の取り組みと課題について



１．世界のエネルギー動向
エネルギー問題は地球規模で展開。

エネルギーを考えることは世界動向を見据えて

我が国の将来を考えること。



国際エネルギー機関（IEA)の2040年展望（WEO2015)
2015年11月30日IEA発表 ～原産協会要約版より抜粋～

WEO : WORLD ENERGY OUTLOOK

原子力

再エネ

1GW=1,000MW

＝１，０００，０００KW



国際エネルギー機関（IEA＊)2040年展望のポイント

◎ 世界の発電技術 ： 世界規模で低炭素技術へ転換

◎ 発電設備容量 ： 59億KW（＊＊）から106億KWへ

石炭 41% ➡30％ 石炭からの離脱

再エネ 22% ➡34% 首位電源へ（水力含）

原子力 11% ➡12% 安定推移

◎ 原発標準シナリオ： 2012年約420基➡2040年に約６６０基

3.7億KW（約370基）が新規、1.5億KW(約150基）が閉鎖
＊IEA=OECD加盟国の内29か国で構成するエネルギー諮問機関 ＊＊日本の現状設備容量：２．５億KW



世界のエネルギー動向
～原発は2016年420基から2040年660基レベルへ～

❏ 世界人口・70億人超過（2012/１１ 国連発表）

❏ 今後10年毎に約7億人増加との予測（同上）！

❏ 14億人以上が電気の恩恵を知らない（同上） ！

❏ 化石エネルギー資源の争奪戦は熾烈 ！

❏ 世界は福島事故後も安定・安価エネルギー源として

原子力を選択 ！ 再エネは裕福な国だけ！

❏ 2040年以降、原発保有国は倍増し6４ヶ国に ！！ 8



欧州はエネルギーネットワークで
相互依存体制確立





ホルムズ海峡＝エネルギー生命線

日本向け：原油9割、液化プロパンガス8割、
液化天然ガス２割



時代のエネルギー
～獲得した国が生き残り発展（石炭・石油➨原子力・再エネ）～

＜エネルギー活用と国の発展：歴史の実証＞

◆ 英国：蒸気機関/産業革命による隆盛

◆ 米国：石油エネルギー活用による発展

◆ 露国：ガスによる経済復活、政治手段

◆ 仏国：原子力発電でぶれない安定感

❏ 日本：事故でエネルギー政策は漂流

資源小国・日本の選択は、エネルギーベストミックス ！



２．世界の原子力発電の動向

現在31か国で420基以上の原発が稼働中。

世界の主役は軽水炉（PWR,BWR) 英国のみがガス炉を運転中。

今後世界で建設予定原発は軽水炉が主流。

日本の軽水炉技術は世界屈指の実績を有す。







新興国の原発新設計画（福島事故後）
(H25年5月20日付 日経新聞）

中国 ～2020 56基

インド ～2020 18基

トルコ ～2023 12基

南アフリカ ～2029 6基

ベトナム ～2030 14基

ブラジル ～2030 4基

サウジアラビア ～2032 16基

2020～2032 新興国原発新設合計（1２6基）



ＰＷＲとＢＷＲ

17

加圧水型軽水炉 PWR 沸騰水型軽水炉 BWR

概要

燃料 低濃縮ウラン（U-235が3～5%） 低濃縮ウラン（U-235が3～5%）

冷却材／減速材 軽水／軽水 軽水／軽水

原子炉圧力 およそ１５０気圧（15MPa） およそ７０気圧（7.0MPa）

発電の特徴 原子炉圧力容器内で冷却水を高温にし（沸騰は
しない）、蒸気発生器において蒸気を発生させ、
タービンを回転させる。タービンには放射能は行
かない。

原子炉圧力容器内で冷却水を沸騰させることに
よって蒸気を発生させ、蒸気を直接タービンへ送
り回転させる。タービンに放射能が行く。

制御の方法 制御棒とホウ酸 制御棒（緊急時にホウ酸水を使用）

運転基数＠2012年
世界：267基、うち日本：24基 世界：93基、うち日本：30基



３．原子力発電所の建設から廃炉まで

原発の生涯は世紀を超えるロングラン

人・技術の切れ目のない繋がりで安全に生涯を導く ！



原子力発電は世代をつなぐプロジェクト
～技術と愛情を注いでプラント寿命を全う～

❏ 新規計画段階 ～約10年

❏ 安全審査段階 ～約 3年

❏ 建設段階 ～約 4年

❏ 運転段階 ～約60年

❏ 廃止措置段階 ～約30年

技術と人と組織のバトンワークで世紀を超える

マラソンプロジェクトを安全に成功させる ！



プラント寿命全うのための人と技術と愛情

❏ 各段階で要求される管理要件・技術要件は多様

❏ 世紀を超えるマラソンプロジェクトの成功の鍵

➨ 原子力に対する社会の信頼

➡ 途切れない人在・技術伝承・情報伝達

❏ 行政・規制当局・電力会社・メーカの円滑なコミュニケーション

❏ 建設された原発設備は日々の保全で成長していく

❏ 愛情を注がないと設備は暴れる

細心の配慮と気持ちを込めてプラントを守り続ける！



原子力プラントを支える多様な専門技術

計測

化学

加工原子力 機械

構造
材料

熱流体
電気/電子

建築

土木

物理 設計/生産

製作/検査

研究開発

PJﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ

基本計画

保全

据付/試運転

基本設計総合技術力

詳細設計

確かな要素技術と現場力

等

・応用
・成長



工事の信頼性確保のための品質展開図の例

工
事
の
品
質

(工事認可)

法令・基準

要否

(溶接検査)

対象箇所

（適用法令）

電気事業法

省令６２号

(本体)

疲労強度

（管台）

構造・強度

溶接部強度

ｼｰﾙ性流体振動 SCC

疲労強度管台強度

流体振動 SCC

耐震強度

(操作性)

ﾓﾆﾀｰｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ

引抜・挿入

精度事故時環境

機密性 ﾋｰﾄｻｲｸﾙ

計測誤差

機能・性能

耐放射線性

応答時間

信頼性

工具の耐久性 溶接施工

混入防止

破損対策 機能ﾃｽﾄ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

(工具・装置)

(工法)

取付部 干渉

(ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ)

切断 加工 溶接

(検査)

対策

廃液処理

養生

(被ばく低減)

減容

放射線品質異物

（教育）

通路足場開口部

（安全）

搬出入ルートﾕｰﾃｨﾘﾃｨ

（スペース）

他工事準備

（工程）

混入防止回収方法

（異物管理）

施工(全般)

時期 試験要領

(機能試験)

（関連工事）

ルートサポート基準

（布設工事）

施工(計装)

試験項目 判定基準

接続方法

撤去品施工要領

撤去後の処理

(計器ラック)

カード取付位置

ケーブル接続

（耐震性）

（検出器）

（結線）



プラントの安全・安定運転の
確保に向けての総合保全活動の取組み

･検査・モニタリング技術
･予防保全、取替技術

健全性評価技術

保全計画の策定

• 最新知見を反映して保
全メニューを最適化

(電力殿へ提案）最新技術知見
（経年劣化研究等）

国内外（不適合）情報
の収集／分析
（JPOG等）

保全を支える技術開発

•点検結果のﾚﾋﾞｭｰ
•保全の有効性評価

保全活動の実施

•検査、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
•手入れ、補修
•劣化緩和、取替

•保全活動の結果を保全計
画へ反映
（保全検討会等）

保全計画への反映 妥当性の確認



４．予防保全と高経年化の取り組み

工業製品の長期使用に伴う性能劣化は宿命。

安全担保を最優先しつつ発電プラントの

生涯生産性を発揮させる不断の努力とリスク管理がポイント。



＜運転年数＞

2012年8月現在、運転開始後の年数

40年以上： 3  （ 6％）

30年以上：17  （34％）

20年以上：34  （68％）
１０年以上

１２基

２０年以上

１７基

運転開始後

３０年以上

１７基

経済性、化石燃料価格高騰、地球温
暖化対策等の為に、原子力発電所の
運転年数を出来るだけ延長したい。

日本の規制：40年+20年MAX

わが国の原子力発電所の運転年数



再稼働安全審査の進捗状況
申請は16原発26基【H28・12月現在】

❏ 審査合格（◎は稼働中、下線有PWR,なしBWR、⦿40年超）

◉高浜１，２（稼働はH19以降) ◉美浜３ ◎川内1，2

◎高浜3，4（大津地裁判断で停止中） ◎伊方３

❏ 審査終盤
泊３、 玄海３，４、 大飯３，４、 柏崎6、7

❏ 審査序盤～中盤
東通１、女川２、 島根２、 志賀２、浜岡３、４、大間、 敦賀２、東海２、泊１，２

26



原子力発電設備の経年劣化と対策
❏ 工業製品の宿命と対策並びに法規制

－ 宿命： 長期間使用で設備の機能・性能は徐々に劣化

－ 設備保全： 日常点検、定期検査で劣化状況を確認し補修や交換

－ 法規制： 定期検査・定期安全レビューで安全を担保

❏ 配管・容器・部品等の材料の使用環境による劣化

－ 現象： 材料母材・溶接部の腐食による減肉・割れ

－ 対策： 材料の改良、溶接施行方法の改良で信頼性向上達成

❏ 機械設備の疲労

－ 現象： 繰り返し応力による疲労損傷（回転部，変位発生部）

－ 対策： 検査・解析による疲労寿命の評価と適切な取り換え

❏ 中性子照射による鋼材の脆化

－ 現象： 原子炉容器材料の破壊靭性が低下

－ 対策： 原子炉容器内にサンプル設置し、定期的に特性試験実施
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一次冷却材設備

タービン設備

工学的安全設備

原子炉補助設備

２

３

１

４

２

３

４

１

PWR原子力プラントの主要システム



PWR発電所の機器設備物量（1１0万KW級）

❏ 主機

原子炉容器１基

蒸気発生器４基、主冷却材ポンプ４台

❏ 原子炉系主要補機類

熱交換器 約 ４0台

ポンプ 約 130台

弁類 約 4,500台

配管総延長 約 70KM



原子炉容器

加圧器

蒸気発生器

１次冷却
材ポンプ

水

蒸気

タービン

復水器

給水ポンプ

循環水
ポンプ

放水路へ
冷却水
（海水）

主変
圧器

原子炉容器上部蓋

応力腐食割れ
・原子炉容器上部蓋取替工事

（平成８年度）

応力腐食割れ、疲労対策
・ 蒸気発生器取替工事

（平成８年度）

疲労対策
・１次冷却材分岐管取替え

（平成１２年度）

腐食対策
・２次系熱交換器取替え （平成１６年度）
・２次系配管取替え （平成１６年度）

絶縁低下対策
・発電機固定子コイル巻替
工事 （平成12年度）

コンクリート劣化
・本館建屋コンクリート外壁
全面塗装 （昭和６２年度）

発電機

関西電力資料より

応力腐食割れ、エロージョン
・ 低圧タービン取替工事

（平成８年度）

高経年化対策の例(美浜3号機）



ＳＣＣ発生状況

Ｕ字管部 管板部

二次側 一次側

管
板

管板拡管部

振止め金具

保持金具

小径U字管部
クラック損傷

（１次側）

拡管境界部

管
板

応力腐食割れ（１次側）：
SCC : Stress Corossion Cracking

MHI Copylight Reserved



事例 600合金の保全対策
加圧器

蒸気発生器

原子炉容器

①冷却材出入口管台
セーフエンド継手

④サージ用管台
⑤スプレイライン用管台
⑥安全弁用管台
⑦逃がし弁用管台

セーフエンド継手

⑧冷却材出入口管台
セーフエンド継手

管台セーフエンド継手構造例

①

④

②

③

⑧

⑤⑥⑦

⑧①

②制御棒駆動装置用管台
及びJ溶接部

③炉内計装筒管台
及びJ溶接部

炉内計装筒管台J溶接部継手構造例
管台セーフエンド継手構造例

管台セーフエンド継手構造例

低合金鋼ｽﾃﾝﾚｽ鋼

600合金ﾊﾞﾀﾘﾝｸﾞ600合金継手溶接

内面側

低合金鋼

600合金継手溶接

600合金ﾊﾞﾀﾘﾝｸﾞ
600 合 金 管
台

600合金ﾊﾞﾀﾘﾝｸﾞ600合金継手溶接

低合金鋼ｽﾃ ﾝ ﾚ ｽ
鋼

低合金鋼ｽﾃﾝﾚｽ鋼

内面側

600合金ﾊﾞﾀﾘﾝｸﾞ600合金継手溶接

内面側

MHI Copylight Reserved



材料改善

環境改善 応力改善

【690合金現地溶接技術】
ｽﾌﾟｰﾙ取替やｸﾗｯﾃﾞｨﾝｸﾞ等の
現地溶接技術の確立
⇒RVクラッディング、

SG管台緊急補修等
で採用

【圧縮残留応力付与工法】
ﾋﾟｰﾆﾝｸﾞ技術の効果を確証後、装置化・実用化
⇒実機保全工事として全プラントへ展開

【環境温度低減】
プラント性能に影響しない部位
（原子炉容器上蓋頂部）への適用

 SCCの3要素（材料、応力、環境）に対して技術開発し、実機へ適用
（PWSCC：一次系水中のSCC）

【690合金素材開発】
耐PWSCC材料の開発
⇒大型機器取替（SGR、VHR）で採用

VHR（原子炉容器上蓋取替）状況

原子炉容器出口管台
内面クラッディング状況

国内PWRプラントへのPWSCC対策の取り組み

MHI Copylight Reserved









実践的プラント保全（高経年化対策の要）
～経験と知見の集積で安全性と生産性を担保～

❏ 工業製品の宿命への対応

材料は生まれた時から劣化が始まり、設備機能・

性能は劣化。設備は愛情を持って診ないと反逆。

❏ 保全の本質はリスクマネジメント

保全とは原発設備の安全性を担保しつつ生涯生産性

を最大限に発揮するための総合リスクマネジメント 。

現場に根差した保全活動や定期検査・定期安全レビュー・

新規制基準への適合により高経年プラントの安全運転を担保



５．廃止措置の取り組みと課題

通常の廃炉は既存の実証済み技術で対応可能。

開発要素が多い東電福島第一原発の廃炉は世界が注目。

長い道のりを覚悟で人と技術のバトンで成功に導く！





日本の廃止措置安全規制

田辺博巳氏提供（原子力安全・保安院放射性廃棄物規制課（２００５年））



廃止措置の事例

田辺博巳氏提供（www.nustec.or.jp/NSC/nsrf2010/pdf/10.pdf）

http://www.nustec.or.jp/NSC/nsrf2010/pdf/10.pdf


最近事業者が廃炉の決定をした原発
（出力万KW: 運転開始年～廃炉決定年月日）

❶ 関西電力美浜1号 （34.0 ：１９７１～ 2015.3.17）

❷ 関西電力美浜2号 （50.0 ：1974～ 2015.3.17）

❸ 四国電力伊方1号 （56.6 ：1977～ 2016.3.25）

❹ 九州電力玄海1号 （55.9 ：1975～ 2015.3.18）

❺ 中国電力島根1号 （46.0 ：1974～ 2015.3.18）

❻ 日本原電敦賀1号 （35.7 ：1970～ 2015.3.17）

廃炉：運転開始から40年以上経過し、出力が小さいプラント
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廃止措置によって発生する廃棄物

田辺博巳氏提供（http://www.nustec.or.jp/NSC/nsrf2010/pdf/10.pdf）

クリアランス

原子炉を廃止措置すると、廃棄物が発生します。そのうち、ほとんどのものは放射性廃棄
物として取り扱う必要がありません。

トレンチ処分
ピット処分
余裕深度処分

http://www.nustec.or.jp/NSC/nsrf2010/pdf/10.pdf


通常廃炉と事故炉廃炉
～ 天国と地獄の差 ～

比較項目 通常廃炉 事故炉廃炉（福島第一）

❏ 使用済み燃料 計画的取り出し、線量低 炉内で溶融、線量極めて高

放射能の99％は除去 形態不明の溶融物がむき出し

残り１％は放射化物

❏ 設備除染 全面的に計画除染可 部分的な除染のみ可

❏ 解体工事 既存実証済み技術の適用 溶融物撤去工事は新規開発

気中接近工事、遠隔工事 特に水中遠隔工事工法の確立

❏ 期間 約30年程度 30年超？



（最後に）

今後ますます研鑽を積み、

家族や地域を支え社会に貢献する悦びを！

何故なら、・・・・・・

エネルギーも廃炉も一生をかける仕事！

46


