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インドのエネルギー事情等 

 世界第二位の人口大国： 13億3900万人、2024年には中国を追い抜く可能性
があると指摘(国連経済社会局2017年6月） 

 高い経済成長率： GDPは約7%/年で増大(WEO2017)   
7.2%（2014）、7.9%（2017）、6.8%（2016）、7.2%（2017）、7.7%(2018) 

 急速な経済成長と人口増加のため一次エネルギー消費量が急増： 
一次エネルギー消費量(2016年）＊１： 中国、米国に次ぐ世界第3位（約5％） 
温室効果ガス(GHG)排出量(2015年）＊2： 中国、米国に次ぐ世界第3位（6.4％） 
    ⇒政府はCOP21で、2030年までにGDP当たりのGHG排出量を2005年比で33～ 
   35％削減する自主目標を発表 

 一次エネルギー消費量の増加に加え、中間層の増加や生活水準の向上のため
に電力需要も近年飛躍的に増大しており、電力不足も深刻：  
電力普及率（2014年）＊3が79.2％（2.7億人が電気にアクセスできない状況） 
都市部を中心に停電が頻発（経済成長の阻害要因） 

 環境汚染の問題 
石炭火力、モータリゼーション等による都市部での深刻な大気汚染 

 *1: BP Statistical Review of World Energy June 2017 
 *2: Key world energy statistics 2017, IEA 
 *3: World Bank DataBank 
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インドの発電設備容量（2017年3月） 

47.3GWe 
(13%) 

190GWe 
(52%) 

6.78GWe 
(2%) 

25GWe 
(7%) 

0.8GWe 
(0.2%) 

44GWe 
(12%) 

50GWe 
(13.7%) 

全発電設備容量(自家発電を含む)：364GWe 

配電網
へ接続 

「S.K.シャルマ（NPCIL) 「インドの原子力発電開発と今後の計画」 第50回原産年次大会(2017)」のデータを用いて作成 

（水力を除く） 

原子力 

原子力 
（注）自家発電： インドでは停電が多く、その対策の

ためにディーゼル発電機が工場や商業施設に
導入されており、電力供給の一部を担っている。 
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インドの運転中、建設中、計画中の原子力発電所（2017年10月） 

NPCIL, WNA,「「S.K.シャルマ（NPCIL) 「インドの原子力発電開発と今後の計画」 第50回原産年次大会(2017)」のデータを用いて作成 

4 ｘ 70万kWe 

2 ｘ 22万kWe 

露：ロスアトム＊ 

米国：GE＊ 

仏国：EDF＊ 

 2 ｘ 70万kWe (PHWR) 

 6 ｘ 125万kWe (AP1000) 

  4 ｘ 70万kWe (PHWR) 

ゴラクプール 

 6 ｘ 120万kWe (VVER-1200) 

ハリプール 

コバーダ 

チュタカ／ビンプール 

 2 ｘ 22万kWe (PHWR) 
  1 ｘ 50万kWe (PFBR) 
  2 ｘ 60万kWe (FBR) 

マドラス/カルパッカム 
 4 ｘ 22万kWe (PHWR) 

 2 ｘ 70万kWe (PHWR) 

カイガ 

 6 ｘ 170万kWe (EPR) 

ジャイタプール 

 2 ｘ 16万kWe (BWR) 
  2 ｘ 54万kWe (PHWR) 

タラプール 

6 ｘ 160万kWe (ESBWR) 

ミティビルディ 

   2 ｘ 22万kWe (PHWR) 
    2 ｘ 70万kWe (PHWR) 

1 ｘ 10万kWe (PHWR) 
1 ｘ 20万kWe (PHWR) 
4 ｘ 22万kWe (PHWR) 
2 ｘ 70万kWe (PHWR) 
4 ｘ 70万kWe (PHWR) 

クダンクラム 

 2 ｘ 22万kWe (PHWR) 

ナローラ 

＊軽水炉の輸入先を示す 
 2 ｘ 100万kWe (VVER-1000) 
 1 ｘ 100万kWe (VVER-1000) 
 3 ｘ 100万kWe (VVER-1000) 

2 ｘ 100万kWe 

ラジャスタン 

カクラパー 

露：ロスアトム＊ 

  運転中  22基  6.78GWe （PHWR、LWR） 

  試運転中  1基  0.5GWe （PFBR） 

  建設中    4基  2.8GWe （PHWR） 

  建設中    1基  1.0GWe （輸入LWR） 

  計画中    12基   8.4GWe （PHWR) 

  計画中      2基   1.2GWe （FBR) 

  計画中    27基 約36GWe （輸入LWR） 

米国：WH＊ 
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インド政府の発電設備の増設計画 

 2016年12月、インド電力省中央電力庁は、この先10年の電力政策案を示した
文書「Draft National Electricity Plan（Volume 1）Generation」を公表 

 
 火力 水力 原子力 再生可能 

エネルギー 
増設分
の合計 

第13次5ヵ年計画期 
（2017年4月～2022年3月） 

4.34 15.3 2.8 
(PHWR 4基） 

115.3 137.8 

第14次5ヵ年計画期 
（2022年4月～2027年3月） 

44 12 4.8 
(VVER 2基＋ 
PHWR 4基) 

100 160.9 

(単位：GWe) 

原子力 
10.08GWe 

2% 
原子力 

14.88GWe 
2% 

2022年3月の発電設備容量の見通し 2027年3月の発電設備容量の見通し 

（PFBRを含む） 
（PFBRを含む） 
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支 

援 

機 
関 

原子力委員会 （AEC、1948年設立） 
DAE科学研究評議会 

首 相 

原子力規制委員会 

（AERB、1983年設立） 

 

 

 

タタ基礎研究所 

タタ記念センター 

サハ核物理研究所 

物理研究所 

プラズマ研究所 

国立科学教育研究所 

数理科学研究所 

ホミ・バーバ国立研究所 

 （2005年設立、準大学） 

ハリス・チャンドラ研究所 

原子力教育学会 

基礎科学拠点センター 

原子核科学研究審議会 

国立高等数学審議会 

 

 
バーバ原子力研究センター 

 （BARC) 

インディラ・ガンジー原子力 

 研究センター （IGCAR） 

ラジャ・ラマンナ先端技術 

 センター（RRCAT） 

可変エネルギーサイクロトロン 

 センター（VECC） 

原子力鉱物探査研究所（AMD） 

世界原子力パートナーシッップ 

  センター （GCNEP) 

 

 

 

（電力部門） 

インド原子力発電公社 

 （NPCIL） 

バラティヤ・ナビキヤ・  

 ビデュト・ ニガム社  

 （BHAVINI） 

 

（公共部門） 

 インド希土類公社（IREL） 

 インドウラン公社（UCIL） 

 インド電子機器公社（ECIL） 

 

 

 

重水製造局（HWB） 

 

 

核燃料コンプレックス 

 （NFC） 

 

放射線・アイソトープ 

 技術局（BRIT） 

 

 

 

研究開発部門 公営企業 産業部門 事務 

部門 
 

 

 

調達・貯蔵局 

 

 

建設・サービス・ 

 施設管理局 

 

 

総務部 

サービス組織 

原子力庁 （DAE* 、1954年設立） 
*Department of Atomic Energy 

インドの原子力開発体制（1/2) 

DAE年報（2016-2017)を基に作成 
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 バーバ原子力研究センター(BARC)  

 1957年設立（1967年に現名称に改名） 

 トリウム燃料を用いた新型重水炉（AHWR）等とその燃料サイクル等の原子
力の基礎から応用までの広範囲の先進的な研究開発を実施 

 インディラ・ガンジー原子力研究センター(IGCAR) 
 1971年設立 
 高速中性子炉（ナトリウム冷却高速炉（SFR））サイクルの研究開発を実施 

 インド原子力発電公社（NPCIL)  
 1987年設立 
 原子力発電所（熱中性炉：重水減速・加圧重水冷却炉（PHWR) 及び軽水炉）

のサイト選定から設計・建設・運転、デコミまで実施 

 バラティア・ナビキヤ・ ビジュット・ニガム社（BHAVINI：Bharatiya Nabhikiya 
Vidyut Nigam Limited） 
 2003年設立 
 高速増殖原型炉（PFBR）を含むSFRの建設･運転を実施 

インドの原子力開発体制（2/2) 
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 第1段階（熱中性子炉サイクル）：天然ウランを燃料として利用できる重水減速加圧
重水冷却炉（PHWR）を建設し、発電するとともに、ウラン238（238U）から核分裂性
のプルトニウム239（239Pu）を生産 

 第2段階（高速炉サイクル）： PHWR燃料を再処理して回収されるPuと減損ウランを
燃料として使う高速増殖炉（FBR）を建設し、発電するとともに、炉心燃料中の238U
から239Puを生産してリサイクル。電力需要の伸びが緩やかになった第2段階の後
期には、ブランケットにトリウム232（232Th）燃料を装荷し核分裂性の233Uを生産 

 第3段階（新型重水炉サイクル）： FBRのブランケット燃料を再処理して回収される
233Uと232Thを燃料として使う新型重水炉(AHWR；増殖炉)を建設し、発電するととも
に、炉心燃料中の232Thから233Uを生産してリサイクル 

 インドのウラン（U）資源は乏しく品位もよくないが、国内に豊富なトリ
ウム（Th）資源（世界第2位）を有しているため、将来、このThを有効
活用する「U-Thサイクル」をベースとしたインド独自の3段階の原子力
開発計画（クローズド燃料サイクル）を1950年代前半に策定し、この
計画に沿って原子力開発を進めてきており、現在は、その第2段階に
当たるFBRサイクル技術の開発を重点的に進めている。 

インドの原子力開発計画（三段階方式） 
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インドの原子力開発計画（三段階方式） 

第１段階 第２段階 第３段階 

重水減速・ 

加圧重水冷却炉 

PHWR 

Pu燃料 

高速増殖炉 

U-233燃料 

増殖炉 

発 電 
天然ウラン 

約330GWe・年 

減損ウラン 

Pu 

Pu U-233 

発 電 

発 電 

出典： DAE, “Atomic Energy in India: A Perspective”,Sep.2006 （軽水炉等を追記） 

青字：国内資源を全て電力生産に使用すると想定した発電ポテンシャル 
（S.K.シャルマ（NPCIL) 「インドの原子力発電開発と今後の計画」 第50回原産年次大会(2017)より） 

トリウム 

トリウム 

U-233 

軽水炉 

Pu 

約42,200GWe・年 

約155,500GWe・年 濃縮ウラン 

海外から導入 



9 

インドは、フランスの高速実験炉（ラプソディ）技術を基に、独自路線
の開発を進めてきた。 

（1974年及び1998年に地下核実験を実施により、国際社会からの支援が途絶；
1998年の核実験後、自発的な核実験モラトリアムを宣言・維持） 

当面、増殖性に有利なUPuを用いた高速炉サイクル技術開発を実
施中 

急増する電力需要と環境問題に対応するため、2020年代に高速炉
実用化、2050年頃には高速炉を原子力発電の主流とする方針 

技術的には、タンク型SFR、MOX燃料、湿式再処理をベースとする
が、増殖性の観点から将来的には金属燃料、乾式再処理へ移行す
る方針 

  （PFBR及びFBR-1～6はMOX燃料、それ以降の高速炉は金属燃料を使用予定） 

高速炉サイクル技術開発の政策と位置付け 
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インドの原子力導入戦略評価（ポテンシャル評価） 

 2004年にインド原子力庁（DAE）は「電力成長戦略」 を策定（左図）： 

一人当たりの年間電力消費量を今後約50年間で1桁増大を目標 

エネルギー安定供給と環境負荷低減の観点から、原子力発電の大幅な増大が必要 

国内の資源的制約から、高速炉（FBR）の大幅導入が不可欠 

 2008年のDAEのケーススタディ（右図） 

海外から濃縮ウラン付きで大型軽水炉40GWeを海外から導入 

その使用済燃料を再処理し、FBRでリサイクル ⇒ 2050年頃の電力設備の半分を原子力で賄うポテ
ンシャルがあるとの検討結果 

A. Kakodkar, ”Nuclear Energy in India- Retrospect and Prospects,” 
An International Journal of Nuclear Power-Vol.18, No.2-3 (2004) 

29GWe 

63GWe 

原子力＊：
275GWe 

(20%) 

＊大半を高速炉で賄いたい 
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これまでの高速炉サイクルの開発実績 

○高速実験炉（FBTR：4万kWt.、1.35万kWe、ループ型、U/Pu炭化物燃料）の建設で
スタート 

   ・ 1969年 フランスと協定を締結し、SFR実験炉ラプソディと同じ設計を採用 
   ・ 1985年 運転開始 
   ・ 1993年 インド独自で発電設備を追加 
   ・ U/Pu炭化物燃料は、バーバ原子力研究センター（BARC；ムンバイ）で製造 
   ・ FBTRのハイブリッド炉心用のMOX燃料は、BARCの先進燃料製造施設 
    （AFFF；タラプール）で製造 

○高速原型炉（PFBR：50万kWe、タンク型、MOX燃料) を国産技術で設計・建設 
   ・ 2004年 着工 
   ・ 2017年 初臨界達成予定 
   ・ PFBR用の初期の数炉心分のMOX燃料は先進燃料製造施設（AFFF）で製造 

○再処理パイロットプラント（CORAL) を運転中 
   ・ 2003年からFBTRの使用済燃料（炭化物燃料）を処理 

○再処理実証プラント（DFRP；PFBR燃料処理 500kg/年、またはFBTR燃料処理 
100kg/年）を試運転中 

○高速炉サイクルに関して、仏韓露との二国間協力、IAEAとの多国間協力を実施中 

 

 



12 

高速増殖試験炉（FBTR）  

原子炉容器
中間熱交換器

蒸気発生器
蒸気タービン

サージタンク

515℃

510℃

480℃／125bar

発電機

復水器

給水加熱器

脱気器

給水ポンプ２次系ポンプ１次系ポンプ 復水ポンプ 循環ポンプ 冷却塔

49℃

35℃
200℃

284℃380℃

１次系（２ループ）

２次系（２ループ）

アルゴンカバーガス

復水系および給水系

蒸気系

復水器冷却系

49℃

• 40 MWt / 13.5 MWe 

• ループ型 

 （1次系、２次系 各2ループ ） 

• 蒸気発生器 4基 

• 蒸気タービン １基 

• 燃料:  炭化物燃料（PuC–UC） 

（1985年運転開始） 

出典：S. C.Chetal, “Journey of  FBRs in India & Perspectives on Futre FBRs,” TWG-FR, May 15-18, 2017; 一部追記 
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 1969年にフランスCEAと契約 

 1974年に建設が開始され1984年に完成 

 蒸気発生器とタービン以外は、フランスの高速実験炉ラプソディと同じ設計 

 設計当初はラプソディと同じ酸化物燃料を用いる予定だったが、（1974年の核実験
のため）小型炉心用の高濃縮ウランが手に入らなくなったため、酸化物燃料に比
べて高密度で高Pu富化度が可能な炭化物燃料（PuC-UC；BARCで製造)に変更 

 1985年10月 初臨界（MK-I 燃料（70%PuC-30%UC）） 

 小型炉心（１MWｔ）で、炉物理、システム、安全性試験等を実施、その後MK-I炉心
燃料の外周部にMK-II燃料（55%PuC-45%UC ）を設置して出力を増強 

 1993年1月 蒸気発生器を設置、12月に10.5MWtを達成 

 1997年7月 送電開始 

 外側炉心をMOX燃料（44%PuO2-56%UO2）とする炉心のハイブリッド化を実施 

 PFBR用MOX燃料集合体や金属燃料の照射に利用 

 2028年まで寿命延長予定（更なる延長も検討中） 

FBTRの建設経緯と運転実績 
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電気（熱）出力        500 MWe (1200 MWt)  

型式（１次系）        プール型（タンク型） 

原子炉冷却材          ナトリウム 

燃料              (Pu,U)O2 

増殖比   1.05 

1次系入/出口ナトリウム温度  397℃/547℃ 

１次ナトリウムポンプ                  2 

中間熱交換器           4 

２次ナトリウム系           2 

蒸気発生器（１ループ当たり）    4 

タービン発電機     1 

蒸気条件              490℃ 、 16.7 MPa 

設備利用率   75％ 

設計寿命                              40 年 

 インド独自で設計（ナトリウム冷却系の2ループ化等） ・建設 

 2003年9月に政府が予算認可 

 2017年 初臨界達成予定 （2015年7月に建設完了し、現在、試運転中） 

高速増殖原型炉（PFBR） 

出典：S. C.Chetal, “Journey of  FBRs in India & Perspectives on Futre FBRs,” TWG-FR, May 15-18, 2017; 一部追記 
     写真： R.B. Vinayamoorthy, eta al., “Lessons and Strategies from FBTR to Future Fast Breeder Reactors,” IAEA-CN245-522, FR17 (2017) 
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高速増殖原型炉(PFBR)の原子炉断面図 

主容器（原子炉容器） 

炉心支持構造 

コアーキャッチャー 

グリッド板 

炉心 

内容器 

ルーフスラブ 

大回転プラグ 

小回転プラグ 

制御プラグ 

制御棒駆動装置 

炉内輸送機 

中間熱交換器 

１次ナトリウムポンプ 

安全容器 

原子炉ボールト  

外径12.9m 

直径1.8m×高さ1m 

出典：S. C.Chetal, “Journey of  FBRs in India & Perspectives on Futre FBRs,” TWG-FR, May 15-18, 2017; 一部追記 
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2002年 詳細設計を完了（IGCARで設計） 

2003年9月 予算認可  
  建設費： エスカレーション込みで349.2億ルピー（7.75億ドル、2.7円/ルピー換算で943億円） 

2003年10月 PFBRの建設･運転（後継炉を含む）を行うためにBHAVINIを設立 

2004年10月 PFBRの建設開始（カルパッカムのベンガル湾に面した海岸（IGCAR
の北側））  

2004年12月 基礎コンクリートの施工開始直後に、インドネシア沖地震による津波
の被害 

2015年7月 建設完了 

2017年10月現在 試運転中（原子力規制委員会（AERB）のナトリウム充填＊、燃
料装荷、出力上昇の許可待ちの状態） ＊2次系にはナトリウム充填済み 

    国内外の専門家や海外の高速炉開発企業（ロシアOKBM、フランス (AREVA-NP)の協力を得て、 
      設計のピアレビュー･安全レビューを実施 

2017年に初臨界達成予定 

○原材料以外は全てインド製 

高速増殖原型炉(PFBR)の建設経緯 
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 PFBRに比べて安全性、経済性を向上させた実用炉FBR1&2（60万kWe; タンク型; 
MOX燃料）をツインプラントとしてPFBRサイトに隣接して建設、2020年代後半に運転
開始予定 

 エネルギー需給の急速な伸びに対応するため、MOX燃料より高増殖の金属燃料高
速炉を順次導入する計画 
 2025年頃 金属燃料サイクルの研究開発も並行して実施中で、金属燃料の実験

炉FBTR-2（10万kWt）を運転開始予定 
 2030年頃 金属燃料の実証炉MDFR（50万kWe）を運転開始予定 

 まずは、U-Pu金属燃料高速炉の十分な増設を図り、本格的なTh利用は2070年以
降と考えている。 

（Th利用技術として新型重水炉（AHWR） 以外にも、高温炉、溶融塩炉（MSR）、加速器駆動
炉（ADS） 等の先進炉や関連サイクル技術の研究開発を進めており、Th-233U燃料サイクル
の本格導入時期はそれらの今後の展開に依存するとしている。） 

 燃料製造・再処理・廃棄物管理を行う統合型の高速炉燃料サイクル施設（FRFCF)を
PFBRと併設して建設中（2021年に運転開始予定＊） 

                                   * 08 August 2017, World nuclear news 

 

今後の高速炉サイクル開発計画 



18 

高速炉とその燃料サイクル計画 

PFBRに比べて 

FBR-1&2は 

経済性と安全性を 

更に向上 

（Gen-3+レベル以上） 

出典：K. Velusamy, “Progress in Fast Reactor Programme of India: April 2016 – March 2017,” TWG-FR, May 15-18, 2017; 一部追記 

(金属燃料) 

 MOX燃料SFRで実用化を図った後、将来的には、高増殖の金属燃料SFRに移行予定 

(MOX燃料) 

実証炉 
50万kWe 

 
 

実用炉 
100万kWe 

炉心高さ1ｍ 
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FBR–600: 原子炉設計のアプローチと進化 1/2 

PFBR: 500 MWe  FBR- 600 MWe  

PFBRの設計・製作・建設
・運転を通じて以下のノウ
ハウを習得 

• 経済性向上 

• 高度な原子炉及び機器
の設計・製作・技術開発 

• より高い安全性 
 -ポスト福島、 
 -第4世代炉のアプローチ 

• PFBRとほぼ同じ容器寸法
でより高出力可能性 

• 経済性（ツインユニット、60
年寿命等）と製造技術の
習熟度を考慮 

 出力： 600MWe 
 炉心の拡大 
 目標：PFBRと比べて 
  -より高い増殖比（1.1） 

  -ナトリウムボイド係数の低減 
             （＜1$ ） 

 容器寸法：PFBRとほぼ同径、
高さは少し高い 

 炉心：均質 

 利点： 金属燃料サイクル技
術が成熟するまで、既存の
MOX燃料技術を利用 

（MOX燃料FBR-600を6基建設予定） 

出典：S. C.Chetal, “Journey of  FBRs in India & Perspectives on Futre FBRs,” TWG-FR, May 15-18, 2017; 一部追記 
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FBR–600: 原子炉設計のアプローチと進化 2/2 

ナトリウムボイド係数の低減方策として、下記の３種類の炉心構成について検討 

          ①均質＋上部ナトリウムプレナム付き炉心 
          ②径方向非均質＋上部ナトリウムプレナム付き炉心 
          ③軸方向非均質＋ナトリウムプレナム付き炉心 

比較検討の結果、性能はやや劣るもののより確実な成立性が見込める①を選択 

PFBR 

 出力：500MWe 
 ナトリウムボイド係数： 2.7$ 
 Pu富化度：20.7%/27.7% 
 増殖比：1.05 

出典：S. C.Chetal, “Journey of  FBRs in India & Perspectives on Futre FBRs,” TWG-FR, May 15-18, 2017; 一部追記 
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進化する燃料サイクル 

出典：S.A. バルドワジ、「インドの原子力開発プログラム」、第48回原産年次大会（2015年4月） （一部追記） 
http://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2015/04/原産大会48th_シブ・アビラシュ・バルドワジ_fix.pdf 

 

以下の半減期
でPuに崩壊 

242Cm 160日 
243Cm 29.1年 
244Cm 18.1年 

http://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2015/04/原産大会48th_シブ・アビラシュ・バルドワジ_fix.pdf
http://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2015/04/原産大会48th_シブ・アビラシュ・バルドワジ_fix.pdf
http://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2015/04/原産大会48th_シブ・アビラシュ・バルドワジ_fix.pdf
http://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2015/04/原産大会48th_シブ・アビラシュ・バルドワジ_fix.pdf
http://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2015/04/原産大会48th_シブ・アビラシュ・バルドワジ_fix.pdf
http://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2015/04/原産大会48th_シブ・アビラシュ・バルドワジ_fix.pdf
http://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2015/04/原産大会48th_シブ・アビラシュ・バルドワジ_fix.pdf
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高速炉燃料サイクル施設 

 商業規模の高速炉用酸化物燃料の燃料製造、再処理、廃棄物
処理を統合した高速炉燃料サイクル施設（FRFCF)を、PFBR

とコロケーションで建設中（2021年に運転開始予定） 
 

   ・PFBR炉心燃料   ： 7.5トン/年 

   ・PFBRブランケット燃料： 6.5トン/年 

   ・将来、同サイトに建設予定の FBR 1&2の燃料処理も行うため、処理 

    容量を50トン/年に拡張予定 

    

FRFCFの建設状況 
出典：A. Ravisankar, et al., An Indian Perspective of the Development of Fast Reactor Fuel Reprocessing Technology, FR13 (2013). 

   A.K. Bhaduri, Indian Fast Reactor Programme: Status and R&D Achievements, CN245-420, FR17(2017). 


