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 高経年化が進む国内の原子力発電プラントが、継続して安全性を確保しつつ基幹電源としての

役割を果たしてゆくためには、経年変化評価・検査・補修交換等の技術開発推進に加え、技術情

報基盤の確保、規格・基準・標準の整備、さらには効果的な保全が効果的に進められることが重

要である。 

本講演では、JNES 委託により日本原子力学会において産官学による集中的な議論と検討が行
われた高経年化に対応したロードマップ、及び高経年化対策基盤強化のための研究開発について

紹介する。 

また、保全高度化の課題と体系化の方向性について議論するとともに、高経年化システムのた

めの工学技術に関する我が国の国際的なリーダーシップについてもふれる。 
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日本の原子力運転プラントにおいても、運転開始からの期間が長いものが増えており、これら

プラントに対する各種の補修、保全の対策が施工されつつある。 

原子炉や炉内構造物への保全技術を考えると、応力腐食割れ（ＳＣＣ）への対策に関するもの

は重要であり、これを目的とする構造物取替技術や予防保全のための技術、ひびに対する補修技

術が開発されている。 

レーザを応用した技術は原子炉内での施工に適する特長を有することから、予防保全、検査、

補修技術の各分野で発展してきており、今回、最近の技術内容とプラントへの適用実績を中心に

紹介する。 
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近年の高経年化プラントの増加に伴い、原子力発電プラントの保全対策は一層その重要性が高

まりつつあり、原子炉機器の補修・予防保全技術の高度化が進められている。沸騰水型原子力発

電プラントの原子炉内部構造物の補修・予防保全作業においては、原子炉上部から炉内への装置

アクセス性や狭隘部での作業性を考慮した高度な遠隔操作技術が要求され、これまでにさまざま

な保全技術が開発されている。 

本講演では、最近における原子力発電プラント炉内機器の補修・検査・保全技術全般に係わる

技術紹介を行うとともに、原子炉底部機器の補修・保全技術の代表例として、ウォータージェッ

トピーニング(ＷＪＰ)による予防保全技術、及び多軸制御ロボットを用いた封止溶接による欠陥

補修技術を紹介する。 

 

加圧水型原子力発電所の主要機器に関する保全技術 
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 加圧水型原子力発電所の安全・安定運転を達成するためには検査、評価、補修等の保全技術の

確立が必要である。このため過去からの運転経験や最新の研究成果等から得られる科学的知見に

基づき、適切に劣化モードを抽出し、発生・進展評価を実施するとともに、最新技術の開発を推

進し、検査、補修技術を確立・適用していくことが不可欠である。具体的には、1 次冷却材配管
や蒸気発生器等に使用されるインコネル 600合金の応力腐食割れ対策、主要配管や再生熱交換器
における高サイクル疲労割れや 2次系主要機器に対するこれまでの実施状況さらには今後の取組
課題について紹介する。 
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三菱重工業株式会社は、四国電力株式会社伊方発電所 1 号機において、世界で初めて PWR 炉
内構造物を一体で取り替える工事を完了しました。本工事は、高燃焼度燃料の採用に伴う制御棒

増設への対応と、炉内構造物を構成するボルトの海外での損傷事例を受けた予防保全対策及び信

頼性向上のために実施したものです。 

本講演では、運開後約 20年を経過して放射線量の高くなった炉内構造物を上下部一体で気中に
て専用保管容器に収納し搬出した後、最新の標準型 2ループ炉内構造物を基に設計した新しい炉
内構造物を既存の原子炉容器に高精度で据え付けることに成功したことなど、工事の特徴につい

て紹介する。 
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Technical installations that are subject to special safety considerations have to be 
constantly checked and brought into line with the latest developments in the state of the 
art. This is especially important in the case of nuclear power plants. The longer they have 
been in service, the greater that maintenance and repair effort they require. 
 
Piping systems form the links between the components of the reactor coolant system (RCS) 
and between the RCS and the auxiliary systems, and they are thus required to meet the 
stringent safety standards prescribed for nuclear systems. It is frequently necessary to 
inspect, test or perform machining operations on the inside of pipes. 
 
A range of equipment has been designed to enable visual inspection, ultrasonic (US) and 
eddy current (EC) testing and grinding, cleaning, milling and welding work inside of 
horizontal as well as vertical pipes. 
 
This system of manipulators is able to be inserted into the pipe via valves (gate valve, 
angle valve, check valve, etc.) with its internals removed. So, it is not necessary to cut the 
pipe to get access to the inner pipe surface. 
 
The equipment range covers inner diameters from 80 mm to 1000 mm. 
 
 
 
 

特段の安全性が重要視される設備は定期的な点検とともに、その時点での最新の開発技術が導

入されなければならない。このことは原子力発電の場合、特に重要となる。設備機器の操業期間

が長ければ長いほど、それらの保全・補修作業がますます必要となる。 

炉心冷却系(RCS)の機器間や RCS と補助系との接続を形成している配管系では上記の原子力
発電での厳重な安全基準に合致することが求められている。それら配管系は頻繁に検査と試験も

しくは配管内面の機械加工作業を行うことが必要となる。 

一連の機器は縦配管や横配管内部の目視検査、超音波試験、渦電流(EC)試験、研磨・清掃・研
削・溶接作業等が可能な様に設計されている。 

ここに紹介するシステムは、配管内内装材を取り除くこことで各種バルブ(gate valve, angle 
valve, check valve)から挿入することが可能であり、パイプそのものを切断することなくその内
表面を検査できるものである。 

適用可能なパイプ内径は 80mmから 1000mmである。 
 


