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1. はじめに 

1.1 調査の目的 

2018 年 7 月に閣議決定した「第５次エネルギー基本計画」において、原子力発電は引き

続き長期的な需給構造の安定に寄与する重要なベースロード電源とされた。その一方で、東

京電力福島第一原子力発電所事故以降、国内で再稼働した炉は 9 基にとどまっている。こう

した状況下で、これまで継続的な原子力発電所の建設や運転より維持されてきた我が国の

原子力技術・人材・産業基盤の弱体化もしくは喪失が懸念されている。また、国内では福島

第一原子力発電所の廃炉をはじめとする 24 基の廃炉が決定しており、安全かつ円滑な廃炉

を実現するためにも技術・人材・産業基盤を維持・確保していくことが求められている。 
我が国には、原子力プラントメーカーを中心に、原子力特有の技術基盤を持つ材料メーカ

ーや機器メーカー、ゼネコンや発電所周辺の地場産業等、裾野の広い産業によって支えられ

た原子力サプライチェーンが存在している。原子力発電所の不断の安全性向上を追求して

いくためにも、国内原子力発電所の再稼働や廃炉、海外での原子力プラント建設への関与等

の取組を通じて、これまで蓄積してきた優れた技術・人材、競争力ある原子力産業の広がり

を維持・強化していくことが重要である。 
本調査は、いま一度原子力サプライチェーンの現状等を詳細に整理することで、原子力事

業者の現実に即した、我が国原子力産業の維持・強化に資する政策の立案に役立てることを

目的とする。 

1.2 調査内容 

上記目的に沿い、本事業では以下の項目を調査し、調査結果及び結果の分析内容を報告す

る。 
 
 （１）国内原子力産業 
電気事業者、原子力プラントメーカー、燃料メーカー、サプライヤーその他原子力産業に

携わる企業（材料・素材、機器、装置、配管・バルブ、工事・サービス等）について、産業

構造の整理、各層を担う企業群、主要企業における原子力関連事業の現状（人員数、売上高

等）と震災前との比較、炉型ごとの重要機器・サービスにおけるサプライチェーン分析、技

術開発や人材育成方法等について事業者等に対する現地調査及びアンケート調査を行う。 
また、原子力産業において成長が期待されている廃炉分野については、各作業段階（除染、

燃料搬出、機器・設備の解体等）で廃炉に携わる企業の整理、当該企業の廃炉関連事業の概

要・動向や国内外企業との提携状況等の現地調査等を行う。 
 
（２）海外原子力産業 
米国、英国、ロシア、中国といった諸外国の原子力産業について、国内と同様に産業動向

の調査を行うとともに、SMR のような次世代炉・革新炉の開発動向とそのサプライチェー

ン構築状況、国・地域ごとの原子力に関する政策動向と原子力産業への影響、さらには産業

動向を踏まえた原子力産業政策の内容や効果、原子力産業の状況が各国における原子力発
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電所の建設（コスト・期間等）・運転保守（事故・計画外停止等）・廃炉（コスト・期間等）

に与える影響等について調査・分析を行う。また、廃炉分野については、各国における典型

的な作業工程ごとに、主要な企業における廃炉関連事業の現状、サプライチェーン構造、廃

炉を担う主要企業のビジネスモデル（競争力の源泉、利益を上げるための工夫、関連会社の

業種・数、海外進出の割合等）、技術開発や人材育成方法等の調査を行う。 
 
（３）今後の原子力産業の在り方の整理 

海外における原子力産業の動向の調査・分析等を踏まえ、我が国の廃炉を含む原子力産業

における今後の見通しと課題を整理する。国内外原子力産業の成長見込みや主要な機器・サ

ービスごとに国内外企業を比較することで、国内企業の優位性、国内原子力産業の課題、海

外企業との連携の可能性等について分析する。あわせて、国内原子力産業の競争力強化や課

題克服のために必要な施策について海外事例等も踏まえて分析を行う。 
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2. 国内原子力調査 

2.1 調査概要 

本節では、国内の原子力発電関連産業について、公開情報に基づいてサプライチェーンの

状況を調査した上で、論点を整理した。 
サプライチェーンの現状を詳細に整理する上で、まず、調査対象を明確化する。 
前章で述べたとおり、2018 年 7 月に閣議決定された「第 5 次エネルギー基本計画」にお

いて、原子力発電は「安全性の確保を大前提に、引き続き長期的な需給構造の安定に寄与す

る重要なベースロード電源」とされた。また、第 5 次エネルギー基本計画は、2015 年 7 月

に示された「長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）」1の実現と、2050 年を見

据えたシナリオの設計で構成されているが、エネルギーミックスについては、2030 年時点

での原子力発電比率（発電電力量ベース）で 20～22%を目指すと記載されている。2050 年

については、「非連続の技術革新の可能性がある」とした上で、化石資源に恵まれない我が

国は「エネルギー技術の主導権獲得が何より必要な国」であり、「脱炭素化技術のすべての

選択肢を維持し、その開発に官民協調で臨み、脱炭素化への挑戦を主導する」ことを 2050
年のエネルギー選択の基本とすることが述べられている。 
第 5 次エネルギー基本計画の 2030 年目標を実現するためには、①既設炉の再稼働、安全

で安定的な運転が必要であり、脱炭素化実現のための選択肢のひとつである原子力を 2050
年に向けて維持してくという理念の実現のためには、安全性向上を追求していくとともに、

②将来にわたっての建設能力の維持が必要になろう。 
このことを、原子力産業のサプライチェーン構造に照らせば、①既設炉の再稼働、安全で

安定的な運転のためには運転・保守時のサプライチェーンの維持が必要となり、②将来にわ

たっての建設能力の維持とは、とりもなおさず、建設が可能となるようなサプライチェーン

の維持を意味する。 
原子力発電は、建設～運転・保守～廃炉という 100 年にも及ぶ長期のライフサイクルを持

っており、上記の方策の実現のためには、建設～運転・保守時のそれぞれのサプライチェー

ンの特徴、現状と課題を整理した上で、有効と考えられる施策を検討する必要がある。この

ため、本調査では、原子力発電のライフサイクルを念頭においてサプライチェーンに関する

情報を調査した。 
また、原子力産業において今後の成長が期待されている廃炉分野においても、サプライチ

ェーンに関する情報を整理した。 
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2.2 原子力産業の全体構造 

2.2.1 世界の原子力産業概要 

ここでは、原子力産業の規模を把握するため、世界の原子力発電事業規模、将来展望及び

産業の状況について整理する。 

(1) 原子力発電の規模 

国際原子力機関（IAEA）が発行する年次報告書「世界の原子炉」2019 年版（2019 年 5 月

発行）2によれば、2018 年末現在の運転中基数 451 基、建設中 55 基、計画中 81 基、廃止決

定 172 基となっている。 
また、世界原子力協会（WNA）が月次で更新する「世界の原子炉とウラン需要」3によれ

ば、2020 年 2 月現在の運転中基数は 441 基、建設中は 54 基である。計画段階にあるものは

109 基、提案段階にあるものは 330 基である。 
 

 

図 2-1 世界の原子炉一覧 

（出典）WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements, WNA, 
London（2020）より三菱総合研究所作成  

(2) 原子力発電の伸長予測 

IAEA が発行する年次報告書「2050 年までのエネルギー、電力、原子力発電の予測」2019
年版（2019 年 9 月発行）には、エネルギー・電力・原子力発電に関する現況や、2030 年・
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2040 年・2050 年における世界全体及び地域別の発電設備容量の予測値が記載されている。 
予測値に関しては、「低位ケース」と「高位ケース」といった 2 種類が示されており、前

者は現在の発電設備容量の実績をもとに、その維持をベースに検討した保守的な数値であ

る一方、後者は現状維持にとどまらない、より野心的な取組みの実施を前提とし、加えて各

国の気候変動対策方針をも考慮して算出した数値である。 
世界の各地域の原子力発電設備容量 2018 年の実績値、及び 2030 年・2050 年の予測値（低

位・高位）は表 2-1 のとおりである。 

表 2-1 世界の原子力発電設備容量の実績値・予測値 

 
（出典）IAEA、年次報告書『2050 年までのエネルギー、電力、原子力発電の予測』、

https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-releases-new-projections-for-nuclear-power-through-2050
より三菱総合研究所作成 

 
世界規模で原子力発電設備容量をみると、仮に低位予測であっても現在よりも大きな落

ち込みは見られず、高位予測では、2030 年には 500GW、2050 年には 700GW を超え、現状

と比較して相当な伸長が見込まれる。こうした予測の背景としては、アジア・アフリカ地域

ではエネルギー需要の増加や気候変動対策等から原子力設備容量の増加が見込まれること、

また国際的にみても低炭素化の潮流があり、原子力への関心が高まっていること等が考え

られる 4。 

(3) 原子力産業規模の伸長予測 

WORLD NUCLEAR ASSOCIATION が発行する「The World Nuclear Supply Chain: Outlook 
2035」では、世界の原子力発電の売電収入を表 2-1 のとおり予測している。2016 年から 2035
年にかけて、OECD 加盟国でも売電収入で約 30％の伸長、非 OECD 加盟国では 4 倍近くの

伸長が見込まれ、2035 年には全世界での原子力発電による売電収入は約 5,000 憶ドルに達

する可能性があるとされている。 
 
 

https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-releases-new-projections-for-nuclear-power-through-2050
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-releases-new-projections-for-nuclear-power-through-2050
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表 2-2 2016 年から 2035 年における原子力発電所発電量及び売電収入予測 

地域 項目 2016年 2020年 2025年 2030年 2035年 

OECD 加盟国 
原子力発電量（単位：TWh） 1980 1996 2024 2043 2072 

売電収入（単位：10億米国ドル） 243.1 205.6 253.9 302.1 322.8 

非 OECD 加盟国 
原子力発電量（単位：TWh） 655 844 1183 1683 2059 

売電収入（単位：10億米国ドル） 46.6 65.4 95.6 141.6 178.2 

世界全体 
原子力発電量（単位：TWh） 2635 2840 3207 3726 4131 

売電収入（単位：10億米国ドル） 289.7 271.0  349.5 443.7 501.0  

 
（出典）WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, The World Nuclear Supply Chain: Outlook 2035, England and 

Whales(2016)より三菱総合研究所作成 

 
これに対し、2016 年時点での世界における原子力プラント新設の市場規模は約 2,200 億

ドルで、部材・サービスの国際調達額は年間約 60 億ドルから 100 億ドルとなっている。ま

た、2035 年までに新設される原子力プラントへの投下資本は 1.5 兆ドルを見込み、このうち

主要な国際調達規模は 300 億ドルに達するとされている。このように、WNA は世界規模で

の原子力産業全体及びそこに紐づく原子力サプライチェーンの大幅伸長を予測している 5。 

(4) 原子力発電所新設工事に係るコスト 

原子力発電所の建設費用には大きな幅があるが、数千億円規模に達することもある 6,7。 
The World Nuclear Supply Chain: Outlook 2035 では、原子力発電所の新設時に必要な経費に

ついて、建設プロセス及び調達リソースごとの内訳の目安を示している（表 2-3、表 2-4 参

照）。 
建設プロセスごとの経費内訳をみると、原子炉設備の整備（28％）をはじめとする建設工

事に必要とされる費用が圧倒的に多く、設計や工事全体のマネジメント、輸送や燃料装荷に

係る費用は大きな割合を占めていないことがわかる。 

表 2-3 建設プロセスごとの原子力発電所建設に係る経費内訳 

建設プロセス 経費比率（単位：％） 

設計、建築、エンジニアリング、許認可取得 5 

設計・調達・建設マネジメント 7 

建設及び設置作業 

原子力設備 28 

2次系設備 15 

その他周辺機器 18 

用地開発及び土木工事 20 

輸送 2 

試運転及び初期燃料装荷 5 

合計 100 
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（出典）WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, The World Nuclear Supply Chain: Outlook 2035, England and 

Whales(2016)より三菱総合研究所作成 

 
調達リソースごとの経費内訳をみると、原子力設備費（特に機械設備）が全体費用の約

半分となっており最も多く、次いで 4 分の 1 を占めるのが人件費となっている。このよう

に、設備費と人件費でプラント新設にあたっての調達コストの大部分を占める。その他、

工事部材費（12％）、プロジェクトマネジメント（10％）等と続いている。 

表 2-4 調達リソースごとの原子力発電所建設に係る経費内訳 

項目 経費比率（単位：％） 

設備 

原子力蒸気供給システム 12 

発電設備 12 

機械設備 16 

情報管理システム（ソフトウェア含む） 8 

建設材料 12 

人件費 25 

プロジェクトマネジメント 10 

その他 2 

初期燃料装荷 3 

合計 100 

 
（出典）WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, The World Nuclear Supply Chain: Outlook 2035, England and 

Whales(2016)より三菱総合研究所作成 

2.2.2 国内の原子力産業概要 

次に、国内の原子力産業の状況を把握するため、電気事業者の発電状況や原子力産業への

支出状況といった需要側の状況、原子力産業の売上高や従事者数と言った供給側の状況や

景況感等について整理する。 

(1) 原子力発電によるエネルギー供給の推移 

原子力発電産業が置かれている外部環境を明らかにする上で、最初に、原子力発電による

エネルギー供給の状況を確認した。 
我が国の一次エネルギー供給の推移を図 2-2 に示す。2011 年の東日本大震災以降、原子

力発電所の停止により大幅に原子力発電によるエネルギー供給が減っており、2017 年度に

おいても回復していないことが読み取れる。 
このことは、電気事業者の原子力発電による売電収入が、東日本大震災以降は減少してい

ることを示しており、ひいては原子力産業が置かれている事業環境が極めて厳しい状況が

続いている可能性も示唆している。 
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図 2-2 一次エネルギー国内供給の推移 

（出典）資源エネルギー庁、一次エネルギー国内供給の推移、エネルギー白書 2019 

https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2019html/2-1-1.html 
 

(2) 電気事業者の原子力関連支出と供給側の売上高推移 

次に、原子力産業の規模を明らかにする上で、前述の発電電力量からの推定に加え、原子

力産業の業界団体である一般社団法人日本原子力産業協会が会員企業等 iを対象に実施した

産業動向調査から、原子力産業の売上高推移を確認する。 
2018 年度までの直近数年間では、需要側である電気事業者 iiの原子力関係支出高は約 1.5

兆円から 2 兆円前後で推移している。（図 2-3 参照）。震災直後は支出高に大きな落ち込み

が見られたが、その後徐々に回復傾向にある。その要因としては、新規制基準に適合した原

子力発電所が再稼働したこと、及び新規制基準対応や特定重大事故等対処施設（以下「特重

施設」という）の関連工事があることが考えられる。このことは、震災後に電気事業者の原

子力関係支出高のうち「機器・設備投資費」や「土地・建屋・構築物」が増加している一方、

「運転維持・保守・修繕費」は震災後にはほぼ半減していることからもうかがえる。特に直

近 2 年間では、「機器・設備投資費」の増加と「運転維持・保守・修繕費」の減少が顕著に

見られる（図 2-3 参照）。また、図 2-4 に示すように、直近の状況を見ても、原子力関係支

出高のうち 20％が新規制基準対応に充てられていることがわかる。 
 

 
i 一般社団法人日本原子力産業協会の会員企業を含む、原子力発電に係る産業の支出や売上げ、従事者を

有する営利を目的とした企業で、対象企業数は 350 社。 
ii 原子力発電所を有する発電事業者。 

https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2019html/2-1-1.html
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図 2-3 電気事業者における原子力関係支出高 

（出典）一般社団法人日本原子力産業協会、原子力発電に係る産業動向調査 2019 報告書（2018 年度対象

調査）、https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2019/11/sangyodoukou2019_report.pdf 

 

 

図 2-4 2018 年度の新規制基準対応支出額 

（出典）一般社団法人日本原子力産業協会、原子力発電に係る産業動向調査 2019 報告書（2018 年度対象

調査）、https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2019/11/sangyodoukou2019_report.pdf 

 
一方で、供給側の売上高から見ても同様の傾向が確認できる。 
一般社団法人日本電機工業会が実施した「原子力発電設備関連統計」から、原子力産業の

売上高推移を確認した。2018 年度までの原子力産業の売上高をみると、東日本大震災が発

生した 2011 年からはやや落ち込みが見られるものの、2013 年から 2018 年までの間、ほぼ

横ばいとなっている（図 2-5 参照）。これは、新規制基準対応に関する発注や特重施設の建

設に関する電気事業者からの発注によるものと考えられ、サプライチェーンの売上高も外

https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2019/11/sangyodoukou2019_report.pdf
https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2019/11/sangyodoukou2019_report.pdf
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見上は維持できていることが供給側のデータからも確認できる。 
 

 

図 2-5 原子力産業の売上高の推移 

（出典）一般社団法人日本電機工業会、原子力発電設備関連統計 

https://www.jema-net.or.jp/Japanese/data/nps.html 

(3) 原子力関係従事者数 

ここまで、原子力産業の売上高自体は東日本大震災後、まだ大幅な減少傾向を見せていな

いことを確認した。一方で、今後の売上高の見通しは、長期停止中プラントの再稼働等に左

右されることもあり、予見性確保が困難な状況にあることも事実である。ここでは、そうし

た先行き不安の傾向の有無を雇用面からも確認するため、原子力産業界における従業員数

の推移を確認する。 
原子力産業従事者数においても、図 2-5と同様に震災以降減少傾向にある（図 2-6参照）。

2018 年度には 10,371 人と、2010 年度の 13,699 人から約 25％減少している 8。ただし、再稼

働のペースが上がらず、かつ原子力発電所の今後の新増設・リプレース等の先行きが見通せ

ない状況を考慮すれば、従事者数についても今後縮小していく可能性が危惧される。また、

従事者数の中でもとりわけ技能職の減少が顕著であり、独自のノウハウを保有した人材が

確保しづらくなりつつある現状が見てとれる。 

https://www.jema-net.or.jp/Japanese/data/nps.html
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図 2-6 各部門の原子力産業従事者数（2007~2016 年度） 

（出典）経済産業省、原子力の将来課題に向けた技術・人材政策について 

（日本電機工業会資料より作成）

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/pdf/016_05_00.pdf 
 

2.2.3 国内事業者の状況 

(1) 先行調査 

1) 原子力産業の景況感、課題 

ここまで、マクロ視点から、原子力産業の現況を概観してきたが、ここでは景況感をより

詳細に把握するために、原子力産業に関連する企業、団体向けに実施された先行調査を参照

した。 
日本原子力産業協会における 2019 年度のアンケート調査 iiiによると 9、2019 年度の原子

力産業の景況感を「悪い」とする回答が 80%を占め、1 年後（2020 年度）の景況感について

は「悪くなる」とする回答が 2018 年度の 10%から、24%へと 10 ポイント以上も増加した。 
このように、原子力事業者は原子力産業の見通しに関して前向きな見方を示していない。 
そうした理由の背景として、原子力発電所の長期運転停止があると考えられ、運転停止の

 
iii 調査対象は、日本原子力産業協会会員企業を含む原子力発電に係る産業の支出や売上げ、従事者を有す

る営利を目的とした企業で、対象企業数は 350 社。うち、有効回答企業数は 251 社（電気事業者 11 社、

鉱工業他 228 社、商社 12 社）である。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/pdf/016_05_00.pdf
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影響として「売上の減少」「技術力の維持・継承」「雇用や組織体制の縮小」「原子力事業

の縮小または撤退」等が示されている（図 2-7 参照）。 

 

図 2-7 原子力発電所の運転停止に伴う影響のアンケート結果 

（出典）一般社団法人日本原子力産業協会、原子力発電に係る産業動向調査 2019 報告書（2018 年度対象

調査）、https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2019/11/sangyodoukou2019_report.pdf 

 

また、同アンケート調査では、原子力発電に係る産業を維持する上での課題についても調

査している。課題として、「政府による一貫した原子力政策の推進」と回答した割合が最も

大きく、次いで「原子力に対する国民の信頼回復」、「原子力発電所の早期再稼働と安定的

な運転」の順となっている。これら 3 つの選択肢を選んだ割合がその他の選択肢の割合より

も 20 ポイント以上も高いことから、原子力産業界は政府に対する原子力政策の推進を強く

求めており、原子力に対する国民の信頼回復に苦慮しながらも、原子力発電所の再稼働や安

定運転を実現していきたいという切実な思いが見て取れる。 
 

https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2019/11/sangyodoukou2019_report.pdf
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図 2-8 原子力発電に係る産業を維持する上での課題（複数回答） 

（出典）一般社団法人日本原子力産業協会、原子力発電に係る産業動向調査 2019 報告書（2018 年度対象

調査）、https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2019/11/sangyodoukou2019_report.pdf 

 

2) 原子力事業の位置付けの変化 

ここでは、原子力に関わるそれぞれの事業者が、自社における原子力事業をどのように捉

えているかを確認した。 
各社における原子力事業の位置付けの変化を図 2-9 に示す。 
2018 年度、2019 年度において、原子力事業の来年度見通しに変化なしとする回答が 50%

を超えている一方、将来を不透明と感じている事業者はこの 1 年間でも 3 ポイント増えて

https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2019/11/sangyodoukou2019_report.pdf
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おり、縮小や撤退を検討または決定した事業者も同様に 3 ポイント増えている。このよう

に、直近 2 年間で原子力事業の縮小・撤退を検討する事業者の割合が増えている。 
 

 

図 2-9 原子力事業の位置付けの変化 

（出典）一般社団法人日本原子力産業協会、原子力発電に係る産業動向調査 2019 報告書（2018 年度対象

調査）、https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2019/11/sangyodoukou2019_report.pdf 

 

本調査は、特に原子力サプライチェーンに焦点を当て、各社が抱える課題とそれに対す

る適切な施策のあり方を具体的に検討することを目的としている。 

このため、電気事業者や自治体等も会員となっている原子力産業協会のアンケート結果

はあくまで傾向を確認するための予備的調査と位置付け、本調査では、サプライチェーン

各社に対するアンケート調査と、個別ヒアリングを行うことで、課題と適切な施策のあり

方を検討していくこととする。 

(2) 国内事業者の現況把握のためのアンケート調査 

国内におけるサプライチェーンの現況を把握するため、国内で原子力関連事業を展開す

る企業を対象としたアンケート調査を実施した。 

1) 調査方法 

国内の原子力産業のサプライチェーンに属しており、かつ業務実績を有する企業の状況

を把握することで今後の施策検討に向けた有用な知見が得られると想定し、サプライチェ

ーンの最上位に位置する原子炉メーカー3 社と近年取引実績のある企業を対象にアンケー

トを送付した。 

調査対象：原子炉メーカー3 社と近年取引実績のある企業 354 件 iv 

調査方法：電子ファイルの調査票をメール添付にて送付・回収 

調査実施期間：2019 年 12 月 

調査項目：表 2-5 のとおり 

 
iv 同一企業への送付および回答であっても、部署・事業所が異なる場合にはそれぞれ 1 件として扱った。 

https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2019/11/sangyodoukou2019_report.pdf


15 
 

表 2-5 アンケート調査項目  

質問分類 質問事項 

企業の基礎情報 ・ 主要な原子力関連の製品・サービス 

・ 一般廃炉事業の参入状況、今後の展開以降 

・ 製品･サービスの提供先の炉型、主な受注方法 

原子力関連事業の現状 ・ 企業全体の売上高及び従業員数 

・ 原子力関連の売上高、海外売上比率、従業員数 

・ 震災前 5 年程度及び震災後の状況 

・ 原子力関連事業の受注状況 

・ 企業の原子力特有性（製品・サービス、設備、人材） 

製品・サービスの納入先、

競合状況 

・ 納入先の企業数、他社との競合状況 

・ 製品・サービスが受注につながっている理由 

・ 技術的・価格的な観点での競合先（海外企業を含む） 

製品・サービスに関わる

調達 

・ 調達先の企業数（国内企業、海外企業） 

・ 主要な調達先の選定理由（国内企業、海外企業） 

・ 国内外の調達先に対する考え方 

人材採用、維持、育成 ・ 震災前の 5 年間及び震災後における採用状況 

・ 震災後における必要な人材の確保状況 

・ 既存の人材維持状況 

・ ベテラン社員の技術伝承の取組み状況 

・ 人材育成方法、人材育成における問題点 

・ 原子力関連の従業員の年齢構成 

東日本大震災の影響 ・ 現在直面している問題、5～10 年後の事業の問題点 

・ 東日本大震災以降の組織・事業内容における変化 

海外展開の実績、今後の

意向 

・ 製品・サービスの海外展開実績 

・ 製品・サービスの提供先の地域 

・ 今後の海外展開意向 

・ 海外展開方法 

・ 海外展開する場合の懸念事項 

今後の原子力産業を維持するための課題、提案、政府への期待･要望 

2) 調査結果 

 1)に示す調査期間において、160 件の調査票を回収し（回収率 45.2%）、既に原子力関連

事業から撤退したとの回答であった 1 件を除いた 159 件を対象として集計・分析を行った。

アンケート調査結果のまとめを以下に示す。なお、各設問の詳細な結果は別添資料 1 に示

す。 
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＜企業の基礎情報、一般廃炉分野への参入状況と今後の展開＞ 

 回答企業が提供する製品・サービスは、特定の業種への偏りは見られずさまざまな

分野に亘っていた。この中でも「配管･継手･サポート」が最も多く約 2 割であり、

次いで「試験･検査（機器及び役務）」、「プラント建設･電装」、「機械部品」、

「商社」が多かった。「一般廃炉（福島第一原子力発電所廃止措置を除く）」は約

9%（14 件）であった。 

 福島第一原子力発電所廃止措置を除く一般廃炉分野に参入済の企業は全体の 1 割

弱であり、そのうちの 5 割が「廃棄物管理」に係る事業を実施していた。一般廃炉

分野に未参入の企業のうち約 25%が今後の参入意向・予定があると回答していた

ものの、それ以外の約 75%は「ない」もしくは「わからない」との回答であり、全

体として一般廃炉への参入は未だ活発な状況に至っていなかった。 

 今後の一般廃炉分野での展開・新規参入にあたっての課題として、廃止措置計画を

はじめとする事業全体の見通しが不透明であることや、経験者不足や技術伝承等

社内体制の構築等が挙げられていた。 

 
＜原子力関連事業の実績、原子力特有性＞ 

 売上高、営業利益率、受注高について、東日本大震災前では回答企業全体として増

加もしくは一定の傾向があったが、震災以降は一転して減少傾向を示していた。企

業ごとの状況を個別に見ると、原子力関連の売上高、営業利益率、受注高、設備投

資費、研究開発費、従業員数の 6 項目について、「増加傾向」の企業（33 件）と

「減少傾向」の企業（64 件）が存在した。東日本大震災以降の原子力関連の組織・

事業内容の変化を比較すると、後者において原子力関連事業以外を強化している

傾向が見られた。 

 受注状況について分野別に見ると、震災前に多かった「既設の原子力発電所の改

造･メンテナンス」、「新設の原子力発電所」に係るものが震災後に大きく減少し、

「再稼働または新規制基準対応」に係るものが大きく増加するなど、新設から再稼

働関連に業務内容が移っている状況が示された。 

 自社の取扱部品・素材等、設備、人材の原子力の特有性について、取扱部品・素材

等において原子力特有のものであるとの回答割合が高かった。一方、設備について

は原子力以外にも使用可能とする回答が多数であった。 

 
＜原子力関連の製品・サービスの納入・調達＞ 

 自社の製品･サービスについて、国内外の企業を含めて他社と競合していない製品・

サービスがあるとする企業は 2 割に留まり、約 7 割を占める多くの企業が、他社と

競合しない製品・サービスはないと回答していた。 

 自社の製品・サービスが受注につながっている理由として、「これまでの信頼関係」、

「固有の技術力」が主であり、主要な調達先の選定理由と同様であった。なお、調

達先の国外企業に対しては前者、海外企業に対しては後者を重視する様子が見ら
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れた。調達先の選定にあたっては、品質確保の観点から国内企業を優先する企業が

多く見られた。 

 
＜原子力関連事業の人材＞ 

 原子力関連事業に携わる人材の維持について、業務量の維持・増加により人材不足

となっているとする企業が 3 割超見られる一方で、業務量の減少により人材の維

持が困難である、他部門の業務を行うことで人材を維持しているとする企業がそ

れぞれ 2割超見られた。売上高・受注高・営業利益率ともに増加傾向で人材不足が

発生している企業がある一方で、売上高、営業利益率は減少傾向であるものの人材

不足が発生している企業もあり、事業内容により人材の過不足に差が出てきてい

る様子がうかがえる。 

 ベテラン社員の技術伝承はほとんどの企業において取り組まれており、人材育成

方法として実務が重要な位置付けとなっていた。しかしながら、震災後は業務量の

減少に伴い実務経験も減少しており、技術伝承の観点から望ましくないことはも

ちろん、人材のモチベーション維持にとっても望ましくない状況となっている。 

 
＜東日本大震災の原子力関連事業への影響＞ 

 原子力事業の見通しが不透明な中、受注の減少や製造コスト等が高騰するなど国

内での事業環境が厳しくなっているものの、国内における自社の技術力・競争力の

低下といった問題は現時点で顕在化していない様子であった。しかしながら、5～

10 年後の事業の問題点として、「自社の技術力の低下」に対する懸念が前回調査

結果と比較して増大していることから、自社の技術力の維持が難しい状況になり

つつあると考えられる。 

 現在直面している問題について、前回調査結果と比較すると「製造コスト等の高

騰」、「部品・部材等の入手困難」、「自社の技術者の維持・確保の困難」が該当

するとの回答の増加が顕著であった。 

 5～10 年後の事業の問題点について、今後深刻化していくとの懸念がある、もしく

は見通せていないとする企業が多く見られ、前回調査結果よりその割合が高まっ

ていた。 

 事業内容については、ビジネスのバランスを変更して原子力関連事業以外を強化

したとする割合が前回調査結果の約 1.5 倍となっており、事業環境の変化を踏まえ

て事業内容も変更されつつある様子がうかがえる。 

 
＜原子力関連事業の海外展開＞ 

 原子力関連の製品・サービスの海外展開実績について、ほとんどの企業に実績がな

かった。海外展開実績がある企業（製品：35 件、サービス：22 件）の活動内容を

確認すると、製品の輸出や人材の派遣が主であり、海外拠点を設置している企業は

少数であった。今後の海外展開については、6 割超の企業が海外展開の実績・予定
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ともに「ない」としており、全体として活発に海外展開が行われている状況にはな

い様子がうかがえる。 

 海外展開する場合の懸念事項として、「原子力発電所等を建設する国の規制や製品

認証」及び「原子力発電所等を建設する国の原子力政策の動向」が主であった。こ

れらは前回調査結果と比較して選択率が 2 倍近くとなっており、展開先の国にお

ける制約や規制の動向に対する懸念または関心が高まっている様子がうかがえる。 
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2.3 国内原子力発電プラントのライフサイクルごとの状況 

ここでは、原子力産業サプライチェーンにとっての市場を、建設、運転・保守、廃炉とい

う原子力発電所のライフサイクルごとに区分けして、現状を整理した。 

2.3.1 建設状況 

(1) 国内外におけるプラント建設状況 

我が国において、2000 年以降に建設が開始された原子力発電所の建設開始年と運転開始

年を表 2-6 に示す。 
現在運転中のプラントのうち、最後に建設されたプラントは北海道電力の泊 3 号機であ

る。現在建設中のプラントは大間、島根 3 号機、東京電力東通 1 号機の 3 基となっている

が、東通 1 号機は福島第一原子力発電所事故を受け、本格工事を当面見合わせることを発表

している 10。 
したがって新規着工は 2011 年以降行われておらず、特に加圧水型軽水炉（PWR）に関し

ては 15 年近く新規着工がないのが我が国の状況である。 
海外に目を転じると、2.2.1 でも確認したとおり、現在世界中で建設中の原子力発電プラ

ントは 54 基あり、毎年新たに原子力発電プラントが運転開始している状況である。建設が

盛んに行われているのは中国、インド等、アジアの新興国や、ロシアが中心である。 
一方、原子力利用先進国である米国、英国、フランスにおいては、いずれも新設プロジェ

クトの発注が長く途絶え、米国では約 30 年間、英国では 25 年間、フランスでも 16 年間、

新たな建設がなかった。 
例えば米国では、3.1 にて後述するように、約 30 年ぶりに新設に着手したことから、建設

期間の延期やコスト増につながる事態が生じ、さらには海外のサプライヤーからの調達に

も依存せざるを得なくなるなど、国内サプライチェーンが維持できているとは言い難い状

況にある。また、フランスにおいては、2007 年にフラマンヴィル原子力発電所が着工した

が、プロジェクトマネジメント能力や製造能力、溶接工等の技能人材の喪失等が原因で、運

転開始が当初計画よりも 10 年以上も遅れ、コスト増大に直面している。 
建設が長期にわたって途絶えた原子力利用先進国が直面している状況は、我が国におい

ても、建設のブランクが長期化するほど、産業の維持が困難になる可能性を示唆している。 
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表 2-6 2000 年以降に建設が開始された原子力発電所の建設開始年と運転開始年 

発電所名 運転者 
設備容量 
（万 kW） 

炉型 ベンダー 
建設 
開始年 

運転 
開始年 

備考 

浜岡 5 中部電力 132.5 BWR 東芝 ESS 2000 2005 ― 
志賀 2 北陸電力 110.8 ABWR 日立 2001 2006 ― 
東通 1 東北電力 106.7 BWR 東芝 ESS 2000 2005 ― 

泊 3 
北海道電
力 

86.6 PWR MHI 2004 2009 
― 

大間 電源開発 138 ABWR 日立 GE 2010 ― ― 
島根３ 中国電力 138 ABWR 日立 GE 2007 ― ― 
東通１ 東京電力 138 ABWR 日立 GE 2011 ― 建設中断 

（出典）IAEA、Country Nuclear Power Profiles 2017 Edition JAPAN、2020 年 2 月、https://www-
pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/cnpp2017/countryprofiles/Japan/Japan.htm より三菱総合研究所作成 

(2) プラント建設工程 

ここでは、原子力発電所の建設に係るプロセスの概要を整理した。 

まず、事業者は、原子力発電所の建設用地の選定・取得を実施する。発電所の立地に係

る地点の選定に際しては、事業者から原子力発電所の立地調査を地元に申し込む場合と、

地元が主体となって原子力発電所を誘致する場合とに分かれる 11。 

その後、事業者（原子炉設置者）は原子力規制委員会に発電用原子炉設置許可申請を行

う。原子力規制委員会による設置許可の審査では、発電用原子炉の原子炉施設の位置、構

造及び設備、発電用原子炉設置者の技術的能力等が、これらの基準に適合しているか審査

される。 

原子炉設置許可後、建設段階に移行し、事業者（原子炉設置者）は原子力規制委員会に

工事計画認可申請を行う。原子力規制委員会による工事計画の審査では、発電用原子炉施

設の詳細設計、設計及び工事に係る品質管理の方法等が、設置許可と整合しているか、基

準に適合しているか審査される。 

工事の計画認可後、建設工事の着工となり、事業者（原子炉設置者）は続けて原子力規

制委員会に保安規定認可申請を行う。保安規定の審査において、保安規定に定める発電用

原子炉施設の保安のために必要な措置が、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染さ

れた物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないものでないことが審査される 12。 

なお、一般的に原子力施設の審査においては、基本設計・詳細設計・運転管理等に関す

る審査を段階的に実施してくが、既設炉の新規制基準適合性審査においては、シビアアク

シデント対策のハード・ソフト両面の実効性を一体的に審査するため、設置（変更）許可

の審査、工事計画の審査、保安規定の審査を同時並行的に審査している 13。 

原子力発電所の計画から運転開始までの期間は 20 年程度とされている。ただし建設工期

自体は、建設用地の立地条件や建設する原子炉の炉型、出力等で差はあるが平均して 4 年

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/cnpp2017/countryprofiles/Japan/Japan.htm
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/cnpp2017/countryprofiles/Japan/Japan.htm
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程度であり、かつ近年短縮傾向にある 14,15,16。しかし、建設を計画通りに進めるには、建

設に係るサプライチェーンの建設能力の維持が重要である。 

2.3.2 運転の状況 

2020 年 3 月時点で、国内に運転可能な原子炉は 33 基（建設中の 3 基を含めると 36 基）

存在しており、そのうち原子炉設置変更許可申請済みの原子炉は 25 基（建設中の大間、島

根 3 号機を除く）あるが、営業運転を再開しているのは、いまだ 9 基（稼働中 7 基、停止中

2 基）にとどまる。 
中でも沸騰水型軽水炉（BWR）はまだ 1 基も再稼働を果たしていない。また、PWR にお

いても、東日本大震災以前と比べ、稼働プラント数は減少しており、BWR、PWR 含め 24 基

のプラントが震災以降、長期間運転を休止している状態である。 
海外では、カナダ・オンタリオ州のブルース原子力発電所にて、高経年化と経済性の低下

を理由に 1995 年～1998 年にかけて 4 基のプラントを停止状態にしたものの、同州での電力

需要の増加に電力供給が追い付かないことから、2003 年～2012 年に運転を順次再開してお

り、最長で 17 年間運転を停止しているプラントがあった。 
このように、海外でも長期にわたってプラントを停止した事例は見られるものの、我が国

のように運転可能プラントのうち 6 割以上にのぼるプラントが長期間停止しているような

事例はない。通常、原子力発電所では、13 カ月に 1 度運転を停止して設備の保全活動を実

施するため、運転・保守に係るサプライチェーンはこのサイクルで発注を受ける。しかし、

長期の運転停止の状況下で実施される保全活動は、通常実施される保全活動と異なり、サプ

ライヤーにとって年単位の受注規模は減少傾向にあり、経営上の苦境に立たされている。 
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図 2-10 日本における原子力発電所の運転・建設・廃止状況 

（出典）資源エネルギー庁、日本の原子力発電所の状況、2020 年 3 月、

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/001/pdf/001_02_001.pdf 

2.3.3 廃炉の状況 

(1) 廃炉が決定したプラント 

日本では、1966 年に初の実用発電用原子炉が運転開始し、全国に 57 基の原子力発電プラ

ントが設置されているが、2020 年 2 月時点で、このうち 24 基が廃炉を決定している（図 
2-10 参照）。 

現在原子力規制委員会より廃止措置計画の認可を受けた原子炉は、以下の 13 基 17である。 
 
日本原子力発電（株） 東海発電所、敦賀発電所 1 号機 
東北電力（株） 女川原子力発電所 1 号機 
中部電力（株） 浜岡原子力発電所 1 号機、2 号機 
関西電力（株） 美浜発電所 1 号機、2 号機、大飯発電所 1 号機、2 号機 
九州電力（株） 玄海原子力発電所 1 号機、2 号機 
中国電力（株） 島根原子力発電所 1 号機 
四国電力（株） 伊方発電所 1 号機 

(2) 廃炉実施状況 

現在我が国では原子力発電所の廃炉は、電気事業者が主体的に行っている。 
平成 29 年 4 月に「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」が改正され、

発電用原子炉設置者は、廃止措置実施方針を作成し、その公表が義務付けられた。この廃止

措置実施方針は少なくとも 5 年ごとに見直しを実施し、必要がある場合は変更しなければ

ならない。 
各電力会社の廃止措置実施方針をもとに、廃炉状況を整理した結果を図 2-11 に、解体引

当金の状況も整理した結果を表 2-7 に示す。 
現在、ほとんどのプラントが解体準備期間（第 1 段階）であり、比較的放射能の高い物質

を取り扱う廃炉工程（第 3 段階）は 2020 年中頃から開始される予定である。敦賀発電所 1
号機、浜岡原子力発電所 1、2 号機については他に比べて若干は工程が先行している。下記

のとおり現状を整理した。 
 
 日本原子力発電株式会社・敦賀発電所 1 号機 
日本で初めての商業用軽水炉（BWR、357MWe）として 1970 年に営業運転を開始し、2015
年 4 月に運転停止となった。廃炉の全体期間を 24 年間としており、廃止措置計画は 2017 年

4 月に原子力規制委員会から認可され、同年 5 月に廃止措置に着手している。現在は主に、

タービン・発電機解体工事にあたっている 18。 
 
 
 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/001/pdf/001_02_001.pdf
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 中部電力株式会社・浜岡原子力発電所 1、2 号機 
浜岡 1 号機（BWR、540MWe）、2 号機（BWR、840MWe）は 2009 年 1 月に運転を終了

し、2009 年 11 月に廃止措置計画が認可され、燃料搬出が完了している。現在は第 2 段階

（原子炉領域周辺設備解体撤去）における作業を進めており、2 号機の原子炉圧力容器及び

原子炉格納容器内の汚染状況調査や 1、2 号機の共用排気筒の解体工事等が進められている
19。 

 

図 2-11 現在の廃炉状況及び今後の予定 

（出典）各電力会社の廃止措置実施方針より三菱総合研究所作成 
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表 2-7 廃止措置計画の認可を受けた発電所の廃止措置の状況 

 
（出典）各電力会社の廃止措置実施方針より三菱総合研究所作成 

  

出力
(MWe)

原子炉領域以外の解体撤去 2001年度～2029年度
原子炉領域解体撤去 2024年度～2029年度
建屋等撤去 2029年度～2030年度
原子炉本体等解体準備期間 2016年度～2024年度
原子炉本体等解体期間 2025年度～2033年度
建屋等解体期間 2034年度～2039年度
解体工事準備期間 2020年度～2027年度
原子炉領域周辺設備解体撤去期間 2028年度～2034年度
原子炉領域解体撤去期間 2035年度～2043年度
建屋等解体撤去期間 2044年度～2053年度
解体工事準備期間 2009年度～2014年度
原子炉領域周辺設備解体撤去期間 2015年度～2022年度
原子炉領域解体撤去期間 2023年度～2029年度
建屋等解体撤去期間 2030年度～2036年度

浜岡2号機 BWR 840 2009/1/30 1号機と同じ
約250億円
（見積額462億円）
（平成20年末時点）

解体準備期間 2016年度～2021年度
原子炉周辺設備解体撤去期間 2022年度～2035年度
原子炉領域解体撤去期間 2036年度～2041年度
建屋等解体撤去期間 2042年度～2045年度

美浜2号機 PWR 500 2015/4/17 ●廃止措置計画認可済
（2017年4月19日）

約300億円
（見積額357億円）
（平成26年度末時点）

解体準備期間 2018年度～2026年度
原子炉周辺設備解体撤去期間 2027年度～2037年度
原子炉領域解体撤去期間 2038年度～2044年度
建屋等解体撤去期間 2045年度～2048年度

大飯2号機 PWR 1175 2018/3/1 1号機と同じ
約484億円
（見積額594億円）
（平成29年度末時点）

解体工事準備期間 2016年度～2025年度
原子炉周辺施設等解体撤去期間 2026年度～2040年度
原子炉等解体撤去期間 2041年度～2047年度
建屋等解体撤去期間 2048年度～2054年度
解体工事準備期間 2020年度～2025年度
原子炉周辺施設等解体撤去期間 2026年度～2040年度
原子炉等解体撤去期間 2041年度～2047年度
建屋等解体撤去期間 2048年度～2054年度
解体準備期間 2016年度～2021年度
原子炉周辺設備解体撤去期間 2022年度～2029年度
原子炉領域解体撤去期間 2030年度～2037年度
建屋等解体撤去期間 2038年度～2045年度
解体準備期間 2017年度～2026年度
原子炉周辺設備解体撤去期間 2027年度～2041年度
原子炉領域解体撤去期間 2042年度～2049年度
建屋等解体撤去期間 2050年度～2056年度

約321億円
（約365億円）
（平成30年度末時点）

約348億円
（約385億円）
（平成30年度末時点）

九州電力

玄海2号機 PWR 559 2019/4/9 ●廃止措置計画認可済
（2020年3月18日)

約460億円
（見積額592億円）
（平成29年度末時点）

現状、1号機と同プロセスを予定

関西電力

玄海1号機 PWR 559 2015/4/27

●廃止措置計画認可済
（2017年4月19日)
●作業開始
（2017年7月13日）

東北電力

大飯1号機 PWR 1175 2018/3/1

女川1号機 BWR 524 2018/12/21 ●廃止措置計画認可済
（2020年3月18日)

約307億円
（見積額419億円）
（平成30年度末時点）

●廃止措置計画認可済
（2019年12月11日)

約347億円
（見積額382億円）
（平成27年度末時点）

四国電力 伊方1号機 PWR 566 2016/5/10
●廃止措置計画認可済
（2017年6月28日)
●解体準備

約361億円
（見積額約407億円）
（平成27年度末時点）

約249億円
（見積額323億円）
（平成26年度末時点）

現状、1号機と同プロセスを予定

中国電力 島根1号機 BWR 460 2015/3/18

●廃止措置計画認可済
（2017年4月19日)
●燃料搬出、汚染状況調査、管理
区域外設備の撤去

美浜1号機 PWR 340 2015/4/17 ●廃止措置計画認可済
（2017年4月19日）

約333億円
（見積額363億円）
（平成26年度末時点）

中部電力

浜岡1号機 BWR 540 2009/1/30

●廃止措置計画認可済
（2009年11月18日)
●汚染状況の調査・検討、系統除
染、建屋・設備・機器の解体撤去

約184億円
（見積額379億円）
（平成20年末時点）

現状、1号機と同じプロセスを予定

敦賀1号機 BWR 357 2015/4/27
●廃止措置計画認可済
（2017年4月19日)
●タービン・発電機解体

引当金状況
（廃炉費用見積額）

日本原子力発電

東海発電所 GCR 166 1998/3/31
●廃止措置計画認可済
（2006年6月30日)
●燃料貯蔵倉庫撤去

約493億円
（見積額885億円）
（平成13年度末時点）

電気事業者名 発電所名 原子炉 運転終了年 廃止措置の現状 廃止措置工程スケジュール
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(3) 廃止措置計画の認可 

ここでは、廃止措置実施に係るプロセスを整理した。 
廃止措置段階の安全規制として、廃止措置計画を原子力規制委員会が認可する。認可基準

は以下のとおり規定されている。 

 廃止措置計画に係る発電用原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていること（実

用炉規則第 119 条 1 号） 

 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること（実用炉規則第 119 条 2 号） 

 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なも

のであること（実用炉規則第 119 条 3 号） 

 廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用

原子炉による災害の防止上適切なものであること（実用炉規則第 119 条 4 号） 
 
認可後、廃止措置段階へ移行し、廃止措置が終了するまでの間、施設内の放射性物質の閉

じ込めや放射線の遮へい機能等の性能の維持の観点から安全規制が行われる。さらに、廃止

措置の終了時点に、原子力規制委員会が終了確認を行う（図 2-12 参照）。 
 

 

図 2-12 廃止措置段階の安全規制 

（出典）原子力規制委員会、廃止措置段階の安全規制 概要、2020 年 2 月、

http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/reactor/haishi/haishi0.html より三菱総合研究所作成 

 

(4) 廃止措置工程 

廃止措置計画が認可されると廃止措置に着手する段階となり、廃止措置では運転中に使

用した燃料の搬出、配管内等に付着している放射性物質の除去、放射性物質の安全貯蔵、建

http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/reactor/haishi/haishi0.html
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屋内部の配管・容器等の解体撤去、原子炉建屋の解体等を 20 年～30 年程度の長期にわたっ

て実施する。図 2-13 に廃止措置工程を示し、以下に各廃止措置段階における廃止措置内容

を記載する。 
 

 第 1 段階：解体工事準備期間 
 解体工事の準備期間として、燃料搬出、汚染状況の調査、系統除染、放射線管理区域

外の設備の解体撤去を行う。 

 第 2 段階：原子炉領域周辺設備解体撤去 
 放射能レベルの低い原子炉周辺設備の解体撤去を開始するとともに、燃料をすべて

搬出する。 

 第 3 段階：原子炉領域解体撤去 
 放射能レベルの減衰を待ち、原子炉領域を解体撤去する。また放射性廃棄物の処理や

運搬も行う。 

 第 4 段階：建屋等解体撤去 
 放射線管理区域を解除するとともに原子炉格納容器等の建屋を解体撤去する。 

 

図 2-13 廃止措置工程 

（出典）中部電力株式会社 浜岡 1、2 号機 廃止措置計画スケジュール、2020 年 2 月、

https://www.chuden.co.jp/resource/energy/haishi_20160215_01.pdf より三菱総合研究所作成 
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2.4 原子力産業サプライチェーンの構造 

2.2 では世界及び我が国の原子力産業全体を概観し、2.3 では建設～運転・保守～廃炉とい

う各段階における我が国の原子力発電所の現状を整理した。本項では、建設～運転・保守～

廃炉における産業サプライチェーンの構造と、おおむねの経済規模について整理した。 

2.4.1 建設段階の産業サプライチェーン構造 

一般産業、原子力産業を問わず、一般的にプラント建設プロジェクトにおいては、発注者

より要求される性能・品質のプラント建設を、限られた期間内に最適コストで完遂すること

が必要である。 

プラント建設においては、一般に大きく分けて、設計（Engineering）・調達（Procurement）・
建設（Construction）という 3 つの事業領域がある。 
設計（Engineering）においては、発注者より要求される性能を満たす基本設計・詳細設計を

実施する。 
調達（Procurement）においては、プラント建設に必要なシステム・機器等を調達することが

必要となり、これにより、そのシステム・機器等の供給を支えるサプライチェーンが構築され

ることとなる。 
建設（Construction）においては、現地における機器・配管等の組み立て、建屋建設等が実施

される。現地作業においては、組み立て・建設を担う建設作業員が必要となり、これにより、

建設作業員に係るサプライチェーンが構築されることとなる。 

 

プラント建設プロジェクトにおいては、発注者が主契約者である EPC 事業を有する企業

と契約し、EPC 事業を有する企業が資機材を調達し、建設の責任を負うプロジェクト体制

が一般的である（図 2-14 のとおり）。 

 

図 2-14 一般プラントにおける建設プロジェクト体制のイメージ 

 
これに対して、我が国の原子力発電プラント建設プロジェクトにおいては、EPC 事業を

有する原子炉メーカー（原子力発電所主要設備の主契約者。原子炉の基本設計等を担う）と

土木建築事業者（ゼネコン）がコンソーシアム形態で事業者（発注者）と直接契約する建設

プロジェクト体制や、EPC 事業を有する原子炉メーカーが事業者（発注者）と直接契約し、

土木建築事業者（ゼネコン）は原子炉メーカーと契約する建設プロジェクト体制となってい
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ることが多い。 
また、海外の建設事業においては、発電事業者側に立って EPC 事業者と相対して原子炉

メーカーと土木事業者、機器サプライヤー等を折り合わせて建設プロジェクトをけん引す

るアーキテクトエンジニア（AE）は欠かせないプレイヤーであるが、我が国においては、

原子炉メーカーとゼネコン、電気事業者の 3 者が、緊密なすり合わせによって建設を実現し

ていく構造である点も留意する必要がある。 
 
原子力発電プラント新設プロジェクトにおいては、前述の AE（海外の事業の場合）、原

子炉メーカー、ゼネコン（日本の場合は国内数社のスーパーゼネコン）のほか、下層レイヤ

ーに、数多くの部品サプライヤー、材料サプライヤー等が配置される、大規模なサプライチ

ェーンが構築されることとなる。 
The World Nuclear Supply Chain: Outlook 2030 には、原子力のサプライチェーンが図 2-15

のとおり整理されている。 

 

 

図 2-15 原子力のサプライチェーン 

（出典）WORLD NUCLEAR ASSOCIATION、The World Nuclear Supply Chain: Outlook 2030、WNA、

London（2012）より三菱総合研究所作成 

 
原子力発電プラントの建設にあたっては、“発注者より要求される性能・品質の原子力発

電プラントを、限られた期間内に最適コストで完遂する”ということを立脚点とし、原子力

発電プラント建設における要素（事業領域：設計（Engineering）・調達（Procurement）・建設

（Construction））を考慮しつつ、図 2-15 や建設業における産業構造を参考に、原子力発電プ

ラント建設段階の産業構造を図 2-16 のとおり整理した。 
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図 2-16 原子力発電プラント建設段階における産業構造 

（出典）WORLD NUCLEAR ASSOCIATION、The World Nuclear Supply Chain: Outlook 2030、WNA、

London（2012）より三菱総合研究所作成 

 
我が国における実用発電炉の建設段階の産業構造と照らし合わせると、第 0 層では原子

炉メーカーとゼネコン、電気事業者の 3 者が、緊密なすり合わせによって建設マネジメント

全般を実施している。なお、海外では図 2-16 で示すとおり、第 0 層と第 1 層が異なる事業

者が担当する場合が一般的だが、我が国においては下記に記載するとおり、原子炉メーカー

（東芝エネルギーシステムズ、日立 GE、三菱重工業）が第 0 層・第 1 層ともに担う場合が

多い。 
第 1 層～第 2 層（建設・マネジメント・プラント・構築物・系統レベル）までは主に原子

炉メーカーがその役割を果たす。 
第 3 層、第 4 層（機器・部品レベル）においては、原子炉メーカーがその役割についても

兼ねる場合もあるが、原子力特有の製品を製造する場合や、原子力グレードの高品質な製品

を製造する場合は、専門的技術を有する製造業者がその役割を担うことがある。 
 
以下に、各層の具体的な設備、及び我が国における原子力発電プラント新設時のサプライ

チェーンの典型的な形態を述べる（図 2-17 参照）。 
 
 第 0 層（建設・マネジメントレベル） 

我が国においては、主に原子炉メーカーがその役割を担う。国内の 3 社のプラント

メーカー（東芝エネルギーシステムズ、日立 GE、三菱重工業）がプラント内部の設

計・建設を行い、プラントの設計をもとに、土木建築事業者（ゼネコン）が土木建築

（設計・施工）を行う。なお、現在我が国では海外から原子炉の輸入はしておらず、

国内メーカーが原子炉を設計・建設している。 
 

 第 1 層（プラントレベル） 
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我が国においては、原子炉メーカーが原子力プラントの基本設計・詳細設計を実施

する。 
発電用原子炉には黒鉛減速ガス冷却型原子炉（GCR）やカナダ型重水炉（CANDU）

といったさまざまな炉型があるが、我が国において現在稼働している実用発電用原

子炉は沸騰水型原子炉（BWR（ABWR を含む））、加圧水型原子炉（PWR）の 2 種

類である。 
 

 第 2 層（構築物・系統レベル） 
我が国においては主に原子炉メーカーがその役割を担うが、建屋等は土木建築事

業者（ゼネコン）がその役割を担う。 
ここでいう構築物・系統とは、発電用軽水型原子炉の運転に必要で、かつ原子炉施

設の安全性を確保するために必要な安全機能を具備した各種設備のことであり、例

えば排気筒、建屋、取水路といった土木建築構造物等をさす。 

そのほか、建屋の設計・建設もこの層のプレイヤーが主体となって実施する。 
 

 第 3 層（機器レベル） 
我が国においては、原子炉メーカーがその役割を果たす場合もあるが、原子力特有

の製品を製造する場合や、原子力グレードの高品質な製品を製造する場合は、専門的

技術を有する製造業者がその役割を担うことがある。 
蒸気発生器伝熱管や一部の炉内構造物等は、原子炉メーカーが直接製造する場合

がある。 
原子力特有の製品は、平常運転時と非常運転時に大別される。 
平常運転時の製品は、原子炉容器、1 次冷却材ポンプ、1 次冷却材系再循環ポンプ

等がある。非常運転時の製品は、逃がし安全弁、ECCS（非常用炉心冷却システム）、

主蒸気隔離弁等がある。 
原子力グレードの高品質な製品としては、例えば原子力グレードの弁や空調系が

挙げられる。 
 

 第 4 層（部品レベル） 
我が国においては、主に専門的技術を有する製造業者がその役割を担う。 
原子力特有の製品としては、大型鍛造品といった巨大なものから、シームレス配管

（伝熱管）といった中程度のもの、1 次冷却材ポンプや 1 次冷却材系再循環ポンプの

メカニカルシールといった小規模なものに至るまで、多様な製品がある。 
原子力グレードの高品質な製品としては、例えば原子力グレードの軸受、パッキン、

保温材等が挙げられる。 
 

 第 5 層（素材レベル） 
我が国においては、主に製鉄会社がその役割を担う。 
素材としては、原子力グレードの高品質な板材や鋼管が挙げられる。その他、燃料

被覆管の被覆材であるジルコニウム合金（ジルカロイ）等の複合材料もこの層に入る。 
 

 第 6 層（原材料レベル） 



31 
 

我が国においては、商社が原材料調達の役割を担うことが多いと考えられる。この

層は一般産業とサプライチェーンを共有している層と言える。 
プラント建設時に必要となる原材料としては、大型鍛造品製造のための鉄鉱石、制

御棒製造のための亜鉛等がある。 
 

 

図 2-17 原子力発電プラント建設段階における産業構造と主要プレイヤー相関イメージ 

（出典）WORLD NUCLEAR ASSOCIATION、The World Nuclear Supply Chain: Outlook 2030、WNA、

London（2012）より三菱総合研究所作成 

 
原子力発電プラント建設段階の経済規模は、後述する運転・保守段階や廃炉段階の事業規

模とは桁が大きく異なり、原子力発電プラント 1 基あたりの新設の経済規模は数千億円程

度にものぼる、大プロジェクトである。例えば、九州電力玄海原子力発電所の建設費用は 1
号機が 545 億円、2 号機が 1,236 億円、3 号機が 3,993 億円、4 号機が 3,244 億円となってお

り、同じく九州電力の川内原子力発電所の建設費用は 1 号機が 2,787 億円、2 号機が 2,287
億円となっている（ただしいずれも建設当時の価額であり単純比較はできない）20。 
建設にあたっての原資は発電事業者が自己資金から拠出するか、市場から融資・出資等の

形で調達するかの方法が取られるため、発電事業者には極めて高い資金調達能力が要求さ

れる。 
 
上記は主に原子力関連機器について述べたが、原子力発電所には一般産業相当の汎用機

器も数多く存在しており、その場合は一般産業とサプライチェーンを共有することとなる。 
我が国においては、泊 3 号機の建設（2009 年 12 月運開）以降、約 10 年間原子力発電プ

ラントの着工はないことから、原子力発電プラント建設を支えるサプライチェーンが衰退

している可能性が示唆される。例えば、大型鋳鍛造品メーカーである日本鋳鍛鋼 21は業績不

振により撤退する方針を打ち出している。 
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2.4.2 運転・保守段階の産業サプライチェーン構造 

一般産業、原子力産業を問わず、一般的にプラント運転段階においては、いかに供給信頼

性を確保するか、すなわち計画外停止があったとしても停止期間を可能な限り少なくする

ことが重要である。 

まず、運転・保守段階全体を俯瞰すると、必要な要素として、原子燃料や消耗品類（軽油・

重油・電力・産業ガス・薬品類）が挙げられる。ただし、軽油・重油・電力・産業ガス・薬

品類といった消耗品は、基本的に一般産業とサプライチェーンを共有していることから、今

回の検討対象からは除外するものとする。 

次に、特に保守段階に着目すると、一般産業、原子力産業を問わず、一般的にプラントの

定期点検（メンテナンス）においては、発注者から要求される性能・品質で、限られた期間

内に最適コストで保守を完遂することが必要であり、その性質はプラント建設段階と似て

いる。 

保守段階においては、原子炉メーカーやメンテナンス会社（関電プラントといった各電力

会社の子会社等の電力事業者系列の企業等）が主たる契約者となる。原子炉メーカーは特に

高い品質を求められる設備の保守時には主たる契約者となり得るが、建設段階に比べて原

子炉メーカーが新たに製造・供給する設備は少なくなり、主に運転・保守に係る技術支援が

主たる役割となる。また、建設時に原子炉メーカーとともに重要な役割を担ったゼネコンに

も、大きな事業機会はない点が特徴的である。 
このため、建設段階とは異なり、第 1 層から第 3 層は設備取替や改造等が発生しない限

り、その役割は小さくなる。なお、第 0 層の役割も基本的に不要となり、メンテナンス業務

のマネジメント機能という観点では、事業者がその役割を果たすこととなる。 
これを踏まえ、保守段階における産業構造を図 2-18 のとおり整理した。 

 

図 2-18 原子力発電プラント保守段階における産業構造 

（出典）WORLD NUCLEAR ASSOCIATION、The World Nuclear Supply Chain: Outlook 2030、WNA、

London（2012）より三菱総合研究所作成 
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保守段階では工事会社が主要な役割を果たすこととなり、建設段階における産業構造と

比較して、システム・機器の供給量は減少し、建設工事に係る作業員の相対的な供給量は大

きくなる。 
先に述べたように、プラント運転段階においては、いかに供給信頼性を確保するか、すな

わち計画外停止があったとしても停止期間を可能な限り少なくすることが重要である。万

が一の計画外停止の際においても、速やかに必要な技術（機器・部品類を含む）、技能（復

旧にあたる建設会社社員）が供給可能な体制を構築しておくこと、すなわち図 2-18 に示す

産業構造を維持しておくことが、運転・保守段階では極めて重要と言える。ただし、技術（機

器・部品類を含む）や技能（復旧にあたる建設会社社員）を維持するためには、実際に「モ

ノ」を製作・建設するような、生きた仕事が必要不可欠である。建設や改造工事等がある時

期は、建設・改造という生きた仕事を通して技術・技能は維持されてきたが、建設工事（生

きた仕事）のない昨今、技術・技能の維持は危機的状況にあり、供給信頼性の確保に影響を

及ぼしつつある。 

運転・保守段階の経済規模はプラントによってさまざまであり一概にはいえないが、サプ

ライチェーンが直接関与することになる、定期検査時の修繕費の規模は 1 プラントで 1 回

あたり数十億円～百億円程度である 22。 
電気事業者の行う保守・修繕費の原資は売電収入であり、計画外停止や長期の稼働停止は、

修繕の原資の枯渇に直結する。本来定検時に保守が発生する部品やサービス（技術員派遣等）

を提供する、サプライチェーンの第 4 層に属する企業にとって長期稼働停止は、新設プロジ

ェクトがないことに並んで大きな経営上の困難に直面することが、サプライチェーン構造

上も明らかである。 

2.4.3 廃炉時の産業サプライチェーン構造 

我が国では廃炉を完了した商用炉はなく、2.3.3(4)にて述べた第 3 段階（原子炉領域解体

撤去）に取りかかっているプラントはない。したがって、ここでは廃炉時の実施体制につい

て以下のとおり整理した（図 2-19 参照）。 
 我が国では電気事業者が廃止措置実施主体となり、廃炉を実施している。 
 系統除染、炉内構造物解体、圧力容器解体はプラントメーカーや海外事業者が実施し

ており、浜岡原子力発電所 1 号機、2 号機の系統除染については日立 GE が受注 23、

玄海原子力発電所 1 号機及び美浜発電所 1 号機、2 号機の系統除染 24,25においては、

Framatome 社の除染装置が用いられている例も確認された。 
 一次遮へい壁解体や放射化領域解体はプラントメーカーでなく、ゼネコンや各電力

会社の子会社が実施すると予想され、放射能レベルによっては地元の土建会社が請

け負う可能性もある。 
 廃棄物管理・処理においては、廃棄物の取り扱いに長けた企業が実施すると予想され

る。しかし、廃炉時に発生した放射能レベルの極めて低い廃棄物（コンクリートや金

属等の L3 相当廃棄物）や比較的放射能レベルの高い低レベル廃棄物（制御棒や炉内

構造物等の L1 相当廃棄物）においては、最終的な処分方法が決まっていないことも

あり、現段階で廃棄物処理がなされるか不明である。 
 また、今後、海外の事例に照らし、廃炉工事は実際に行わないが、廃炉の全体計画策
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定、コスト評価、放射線計測等を実施する会社も出てくることも予想される。 
 

 

図 2-19 廃炉実施体制イメージ 

また、廃炉に関する国内企業と海外企業との協定締結状況は下記のとおりである。 

 

 清水建設－英国 Cavendish Nuclear 

2016 年 7 月 21 日、清水建設は、国内原子力発電所の廃止措置事業への参画を目指

して、双方が保有する廃炉関連技術の情報交換を目的として、技術協力協定を締結

26 

 日本原子力発電－米国 Energy Solutions 

2016 年 4 月 20 日、日本原子力発電は、敦賀発電所 1 号機廃止措置の効率的な遂行

に向け、Energy Solutions 社の有する廃止措置のノウハウを活用することで合意 27 

 日立 GE－英国 Cavendish Nuclear、日立 GE－フランス Orano 

2015 年 11 月 11 日、日立 GE ニュークリア・エナジーは、日本国内における BWR

の廃止措置事業について、Cavendish Nuclear と AREVA NC 社（現 Orano 社）、両社

の知見を活用するため、それぞれと協力協定の覚書を締結 28 

 神戸製鋼所－瑞国 STUDSVIK（現：フランス Cyclife） 

2016 年 4 月 25 日、神戸製鋼所は、放射性廃棄物処理を実施している STUDSVIK 

AB と、国内の原子力発電所における廃炉等で発生する放射性廃棄物処理を進める

合弁会社を設立 29 

 東芝プラントシステム－ドイツ Siempelkamp 

2018 年 9 月 26 日、東芝プラントシステムは、国内商用原子力発電所の廃炉に向

け、Siempelkamp 社と技術協力を行うことに合意 30 

 東芝エネルギーシステムズ－米国 AECOM 

2019 年 6 月 17 日、東芝エネルギーシステムズは、日本国内の廃炉に関する取り組

みに向け、AECOM と協業契約を締結。AECOM の海外における廃止措置の計画立

案及びマネジメント経験を組み合わせた提案、受注活動を実施可能に 31 
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廃炉段階の経済規模は、プラントによってさまざまだが、法令により、発電用原子炉設置

者すなわち電気事業者は、廃止措置実施方針を作成し、その公表が義務付けられているため、

実施方針を参照すれば、廃止措置に係るおおむねの経済規模ははかることができ、1 基あた

り 300 億円台～700 億円台と見積もられている 32。このように、廃炉産業は新たな事業機会

を生み出す成長市場という意味では魅力的であるといえる一方、廃止措置期間は少なくと

も 30 年程度が見込まれており、経済規模は年間数十億円規模にとどまる。 
また、廃止措置の原資は売電収入から法令に則って積み立てられた原子力発電施設解体

引当金であるが、当該引当金は電気事業者のバランスシートの中に含まれており、米国等の

ような外部基金の形をとっていない。このため、廃止措置に要する費用の支出は電気事業者

の収益に直接影響するものであり、安全の確保を大前提として、効率的かつ効果的な廃止措

置の実践が求められる。 
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2.5 構築物、系統及び機器ごとの状況 

2.4 では建設～運転・保守～廃炉における実用発電炉の原子力産業構造全体を概観したが、

本項では、より具体的なサプライチェーンの現況を把握するために、原子炉の設備（構築物、

系統及び機器）ごとの企業の参入状況や競争状況、商機を測る指標としての交換頻度や経済

規模、ビジネスモデル等について整理した。 

2.5.1 原子力産業の特殊性 

まず、原子力産業の特徴を人的観点・物的観点・金銭的観点から整理した。 
 
 原子力産業全体の従事者数は、プラントの設計・設備工事を担うプラントメーカー、

運転・保守に係る電力事業者や建設事業者、さらには原子力関連部品供給や燃料成

型・加工に係るメーカーを含めると、約 8 万人となる（表 2-8 参照）。このように、

原子力産業は幅広い裾野の産業によって支えられている 33。 

表 2-8 原子力産業全体の従事者数 

 
※1：一般社団法人日本原子力産業協会「原子力発電に係る産業動向調査 2017 報告書」 
※2：電気事業連合会調べ（一部プラントメーカーとの重複あり） 
※3：※1 データより算出 

（出典）電気事業連合会、原子力技術・人材の維持について、平成 30 年 3 月 6 日、

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/pdf/016_11_02.pdf 

 
 原子力発電所の部品数は、核分裂の制御・冷却から発電までを含むことから、総計約

1,000 万点に達する。保守点検すべき機器・設備だけでも、火力発電所と比較して数

倍の物量となる（表 2-9 参照）34。 

  

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/pdf/016_11_02.pdf
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表 2-9 原子力発電所と火力発電所との物量比較 

設備・機器 原子力発電所※ 火力発電所との比較 
バルブ 約 30,000 個 火力の約 7.5 倍 
電動機 約 1,300 台 火力の約 4.0 倍 
ポンプ 約 360 台 火力の約 3.0 倍 
計器 約 10,000 個 火力の約 2.5 倍 
配管 約 10,000 トン 火力の約 2.0 倍 

ケーブル 約 2,000km 火力の約 2.0 倍 
熱交換器 約 140 台 火力の約 1.5 倍 

※110 万 KW 級 BWR プラント 
（出典）原子力百科事典 ATOMICA、表 1「原子力発電所と火力発電所との物量比較」、2020 年 3 月 10

日アクセス、https://atomica.jaea.go.jp/data/pict/02/02020404/01.gif より三菱総合研究所作成 

 
また、各設備の製造にあたっては多くの部品数が必要なだけでなく、高度な品質も求

められる。PWR の原子炉圧力容器は外径約 4.5m×高さ約 13m×厚さ 220mm と非常

に厚く、材質も延性破壊と脆性破壊に対して信頼度の高い Mn-Mo-Ni 系の調質型低

合金鋼が使用される。蒸気発生器も外径約 4.5m×高さ約 20m×厚さ 100mm の大型熱

交換器であり、使用される材質は圧力容器同様の調質型低合金鋼である。このように、

非常に大型な設備に高品質な材質が用いられており、溶接工法も溶接規格を遵守し

た性能及び信頼性の高い技法が適用されている 34。 
 

 2.4.1 で示したとおり、原子力プラントを 1 基新設する際には数千億円程度の費用と

なる。また、2.4.2 で示したとおり、定期検査時の修繕には 1 プラントで 1 回あたり

数十億円～百億円程度の費用を要する 35。 
例えば、東北電力の原子力発電所（4 基）の定期検査費用（修繕費）は平成 25 年～

27 年の平均で 175 億円とされており、1 基あたり約 43 億円と試算できる。なお、東

北電力の火力発電所（16 基）の定期検査費用（修繕費）は平成 25 年～27 年の平均で

462 億円と示されており、1 基あたり約 28 億円と試算できる 36。 
 

このように、原子力産業には、多くのリソース（ヒト・モノ・カネ）が必要とされる。 
こうしたリソースを結集することで維持されている原子力発電所の設備を以下に示す。我

が国に存在する 2 つの炉型である、PWR と BWR の設備の概要は以下のとおりである。 

  

https://atomica.jaea.go.jp/data/pict/02/02020404/01.gif
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図 2-20 PWR、BWR の設備概要 

（出典）三菱重工技報 Vol.50 No.1 (2013) 新製品・新技術特集「PWR 原子力プラントの特徴―東京電力

㈱福島第一原子力発電所事故の観点から―」

https://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/501/501008.pdf 

 
以下、主要な原子炉設備（構築物、系統及び機器）を列挙し、それぞれの設備ごとの参入

状況や競争状況、商機を測る指標としての交換頻度や経済規模、ビジネスモデル等について

整理した。 

2.5.2 原子炉格納容器 

 原子炉格納容器は、原子炉圧力容器や 1 次冷却材ポンプ、蒸気発生器といった 1 次冷

却系統の主要な機器を格納している気密建造物のことをさす。原子炉格納容器は高

い気密性を保持し、燃料の損傷等によって放射性物質が放出された場合に周辺への

拡散を抑える役目を果たす 37,38。 

 主な国内メーカーは、三菱重工業（設計：PWR）、IHI（製造：BWR、PWR）、大林

組（施工：PWR）、鹿島建設（施工：BWR）等である 39,40,41。 

 基本的に格納容器自体の交換が発生することはほとんどない。このため原子炉建屋

と同様に、基本的にプラントライフサイクル期間中、一度きりの売上である。 

2.5.3 原子炉圧力容器 

 原子炉圧力容器は、燃料集合体を収める円筒状の鋼鉄の構造物であり、15-30cm の厚

さの鋼鉄で作られる。圧力容器内では、核分裂エネルギーによって高温・高圧の水や

蒸気が生まれるため、高温・高圧に強く、耐食性に優れる鋼鉄が使用される。同じ軽

https://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/501/501008.pdf
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水炉でも BWR か PWR によって圧力容器設計は異なり、BWR で 90 気圧、PWR で

175 気圧以上に耐える品質が要求される 42。 
 主な国内メーカーは、IHI（製造：BWR）、日本製鋼所（部材製造：PWR、BWR）、

三菱日立パワーシステムズ（製造：BWR）、三菱重工業（設計：PWR）である。特

に日本製鋼所の技術力は高く、溶接継目がない一体化した製造技術により、世界的に

高い部材シェアを占めた時期もあった。しかし、東日本大震災後、シェールガスの台

頭もあり原子力発電プラントの建設が停滞して原子炉用鍛造品の受注が激減、現在

は産業用機械に大きく事業構造を転換している（全社の売上高に占める原子力発電

所部材の割合は、ピーク時は約 20%あったが、現在は 2%程度にとどまっている）
43,44,45,46,47,48。 

 原子炉圧力容器ごとの交換はあまり発生しないが、その一部である上蓋（PWR）やシ

ュラウド（BWR）の交換は発生することがある 49,50,51。 

2.5.4 原子炉建屋 

 原子炉建屋は、原子炉圧力容器や、圧力容器を納める原子炉格納容器といった原子炉

の主要設備を格納する、コンクリート状の建物である。建物の建設にあたっては、①

活断層の上には造らず、堅い岩盤上に建設する、②強い強度を保持するため、鉄筋を

密に配したコンクリートを使用する、③想定しうる最大級の地震にも耐えられる設

計にする（建築基準法で定める地震力の 3 倍の地震力にも耐えうる設計となってい

る）、④津波に対する安全性を確保する（発電所敷地の高さを、津波の最高到達点に

満潮時の水位を加えた最大水位よりも十分に高くする）といった原子力特有の工夫

がなされる 52。 
 原子炉建屋の建設を元請けとして担う国内企業は、大林組、鹿島建設、大成建設、清

水建設のスーパーゼネコンである 53,54,55,56。これらスーパーゼネコンはそれぞれに

PWR、BWR 建設のいずれかにほぼ特化しており、大成建設と大林組が PWR、鹿島建

設と清水建設が BWR に特化して、原子炉メーカーとの間での緊密なすり合わせを実

施しながら、建設プロジェクトを推進する。 
 原子炉建屋は原子力発電所の新規建設の際に建設されるものであり、小規模な修繕

はあっても全面的な取替はない。プラントライフサイクルは我が国の規制上 40 年（ま

たは 1 回の運転認可延長で 60 年）であるが、その間、基本的に一度きりの売上であ

る。 

2.5.5 加圧器（PWR のみ） 

 加圧器は、加圧水型炉において、1 次冷却材を沸騰させないように原子炉を含む１次

冷却材内部の圧力を高くする装置である。加圧器は、系統の圧力が下がると、液部に

ある電熱ヒーターに通電して蒸気を発生させることで、蒸気部体積を増大させて圧

力を上げる。一方、系統圧力が設定圧力より高くなると、蒸気部に低温水をスプレー

して蒸気を凝縮し、蒸気部体積を収縮させて圧力を下げることで、系統の圧力制御を

行う。また、1 次系圧力がスプレーによる圧力抑制の範囲を超えると、逃がし弁、安

全弁から蒸気を加圧器逃がしタンクに放出し、系統の圧力を維持する 57。 
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 主な国内メーカーは、三菱重工業である 58。 
 国内の原子力発電所においては、あまり加圧器の交換はない。なお、海外での取替事

例は存在する 59,60。 

2.5.6 蒸気発生器（PWR のみ） 

 蒸気発生器は、PWR で用いられ（BWR は原子炉圧力容器内で直接蒸気を作るため、

蒸気発生器は不要）、原子炉を通る高温高圧の 1 次冷却水の熱で、タービン側の 2 次

冷却水を加熱して蒸気を発生させる装置である。蒸気発生器には多数の細管があり、

細管が破損すると、放射性物質を含む水がタービン側に流れ込む恐れがあるため厳

密な管理が必要となる 61。 
 主な国内メーカーは、IHI、日本製鋼所（一部の部材のみ製造）、日本鋳鍛鋼（一部

の部材のみ製造）、三菱重工業（トータル設計要件の策定）である。なお、日本鋳鍛

鋼は業績不振により 2020 年 3 月をめどに自主廃業する方針を打ち出している
62,63,64,65,66。 

 蒸気発生器の構成部品のうち、伝熱管（SG 管）が製造可能なメーカーは世界に 3 社

しかなく、スウェーデンの Standvik、フランス Valinox と、日本製鉄（旧住友金属）

である。 
 蒸気発生器に加え、圧力容器の上蓋や加圧器については、三菱重工業に豊富な輸出の

実績があり、米国はもちろん、フィンランド、中国、韓国、スウェーデン、ブラジル、

スペイン等に納入している 67。 
 蒸気発生器の交換は基本的にはないが、細管損傷の発生等により定期検査時に取替

えられることもある 68。 

2.5.7 タービン 

 タービンは、蒸気の持つ熱エネルギーを羽根車の回転エネルギーに変換する装置で、

原動機の一種である。原子炉内での核分裂で発生する熱を利用してボイラーで蒸気

を作り、その蒸気の力を利用して羽根車を回転させ、発電機を駆動することにより電

力を生み出す 69。 
 国内企業では、三菱日立パワーシステムズ、東芝エネルギーシステムズ等が原子力発

電用タービン（及びタービン発電機）を製造している 7071。 
 羽根取り付け部のひび割れを防止する等の理由から、タービンの交換は比較的多く

実施される 72。 

2.5.8 非常用ディーゼル発電機（EDG） 

 何らかの異常により発電所内へ通常の電力供給が停止した場合、非常用ディーゼル

発電機（EDG）が起動され、発電所内で必要な電力を供給する 73。 
 主な国内供給企業は、東芝エネルギーシステムズ、IHI 原動機、三菱重工業等があっ

たが 74、供給企業は絞り込まれつつある。 
 海外プラントの EDG は、原子炉メーカー系の社のほか、舶用エンジン製造企業が製

造・保守を行っており、国外の競争環境は厳しい。 
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 EDG 部品（パッキン等）の交換頻度は正確には不明である。ただし近年国内では EDG
関連事象の件数の割合が相対的に高いことが課題と捉えられているなど、注目を浴

びやすい環境にある 75。 

2.5.9 原子炉冷却材ポンプ 

 原子炉冷却材ポンプは、PWR プラントでは 1 次冷却材を高温・高圧で循環させ、原

子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える役割を担う重要機器である。BWR では、冷

却材を原子炉内で強制循環させ、炉心の熱を除去するとともに炉心内の冷却材流量

の調整によって原子炉出力を制御する役割も担う。いずれも長時間の連続運転に耐

えることが要求され、また大型でもあるため高い信頼性が必要となる 76。 
 原子炉メーカーが設計し、PWR では三菱重工業が製造までを担うが、BWR では、荏

原製作所（製造：BWR）が製造を担い、子会社が関連部品の供給を独占的に担ってい

る 77,78。 
 定期検査実施時に、その都度必要な保全作業が行われるが、特に BWR が稼働してい

ない状況が続いていることから、再循環ポンプ製造者及び部品供給者は極めて困難

な事業環境に置かれている。 

2.5.10 1 次系バルブ 

 原子力発電所の安全系統には、格納容器を貫通する部分の配管に逆止弁が隔離弁と

して使用される。通常閉弁状態で使用され、事故時に安全系統の設備が動作する場合

に開弁する機能が求められる。 
 主な国内メーカーとしては、岡野バルブ（主蒸気逃がし安全弁(SRV)、バルブアクチ

ュエーター）や東亜バルブエンジニアリング（安全注入系逆止弁）、平田バルブ工業

（原子力発電所過酷事故対応時対応バルブ）等がある 79,80,81。 
 定期検査時の保全作業の一環としてバルブを交換することは少なく、バルブメーカ

ーのビジネスモデルは新設時の納入と、運転・保守時のメンテナンスによる一気通貫

サービスによって成り立っているが、再稼働が進まない中では定期検査時のメンテ

ナンスの機会も失われており、事業環境は厳しい。特に 1 次系以外のバルブでは、

LNG との施設共用などによる事業拡大の展開も可能な代わりに技術面での参入障壁

は相対的に低くなり、海外メーカーとの競争にさらされやすい環境にある。 

2.5.11 制御棒 

 制御棒は、原子炉の出力(核分裂の割合)を調節し安定的な出力を保つ役目を果たすも

ので、中性子を吸収しやすい物質(ホウ素、カドミウム等)で構成されている。核分裂

は中性子がウランにぶつかって起こるため、制御棒の出し入れによって炉内の中性

子の数を変え、核分裂割合を調節する 82。 
 主な国内企業には、日立 GE 等がある 83ほか、制御棒駆動機構（CRD）は原子炉メー

カーの設計により、製造可能なメーカーに製造が発注される。 
 制御棒は数サイクルごとに交換するため、交換頻度は多いが、発電が行わなければ交

換のタイミングは訪れない。 
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2.5.12 燃料 

 原子力発電に使うウラン燃料は、天然ウランを製錬、濃縮し、直径約 1cm、高さ約 1cm
のペレットに加工したものである。ペレットは合金製の燃料被覆管の中に収められ、

それらを束ねたものが燃料集合体となっている 84。 
 ウラン燃料は全量が輸入であるが、発注者である電気事業者は、再稼働が順調に進ま

ないことでウラン燃料在庫が滞留しており、輸入ニーズは当面回復しない見通しで

ある。このことで、輸送船の船腹の確保や、ウラン燃料を取り扱うことのできる人材

やその知見が散逸する危惧がある。 
 燃料加工を実施している国内企業は、三菱原子燃料、原子燃料工業、GNF-J（グロー

バル・ニュークリア・フュエル・ジャパン）等がある。GNF-J は BWR 燃料を、三菱

原子燃料は PWR 燃料を製造する。なお、原子燃料工業は二種類（BWR、PWR）の軽

水炉燃料を製造できる国内唯一の企業である 85,86,87。 
 保全作業の一環として、定期検査の度に炉心全体の 4 分の 1 から 3 分の 1 程度の燃

料集合体を交換する 88が、制御棒と同様に、発電が行われなければ交換のタイミング

は訪れない。 

2.5.13 空調 

 空調設備とは、ファン、冷凍機、コイル、エアフィルター、ダクト等をさす。空調設

備の機能には、①放射線管理機能（放射性物質を有する空気をフィルターで浄化し、

大型煙突から大気に放出する）、②機器・電気盤等の環境維持機能（プラントの安全

運転を支える機器・電気盤等の湿温度を適切に維持管理することで、正常の機能を保

証する）、③運転員の居住性維持機能（制御室内のプラント運転員の放射線被ばくを

避けるため、制御室の居住性の維持管理を実施する）がある。このため、原子力施設

の空調設備には、適切な温湿度・室内空気の清浄度の維持、十分な耐震性、建物内を

負圧に維持する機能等、さまざまな要件が求められる 89,90。 
 主な国内企業は、新日本空調（設計・施工：換気・空調システム）、ツバキ・ナカシ

マ（製造：送風機）、MHI NS エンジニアリング（設計：空調設備・機器）等がある。

とりわけ新日本空調は、設計～施工～保守～改修までを一貫対応し、設計・施工・保

守分野では国内トップの実績を持ち、これまで国内原子力発電所の約 4 割に相当す

る 22 基のプラントの設計・施工に携わってきた 9090,91。 
 換気・空調システムは、定期検査時に必要に応じてメンテナンスを実施する。一方で、 

2.5.14 特殊材料 

 特殊材料とは、原子力施設にのみ使用される高度な技術を必要とする設備・機器・部

材の総称であり、例えば復水脱塩装置や耐放射線性ケーブル、ゴム製伸縮継手といっ

た非金属材料が挙げられる。 
 特殊材料を製造している主要国内企業は、オルガノ（製造：復水脱塩装置、復水ろ過

装置）、フジクラ・ダイヤケーブル（製造：耐放射線性ケーブル）、ニチアス（製造：

耐火ケーブル）、バルカー（製造：伸縮継手（非金属ベローズ））等がある 92,93,94,95。 
 ケーブル交換はあまり発生しない。 
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2.5.15 工事役務（溶接・配管） 

 原子力プラントの安定的・安全な運転を実施するために、溶接・配管工事の施工技術

は極めて重要な意味を持つ。主要設備の施工にあたっては、開先幅を狭くすることで

小入熱・低ひずみの施工を実現する狭開先ガスメタルアーク（GMA）溶接法や狭開

先ガスタングステンアーク（GTA）溶接法、あるいは高エネルギー密度溶接（電子ビ

ーム溶接法、レーザー溶接法）等が採用されている。配管工事の施工技術についても

進展があり、現在は大部分の継手が自動 GTA 溶接法あるいは自動 GMA 溶接法によ

り施工されている 96。 
 溶接・配管工事を実施している国内企業は、東京パワーテクノロジー（工事：溶接）、

木村管工（工事：溶接、配管）等である。東京パワーテクノロジーは、溶接事業者検

査で要求されているカテゴリ別 72 種類の溶接施工法を保有しており、炭素鋼、合金

鋼、ステンレス鋼等の材料において、溶接厚さ 100mm までの材料に対し溶接施工を

実施することができる。このように、発電所で使用する鉄鋼材料のほとんどの溶接に

対応できる高い技術力を保有している。木村管工は、配管製造から現地での配管工事、

機器類の据付、溶接工事、定期検査や日常のメンテナンスに至るまで幅広いサービス

を一気通貫で提供している 97,98。 
 溶接工事及び配管敷設工事が実施されるのは、基本的にはプラント新設時あるいは

改造工事時であり、事業機会はこうした場面がメインとなる。修繕時に工事が実施さ

れることは多くない。 

2.5.16 特殊輸送役務 

 原子力発電所の稼働にあたっては、①各メーカーの工場で製造した各種大規模設備・

機器の原子力発電所までの運搬、②成型加工工場から原子力発電所までの新燃料の

運搬、といった特殊輸送役務が必要となる。 
 ①では、海岸部が多い原子力発電所に、海上輸送された設備・機器を専用岸壁から専

用荷役設備やクレーンにより陸上に棚卸し、専用道路にて特殊車両（トランスポータ

ー）を活用しつつ所定の位置に据付けるといった作業を実施する。なお、原子力関連

設備・機器は大規模になることが多いため、付随した建設機器の輸送据付けも同時に

発生することが多い 99。 
 ②では、新燃料集合体を専用の機器に格納し、陸上輸送もしくは海上輸送によりトラ

ックで運搬する。具体的な輸送方法としては、陸上輸送では輸送隊列を組みつつ前後

に非常時に備えて警備車を配置し、海上輸送では難沈構造を具備した船を使用する

等安全性に配慮した輸送形式を採用する。輸送容器についても、新燃料集合体から放

射線が出るため、耐熱性や密封性が高く、衝撃にも強い製品が使用されている。この

ように、新燃料の輸送にあたっては、輸送方法や輸送容器に工夫が必要となる 100。 
 こうした特殊輸送役務を担う主な国内企業は、日本通運（輸送：原子炉圧力容器、蒸

気タービン、発電機等）、イーエナジー（輸送：新燃料）等である 101,102。 
 輸送役務の発生頻度は、輸送する製品に依存する。原子炉圧力容器の輸送は製品の納

入時、すなわち原子炉新設時のみしか基本的には発生せず、新燃料は定期検査で毎回

交換することから、新燃料の輸送業務は定期検査実施時に常に発生することになる。 
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3. 海外原子力産業調査 

3.1 米国 

3.1.1 原子力産業の基本情報 

(1) 政策・規制動向の概観 

米国における原子力行政体制を図 3-1 に示す。米国における原子力利用は、核兵器等の

軍事利用と平和利用を前提とした原子力発電等の民間の原子力利用が挙げられる。前者の

軍事利用については、エネルギー省（DOE）の国家原子力安全保障局（NNSA）と国防総省

において政策の決定や調整が行われる。一方、後者の民間の原子力利用については、DOE の

原子力局及び科学局において政策の決定等が行われている。原子力局では、国のエネルギー、

環境、国家安全保障のニーズを満たすために原子力利用を推進することを目指しており、本

事業における原子力産業に直結する政策の決定などが行われていると考えても良い。科学

局は研究開発に焦点が置かれ、国立研究所の管理等を行っている。研究開発では、核融合エ

ネルギー源の開発等が原子力分野に関わる部分である。本報告書では、DOE 原子力局の動

向に焦点を当てることとする。また、民間の原子力利用については、原子力規制委員会（NRC）
が原子力事業者を監督し、規制活動を行っている。 
原子力事業者をみると、プレイヤーでは、電気事業者、原子炉メーカー、建設会社等、我

が国のそれとは大きな違いは見られないが、研究開発段階では、ベンチャー企業が台頭して

いるなど、研究開発から廃炉分野にかけて若干の異なりを見せている。また、米国では、海

外からの調達も多く、例えば、現在建設中のボーグル 3、4 号機においては、主要コンポー

ネントのほとんどを海外から調達している。これら詳細は後節で詳細を記載する。 
 

 

図 3-1 米国における原子力行政体制 

（出典）各種情報より三菱総合研究所作成 

1) 原子力政策動向 

米国における原子力政策は、原子力産業が発展・維持・衰退を占う上で、重要な指標とな
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る。米国における原子力産業は連邦政府の政策だけでなく、州政府の政策にも左右されうる。  
連邦政府では、共和党・民主党問わず、原子力利用を推進する政策を打ち出しており、ト

ランプ大統領は、2017 年 6 月における DOE のエネルギーウィーク等で原子力の再生と拡

大に係る発言をしている他、DOE 長官もクリーンエネルギーとしての原子力の重要性を認

識する発言をしている。具体的な施策内容は後節に記載するが、ブッシュ政権時代の 2005
年エネルギー政策法には、先進的な原子炉プロジェクトに対する連邦債務保証、生産税控除

等、原子炉新設に係る促進策が含まれた。2018 年 2 月には、生産税控除の適用期限の延長

法案が可決されるなど、現トランプ政権でもこれらの施策は継続されている。 
DOE 原子力局の予算動向を表 3-1 に示す。予算は毎年増加傾向にあり、特に連邦議会は

研究開発に対して、初期段階のものから市場化を間近とした段階のものまで幅広く支援す

べきとしており、初期段階の研究開発支援に限定したい政権側の要求を大幅に上回ってい

る。ユッカマウンテン及び中間貯蔵プログラムについては、トランプ政権発足後から、毎年

予算要求には計上されているが、歳出法では計上されていない。個別プログラムの内容につ

いては、上記の具体的政策・施策と合わせて後節にて該当する分野にて記載するが、例えば、

研究開発においては、政府は FY12 の小型モジュール炉（SMR）の許認可技術（LTS）プ

ログラム以降、継続的に先進炉の研究開発を積極的に支援してきたが、FY20 においては、

実証に重きをおいた、先進炉実証プログラムが新設されている。原子力産業界はこのような

連邦政府の支援の下、研究開発等を進めている 103。 
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表 3-1 DOE 原子力局の予算動向（単位：千ドル） 

予算項目 FY18 歳出法 v FY19 歳出法 FY20 歳出法 
研究開発 669,056 753,000 925,550 
（統合大学プログラム） 5,000 5,000 5,000 
（超臨界転換発電（STEP）研
究開発） 

－ 5,000 5,000 

（ 原 子 力 発 電 実 現 技 術

（NEET）） 
159,000 152,585 113,450 

（原子炉コンセプト研究・開

発・実証） 
237,000 323,500 267,000 

（燃料サイクル R&D） 260,056 263,915 305,100 
（先進炉実証プログラム） －  230,000 
（国際原子力協力） － 3,000 － 
インフラ 323,000 347,000 334,450 
アイダホサイトの安全保障と

セキュリティ 
133,000 146,090 153,408 

プログラム管理 80,000 80,000 80,000 
ユッカマウンテン及び中間貯

蔵※ 
－ － － 

合計 1,205,056 1,326,090 1,493,408 
※DOE 原子力局予算とは別項目で計上されているが、ここでは原子力局予算と合わせて記載。 
（出典）DOE, PRESIDENT TRUMP RELEASES FY 2020 BUDGET REQUEST, 2019 年 3 月 11 日, 

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2019/03/f60/doe-fy2020-budget-press-release-and-fact-
sheet_0.pdf, より三菱総合研究所作成 

 
一方、気候変動対策については、前オバマ民主党政権が発行した、既存の発電施設を含む

CO2 排出規制「クリーン電力計画（CPP）」は、EPA の規制権限を逸脱しているとの訴え

が控訴裁判所に申し立てられた後、2016 年 2 月の最高裁判所の判決により、CPP は執行停

止状態となっていた。トランプ政権は 2017 年 3 月に CPP 見直しを含む化石燃料産業の振

興を目指す大統領令が発令され、EPA は、2017 年 10 月に CPP 廃止を提案発表し、2018
年 8 月、クリーンエネルギー適正化（ACE）規則を公表した。CPP が CO2 排出削減目標の

設定を通じて電源ポートフォリオの変更につながりうるものであったのに対して、ACE は

個別の石炭火力プラントにおける熱効率の向上を要求するにとどまるものとなっている 104。 
なお、米国連邦政府は、我が国におけるエネルギー基本計画のようなエネルギー政策の具

体的方針等（将来のエネルギーミックスがどうあるべきか、等）に係る文書は存在せず、そ

の方針の策定・運用は州政府に委ねられている。 
州政府の政策においては、再生可能エネルギー・ポートフォリオ基準（RPS）等を定める

等によって将来のエネルギーミックスに係る施策が実施されている。 
 

v FY18 は 2017 年 10 月 1 日～2018 年 9 月 30 日までを指す。 

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2019/03/f60/doe-fy2020-budget-press-release-and-fact-sheet_0.pdf
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2019/03/f60/doe-fy2020-budget-press-release-and-fact-sheet_0.pdf
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2) 原子力規制動向 

NRC は、1954 年原子力法に基づき設立された AEC（原子力委員会）を土台として、1975
年に設立された、連邦独立機関である。NRC の規制権限は、原子力安全、核セキュリティ、

核不拡散及び核廃棄物が含まれている。NRC の主な任務と役割は下記のとおりである。 
 
 核物質の使用、輸送、運転、更新に関する許認可 
 原子力施設の運転停止、放射性廃棄物の削減、許認可の停止 
 使用済燃料容器の製造、輸送装置、放射性気体プラントの承認 
 許認可事業者の活動状況の調査、主張、評価、審査、監督 
 違反事業者に対する強制措置の執行 
 緊急事故対応及び体制の確立 
 原子力事故及び長期的傾向の日常的調査研究 
 原子力施設の許認可、原子力機器の承認等規則の策定 
 原子力システム、機器、核物質に関して標準化機関と共同して各州標準を作成。 

 
 近年の動向として、NRC のスリム化の動きが強まっている。2015 年 2 月に NRC は組

織のスリム化計画“Project Aim 2020”の NRC スタッフ案を発表し、新設される原子炉が

予想より少なくなることや、早期閉鎖により運転中の原子炉数が減少している状況等を踏

まえ、人員の削減等を行う方針を示した。また、2019 年 1 月には、原子力イノベーション

及び近代化法（NEIMA）が成立し、NRC の管理サービス、財務管理、人的資源管理、情報

管理等の支出といった間接費用について、一定の割合を超えないように努めるよう求めた

ほか、消費者物価指数等に基づき、年間審査手数料についても適正化を求めている。 

(2) 原子力産業の概観 

1) 米国における原子力発電の基本情報 

2020 年 2 月時点で、米国は 96 基の運転中の原子力発電プラントを有する、世界一の原子

力発電利用国である。2019 年の電源ポートフォリオにおいては、原子力は 19.7%を占めて

いる。表 3-2 に米国における原子力発電プラントのステータスを示す。計画中基数は 3 基

あり、そのうち 2 基は、2017 年に建設・運転一括許認可（COL）を取得し、AP1000 を 2 基

建設する予定のターキーポイント 6、7 号機プロジェクトであり、残り 1 基はアイダホ国立

研究所に建設予定の NuScale 社の SMR である。建設中基数はボーグル 3,4 号機プロジェク

トであり、それぞれ 2021 年 11 月、2022 年 11 月に運開予定である。運転中基数は 96 基あ

るが、低廉な天然ガス価格や再生可能エネルギーの優遇措置、電力需要の伸び悩み等により、

特に自由化州において、原子力プラントの早期閉鎖が目立っている。近年では、2019 年 5 月

にスリーマイルアイランド 1 号機（81.9 万 kW、PWR）が閉鎖を発表している。廃止措置プ

ラントについては、上記のような早期閉鎖プラントの増加によって、2012 年に閉鎖を表明

したドミニオン社のキウォーニ発電所を皮切りに、これまでに約 10 基のプラントが閉鎖し

ている。この他のプラントは 2000 年までに閉鎖したプラントが主であり、安全貯蔵中、即

時解体を実施しているプラントである。 
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表 3-2 米国における原子力発電プラントのステータス 

項目 基数 
計画中基数 vi 3（SMR を含む） 
建設中基数 2 

運転中基数 96 

廃炉基数 37 

（出典）IAEA, PRIS,2020 年 2 月 20 日アクセス, 
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=US、WNA, Nuclear Power in the 
USA, 2020 年 2 月 20 日アクセス、https://www.world-nuclear.org/information-library/country-
profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx、電気事業者等各種プレスリリースより三菱総合研究所作

成 

 
図 3-2 に運転中プラントの炉型の割合と運転年数を示す。米国では PWR が 64 基、BWR が

32 基を占め、PWR が多いことがわかる。また、TMI 事故以降、ボーグル 3、4 号機建設プ

ロジェクトが開始されるまで新設のプラントがなかった viiため、30 年以上の運転年数とな

るプラントは全体の 90%を超える。また、運転年数 40 年を超えるプラントが半数近くにの

ぼる。 

 

図 3-2 米国における運転中プラントの炉型の割合と運転年数 

（出典）IAEA, PRIS,2020 年 2 月 20 日アクセス, 
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=US,より三菱総合研究所作成 

2) 米国における原子力産業の概観 

図 3-3 に米国における原子力産業構造の概念図を示す。米国には、約 30 の発電事業者が

原子力発電プラントを所有・運転している。これら発電事業者には、原子力発電所の許認可

 
vi WNA における計画に分類されている基数を示す。 
vii 1970 年代に建設を開始した後中断し、2015 年に建設再開、2016 年に運開したワッツバー2 号機を除

く。 

https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=US
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=US
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を保有し発電所の運転を担う専門の企業があり、それは発電事業社の子会社として位置付

けられている。これらの体制をとる企業は民間企業が主であり、例えば、Exelon Corporation, 
LLC の場合、許認可を保有する企業はその子会社 Exelon Generation Co., LLC となり、Duke 
Energy の場合は、許認可を保有する企業はその子会社 Duke Energy Progress, LLC や Duke 
Energy Carolinas, LLC となる。一方で、我が国のように発電事業者自身が許認可保有する子

会社を持たない例もある。例えば、Tennessee Valley Authority や Arizona Public Service 
Company が挙げられ、これら企業は公益企業に多い。 

送電部門については、州の電力小売自由化の動向によって様相が異なる。米国では、連邦

エネルギー規制委員会（FERC）による命令のもと、送電線への第三者のアクセス開放が義

務付けられたことにより、送電網所有者と独立した系統運用機関（ISO）、地域送電機関（RTO）

が設立された。自由化州においては、送電における系統運用機能が発電事業者から分離、第

三者に売却された一方で、規制州においては、送電部門を引き続き発電事業者がほぼ垂直統

合を維持する形も見られる。 
 

 

図 3-3 米国における原子力産業構造の概念図 

（出典）各社ホームページ等より三菱総合研究所作成 

3.1.2 建設・運転保守分野 

(1) 建設分野における主要施策 

建設分野に係る主要施策は、2001 年に誕生したブッシュ政権によるものが継続している。

米国における原子炉新設プロジェクトの発注は、1978 年を最後に途絶えており、1970 年代

当時に予定されていた多くの建設プロジェクトがキャンセルされていた。この背景には、主

として下記が挙げられる。 
 
 原子炉の建設・運転に係る許認可手続が訴訟を含め長期化し、物価上昇もあいまって、

建設費が高騰したこと 
 1969 年国家環境政策法（NEPA）の制定やさまざまな環境訴訟を通じて 1970 年代に
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環境規制が強化されたこと 
 石油危機等の影響も含め、電力需要の伸びが鈍化する見通しが示されていたこと 
 
ブッシュ政権に至るまで、NRC による許認可手続き等の改善はなされたものの、原子炉

の新設に直接結びつかない状況が続いていた。ブッシュ政権は、原子力発電の推進方針を打

ち出し、2010 年までに新規原子力発電プラントを実現するための施策が提示された。現在

も有効な具体的施策は下記のとおりである。 

1) 連邦債務保証プログラム 

プロジェクトコストの 80％を限度として 1990 年連邦信用改革法（FCRA）における債務

保証を行うプログラムである。債務は 30 年あるいはプロジェクト期間の 90%のいずれか短

い期間内までに全額が支払われなければならないとしている。このプログラムの対象とな

るプロジェクトは、大気汚染や温室効果ガスの回避または削減が可能な、保証が発行される

時点で、米国で用いられている商業技術と比較して新しい、もしくは著しく向上している技

術を用いているものとしている。この対象となる技術は、原子力利用だけでなく、再生可能

エネルギー、水素燃料の利用など 10 の技術が選定されている。手続きは、下記の流れで実

施される。 
 
1) DOE による公募 
2) 2 回にわたる申請・審査 
3) デューデリジェンスの実施とタームシートの提示・交渉 
4) 条件付合意締結 
5) 条件の最終化・合意 
6) 債務保証契約締結 

 

 

図 3-4 米国 連邦債務保証の概要 

（出典）連邦議会図書館、H.R.6 - Energy Policy Act of 2005、2005 年 8 月 8 日、

https://www.congress.gov/bill/109th-congress/house-bill/6、及び経済産業省、平成 25 年度発電用原子炉

等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）に基づき三菱総合研究所作成 

 
 この制度における保証料に相当する債務保証コストは、選定された技術によって異なる

https://www.congress.gov/bill/109th-congress/house-bill/6
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が、原子力分野は、全額を借り手となるプロジェクト実施者が負担し、審査料等の管理コス

トは申請者が負担することとなっている。また、債務保証契約については、上記の債務保証

コストの全額払込が完了するまでは締結されない。 
 現在、原子力分野で本制度の適用申請している、または適用中のプロジェクトはボーグル

3、4 号機建設プロジェクトと、NuScale Power 社がアイダホ国立研究所で計画している SMR
建設プロジェクトの 2 件である。NuScale Power 社については、2017 年 9 月に DOE に適用

の申請をしているが、DOE との条件付合意に至っていない。ボーグル 3、4 号機建設プロジ

ェクトについては、そのオーナーであるジョージアパワー社らが申請者となり、2010 年に

最初の条件付合意に至っている。2019 年 3 月時点で、同プロジェクトへの債務保証総額は

約 120 億ドルとなり、見積もられている合計の建設費用約 184 億ドルの約 65%に相当する

額となっている。 

2) 待機支援制度（待機支援（許認可遅延リスク保険）） 

待機支援制度は、原子炉新設時に許認可手続き等の長期化によって建設後の運転開始が

遅延した場合に、その遅延による損失を補填する制度である。NRC が 1994 年以降に承認し

た炉設計の原子力施設に対し、DOE が最大 3 種類の原子炉設計について、合計 6 基の原子

炉の発注者と遅延補償の契約を締結可能としている。この制度では、建設・運転一括許認可

（COL）手続きにおける検査・試験・解析・承認基準（ITAAC）完了の遅れ、または ITAAC
決定前のヒアリング開催や訴訟による全出力運転の遅延が対象となる。補填の対象となる

コストは、上記対象となる遅延に起因するコストで、原子炉発注者が負っている債務の元本

と利子、及び契約済供給契約の契約販売価格と代替購入電力の公正な市場価格との差額を

含む。補填範囲は、COL を取得し建設が開始された最初の 2 基の原子炉については、1 契約

あたり、5 億ドルを超えない範囲で遅延コストの 100%、次の 4 基の原子炉は 1 契約あたり

2 億 5,000 万ドルを超えない範囲で遅延コストの 50%まで補填される。 
現時点で本制度適用可能性が挙げられるプロジェクトはボーグル建設プロジェクトのみ

であるが、米原子力協会（NEI）によると、本制度は産業界の支持を受けておらず、制度が

制定された 2006 年 8 月以降、成約に至った例はなく、制度的異様を真剣に検討する意向を

示した企業もないとされている。 

3) 生産税控除プログラム 

このプログラムは、改良型原子力発電プラントに対し、8 年間にわたり 1.8 セント/kWh の

税額を控除するものである。ただし、税額控除の適用は全米で 600 万 kW が上限としてい

る。このプログラムは当初 2021 年 1 月 1 日までに運開することが条件であったが、2018 年

2 月にこの制度の適用期限が無期限に延長された。 
現時点で、この制度が適用される可能性のあるプロジェクトはボーグル建設プロジェク

トのみである。当初、本制度が生産税控除については、それが新設プロジェクト実施に係る

判断の決定的な要素になることはないとの声もあった。ボーグル建設プロジェクトはウェ

スティングハウス社による米国連邦倒産法第 11 章に基づく再生手続きを申立てに伴い、プ

ロジェクトの継続可否が判断されることとなったが、2017 年 12 月における州の公益事業委

員会（PSC）におけるプロジェクト継続可否の議論において、プロジェクト継続が決定され
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た前提のひとつに生産税控除プログラムの適用期限の延長が含まれていた。 

4) プライス・アンダーソン法の延長 

本制度は米国における原子力損害賠償法にあたるものである。原子力発電プラントの許

認可保有者に対し、3 億ドルの原子力損害賠償責任保険の付保を要求するとともに、相互扶

助方式の第二次の賠償措置が制度化されている。この制度は時限立法として、約 10 年ごと

に更新・改正が行われてきていた。この制度が延長されない場合、新設プラントにはこの制

度が適用されないことになるため、実質的に原子炉新設を阻むものとして産業界から強く

更新が望まれていたものである。 
 

(2) 建設分野における産業動向と取組例 

ここでは、米国における発電事業者や原子力サプライチェーンの状況や、現在建設が進む

AP1000 建設プロジェクトを中心にサプライチェーン構造や建設プロジェクトにおける課題

等を整理するとともに、建設・運転保守分野における原子力産業の維持に向けた取組を整理

する。 

1) AP1000 建設プロジェクトの概要 

既に記載したように、米国では 1978 年以降新規原子炉の新設が途絶えており、現在、建

設中のボーグル 3、4 号機（AP1000）建設プロジェクトは米国内で約 30 年ぶりの新設とな

る。ほぼ同時期に V.C.サマー2、3 号機（AP1000）建設プロジェクトも建設が進められてい

たが、建設コストの大幅の増加等を背景に建設中止となった。以下では、ボーグル建設プロ

ジェクトにおける動向を整理した。 
ボーグル 3、4 号機建設プロジェクトは、1978 年以来約 34 年ぶりに NRC が新規原子炉の

建設に係る許認可を発給したプロジェクトであり、1989 年制定の 10 CFR Part 52 に基づく

許認可発給は初めてとなる。10 CFR Part 52 では、建設許可と運転認可をひとつにまとめた

一括建設・運転許認可（COL）が発給され、原子炉の運転のためには、NRC が、検査・試

験・解析・承認基準（ITAAC）により、プラントの建設が許可条件に従って行われたことを

確認・決定する必要がある。 
ボーグル原子力発電所はジョージア州（規制州）に位置し、ボーグル 1、2 号機（両基と

も原子力発電）に続く増設プロジェクトである。ボーグル 3、4 号機は下記に示すように、

複数の電気事業者と自治体が共同オーナーとなっている。 
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表 3-3 ボーグル 3、4 号機プロジェクトにおけるオーナー比率 

オーナー組織 比率 
ジョージアパワー社 45.7% 

オグレソープ・パワー社 30.0% 

ジョージア州電力公社 22.7% 

ダルトン市 1.6% 

（出典）ジョージアパワー社,ホームページ, 2020 年 3 月 6 日アクセス、

https://www.georgiapower.com/company/plant-vogtle.html より三菱総合研究所作成 

 
ボーグルプロジェクトは、2008 年 4 月に設計・調達・建設（EPC）契約をウェスティング

ハウス（WH）社及び当時のストーン&ウェブスター（S&W）社とのコンソーシアムで締結

され、2012 年 2 月に NRC より COL 発給された後の 2013 年 3 月から建設（原子力アイラン

ドにおけるコンクリート打設）開始された。 
ボーグル 3、4 号機建設プロジェクトの建設体制は、企業買収等により建設当初から数回、

体制が変更されている。図 3-5 に建設体制変更の移り変わりを示す。建設当初は WH 社と

S&W 社とのコンソーシアムが組まれていた。発注者である電気事業者は品質確認や請負業

者の監視等を行い、WH 社は原子炉やタービン周辺の設計等、S&W 社は土木建築、ヤード

設備関連の業務を実施する体制であった。その後、コンソーシアム内及び EPC 契約者間（電

気事業者とコンソーシアム間）で建設コスト増に伴うコスト負担に係る訴訟・係争の懸念を

一掃するため、WH 社が 2016 年 1 月に S&W 社を買収し、体制が変更された。これにより、

S&W 社の資産は WH 社子会社である WECTEC に移管され、新たに建設管理業務を担うフ

ルアー社が WH 社の下請けとなる体制となった。その後 2017 年 3 月に WH 社が米国連邦倒

産法第 11 章に基づく再生手続きを申立てたことを契機として、電気事業者自身がこれまで

WH 社が担っていた人的・物的リソースの維持管理やスケジュール管理等を追加で担い、新

たにベクテル社が体制に加わった。ベクテル社は電気事業者の業務（リソース管理やスケジ

ュール管理等）を支援する他、下請け業者（60 社以上）の管理・交渉、現地工事の管理等を

実施する。WH 社は引き続き原子炉周辺の設計作業や特殊材料の調達を担っている。 
 

https://www.georgiapower.com/company/plant-vogtle.html
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図 3-5 ボーグル建設プロジェクトにおける建設体制の変遷と主な役割 

（出典）ジョージアパワー社、Vogtle Construction Monitoring Report（5th～18th）より三菱総合研究所作成 

 
ボーグル建設プロジェクトにおける資金調達は、既に記載したように、DOE の連邦債務

保証制度を活用した資金調達の他に、運転開始前から、電気料金からの回収も行っている。

連邦債務保証制度の本プロジェクトへの適用について、2010 年 2 月に初めて 83 億 3,000 万

ドルの条件付コミットメントが提示され、2017 年 9 月に追加で約 37 億ドルの条件付コミッ

トメントが提示されている。本プロジェクトでは、2014 年及び 2015 年にそれぞれ約 65 億

ドル、約 18 億ドルが発行されている。現時点で、同プロジェクトへの債務保証総額は約 120
億ドルとなり、見積もられている合計の建設費用約 184 億ドルの約 65%に相当する額とな

っている。電気料金からの回収については、ジョージア州は規制州であり、ジョージア州公

益事業委員会の承認を経て、原子炉の運転開始前から電気料金に建設コストを上乗せして

資金を調達することが認められている。 

2) ボーグル建設プロジェクトにおける資機材サプライヤー 

AP1000 建設における主要な資機材は世界中のサプライヤーから調達されている。エンジ

ニアリング、原子炉本体、発電設備、安全設備、周辺諸設備、機器製作、据付、試運転等の

EPC 全般にかかわる AP1000 の主要コンポーネントのサプライヤーチェーンを図 3-6 に示

す 105。 
特に、米国から見て、国際的なサプライヤーが利用されたことについて、DOE による報

告書によると、国内のサプライヤーと比較した海外の供給業者の能力(例えば、大きな鍛造

品の製造)の違いと、WH 社のビジネス（当時の親会社である東芝の意向やこれまでの取引

先等の実績）が考慮されたと分析している。AP1000 建設に向けたコンポーネントの供給に

おいては、コンポーネントの仕様を満たすために、多くのサプライヤーが新規設備の建設や

既存設備の拡張を余儀なくされ、コンポーネント製造能力やノウハウの再取得に苦労した
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としている。一方で、米国海軍の原子力推進計画を支援した実績のある企業や、海外の原子

力プロジェクトにコンポーネントを供給した実績のある企業はそのような苦労は少なかっ

たとしている 106。 
    

 

図 3-6 AP1000 建設における主要コンポーネントのサプライチェーン 

（出典）各種情報より三菱総合研究所作成 

 
米国内における AP1000 の主要なサプライチェーンは、ペンシルベニア州、ニューハンプ

シャー州、バーモント州など 11 州に及ぶ。ボーグル 3 号機と 4 号機の立地サイトのあるジ

ョージア州では、Georgia Transformer 社がバルブ類を納入している。 
米国内の代表的な原子力分野のサプライヤーは表 3-4 に示すとおりである。これらの企

業をみると、以下のような企業に分類できる。 
 
 吸収合併により事業の維持・拡大をしてきた企業 
例えば、Flowserve 社や Curtiss-Wright 社、Georgia Transformer 社、Tyco Valves＆Controls 

LP 等が挙げられる。 
例えば、Curtiss-Wright 社は 1990 年代後半から 10 社以上の関連企業を吸収合併している。

関連企業には、船舶向けのアクチュエーターを製造していた Nu-Torque 社や航空宇宙、防衛

事業に展開するベンダーである VMETRO 社等が挙げられ、原子力分野では、バルブ製造を

得意とする Farris Engineering 等も吸収合併している。Tyco Valves＆Controls LP は、原子力

分野ではバルブや制御機器を専門とするが、吸収合併を繰り返し、事業内容を拡大している。

2010 年頃からはセキュリティソリューションに注力するなど、時代に合わせたサービスや

フォーカス分野を変えて事業を継続している。 
一方で、PaR Nuclear 社や Enertech 社、Chromalox Inc.等の企業は事業規模の大きな企業等

に吸収合併される企業もある。吸収合併された企業は、吸収合併先のグループ企業や企業の
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一事業部門としてサービスの紹介がなされており、事業が継続している。 
 
 吸収合併する/されることなく事業を維持してきた企業 
 例えば、Crane Nuclear 社や Sharpsville Container 社が挙げられる。これら企業は、それ

ぞれバルブ製造やタンクの製造を得意とする企業である。これら企業は上記のように吸

収合併等していない企業である。これら企業は、例えば、Crane Nuclear 社は 12000 人もの

従業員を有する Crane 社のグループ企業であり、航空宇宙系分野等に流体解析や電子機器

等を納める企業であり、そもそもの事業規模が大きい。また、Sharpsville Container 社につ

いては、原子力分野だけでなく、食品製造業や原子力以外の工業用製品の製造にも展開し

て事業の維持拡大をしてきた企業である。 
 

表 3-4 AP1000 建設に資機材を供給した主要サプライヤー（米国を拠点とする企業） 

企業名 企業概要 

Sharpsville Container 社
107 

AP1000 向けに、ASME 脱金属タンクを納入。 
1860 年に創業しミシガン州に本拠を置く。石油化学分野におけ

る鉄タンク等の製造から始まり、現在は北米を中心に全世界の

顧客を持つ。具体的には、食品製造業から工業用の製品製造に

至るまでさまざまで、ASME に準拠した圧力容器や運輸局規準

に準拠した危険物輸送容器等製造を強みとする。 
Crane Nuclear 社 108 AP1000 向けに、バルブ類を納入。 

ジョージア州に本拠を置く。創業時から総合エンジニアアリン

グ企業の Crane 社のグループ会社。バルブに特化しており、1855
年からバルブ製造を実施し、原子力産業に向けて包括的なサー

ビス（製造、エンジニアリング、試験・メンテナンス等）を提供

する。 
PaR Nuclear 社 109 AP1000 向けに、キャスタ作動機器等を納入。 

ミネソタ州に本拠を置き、2006 年にエンジニアリング会社の

PaR System 社よりウェスティングハウス社が買収し子会社とな

る。精度の高いクレーンと原子力関係の燃料ハンドリング機器

を製造している。 
Premier Technology110 AP1000 向けに、統合ヘッドパッケージを納入。 

アイダホ州に本拠を置く金属製造業者で、1996 年に創業。原子

力分野からスタートしたが、現在はエネルギーと防衛分野でエ

ンジニアリング、機器製造、そして建設マネジメント等を提供。

社員は約 300 名で、全世界へサービスを提供する。 
Enertech 社 AP1000 向けに、ポンプ類を納入。 

カリフォルニア州に本拠を置き、原子力分野で使われるバルブ

類、アクチュエーター、液体シーリング剤、漏えい検知サービス

等を提供している。Curtiss-Wright 社に 1998 年に買収され、現在

は Curtiss-Wright 社グループ企業となり同社の QA 技術を用い、
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原子力サプライチェーンの安定化・安全に寄与する。 

Flowserve 社 AP1000 向けに、バルブ類を納入。 
テキサス州に本拠を置き、BW/IP 社と Durco International 社が合

併し設立されました。2000 年にポンプ部門を強化するために

IDP を買収し、2002 年にはコントロールバルブ部門を加える。

56 カ国に顧客を持つ。エネルギー分野では、原子力、太陽光、

地熱発電等の事業者に向けてポンプ、バルブ、アクチュエータ

ー、スチームトラップシステム等を製造する。 
Georgia Transformer111 AP1000 向けに、バルブ類を納入。 

ジョージア州に本拠を置き、1971 年に創業。2015 年には Virgenia 
Transformer と提携し、北米最大の変圧器製造業者となる。変圧

器周辺機器の製造を行う。 
Emerson AP1000 向けに、循環ヒーターを納入。 

ミズーリ州に本拠を置き、全世界に顧客を持つエンジニア会社

である。提供するサービスはオートメーションソリューション

事業とコマーシャル＆レジデンシャルソリューション（住宅・

建物内空調・バルブ等を提供）に分かれる。前者事業は、火力や

再エネを含むさまざまな電気事業者に対し、向けて圧力計器・

バルブ・アクチュエーター等を製造し包括的なサービスを提供

する。 
Chromalox Inc. AP1000 向けに、ソレノイドバルブを納入。 

ペンシルベニア州に本拠を置く。2000 年以降、Emerson,JPMorgan
等、複数回親会社を変えてきたが、現在は Spirax-Sarco 
Engineering plc を親会社に持つ。各種産業工程のヒートトレース

専門の会社として確実な地位を確保。 
SPX Flow （Control） AP1000 向けに、バルブ類を納入。 

ノースカロライナ州に本拠を置き、30 カ国の拠点・100 国以上

に顧客を持つ。食品製造・工業分野等顧客は多岐に亘り、回転・

アクチュエート、油圧技術に強みを持つ。バルブ等製造を行う。 
Curtiss-Wright112,113 AP1000 向けに、一次冷却材ポンプを納入。 

ニューヨーク州に本拠を置き、企業買収を進めながら事業の多

角化と成長を図ってきた。アクチュエーター、コントロール、バ

ルブ、金属表面加工等で先端技術を駆使したコンポーネントメ

ーカーとして航空機分野、軍用分野を含む多分野でサービスを

提供する。 
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Gardner Davis Nash AP1000 向けに、液体リング真空ポンプを納入 
1905 年コネチカット州で創業、現在はウィスコンシン州に本拠

を置く。真空ポンプ製造業者として、全世界に事業所、顧客を持

つ。また多方面でサービスを提供する。 
Newington114 AP1000 向けに、制御棒駆動機構（CRDM）を納入。企業詳細は

不明。 
Hayward Tyler AP1000 向けに、SG リサイクルドレインポンプを納入。 

1815 年英国にて創業し、1985 年、石油・原子力事業の拡大のた

め、米国バーモント州の 2 つの施設を合併し、Hayward Tyler Inc
を創業。現在に至る。（英国の事業所は現在もそのままである）。

以降、中国・インドにも事業を拡大し、液体モーター高圧用ポン

プの製造に強みを持つ。 
Tyco Valves＆Controls 
LP 

AP1000 向けに、バルブ類を納入。 
1960 年創業。ニュージャージー州に本拠を置く。2016 年に、

Johnson Controls と合併し、社名を Johnson Controls International 
plc に改める。Tyco はこれまで吸収合併を繰り返し、事業の拡大

を図ってきた。2010 年頃から、セキュリティソリューション等

に注力する。一方、引き続き幅広く製造ラインを持っており、原

子分野向けにはバルブや制御機器を製造している。 

（出典）各社ホームページ等より三菱総合研究所作成 

 
米国外のサプライヤーを表 3-5 に示す。米国外からは、日本、韓国、カナダ、イタリア、

スイス、ブラジルの 5 カ国のメーカーが資機材を納入している。日本のメーカーでは、当時

WH 社の親会社であった東芝が発電機や変圧器等を納入しており、タービンの回転部分につ

いては、日本でモジュールとして組み立て、2016 年に納入している。また、原子力分野で

は東芝のパートナーである IHI は、原子炉格納容器を納入している。 

表 3-5  AP1000 建設プロジェクトに資機材を供給した主要な米国外サプライヤー 

企業名 企業概要 
Tecsis115 AP1000 向けに、冷却塔ファンを供給。 

1995 年に設立され、ブラジルに本拠を置く。風力発電用のタービ

ンブレードに特化している。AP1000 における冷却塔のファンを

納入した実績を有する。北米、ヨーロッパ、アジアに顧客を持つ。 
Farris Engineering116 AP1000 向けに、リリーフバルブを供給。 

Curtiss-Wright 社のグループ企業で、1999 年に買収されている。

Farris Engineering 社はスプリング式及びパイロット式圧力リリー

フバルブの設計と製造を得意とする。 
CCI AG117 AP1000 向けに、格納容器内燃料取替用水タンク（IRWST）、格

納容器リサイクルスクリーンを供給。 
スイスに本拠を置く企業であったが、現在は英国に本拠を置く

IMI Critical Engineering 社に統合されており詳細は不明。IMI 社は
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原子力だけでなく、鉄鋼や石油化学系分野に対し制御装置や安全

弁、バルブ等を製造・納品している。 
Mangiarotti S.p.A. AP1000 向けに、アキュムレータ、タンク等を供給。 

1970 年代前半にイタリアで創業。同社の原子力事業は 2000 年に

分社化されたのちに WH 社に買収されている。 
原子力を含むエネルギー分野でさまざまな機器の設計とコンポ

ーネントの製造を行っている。原子力分野では、原子炉圧力容器、

吊り上げ機器、キャスク、加圧器、蒸気発生器、熱交換器等が挙

げられる。同社は WH 社や Framatome 社、GE 等の原子炉メーカ

ーへ製品を納入しているが、半数は WH 社向けである。 
Savinelli AP1000 向けに、RCL 配管を供給。 

イタリアに本拠を置く企業であるが、詳細は不明。 
Weir Valves&Controls118 AP1000 向けに、バルブ類を納入。 

英国に本拠を置く。米国にも事務所を構える。15,000 人以上の社

員を有し、鉱物・石油・ガス・電力分野にバルブやポンプのエン

ジニアリング、製造を行う。 
SIEMENS119 AP1000 向けに、周波数変動装置を納入。 

1847 年創業し、ドイツに本拠を置く。現在では情報通信、電力関

連、交通、医療、防衛、生産設備、家電製品等の製造やシステム

ソリューション事業を行う。電力関係では、タービンや発電機等

を製造し、近年は IOT 事業を開始した。 
Samshin AP1000 向けに、反応容器、スチーム発生器を供給したほか、安

全系、非安全系のバルブも複数供給。 
1966 年創業。韓国に本拠を置く、鍛造バルブと鋳造バルブの専門

メーカー。原子力発電所だけでなく、石油・石油化学プラント、

造船分野にも製品・サービスを提供する。原子力分野では、WH
社をはじめ、国内外に多く顧客を持つ。 

Doosan Heavy 
Industry&Construction 

AP1000 向けに、コンデンサー、RPV を納入。 
1962 年に創業。斗山重工業の関連企業で韓国に本拠を置く。発電

プラント・設備、用水水処理、鋳・鍛造、等の重工機械総合企業

であり原子力・火力発電所に向けた発電設備、機器のハンドリン

グシステムを提供する。同社は、北米に 9 の活動拠点を有する

他、全世界で 23 の活動拠点と 16 の子会社を持つ。 
東芝（エネルギーシス

テムズ株式会社）120 
AP1000 向けに、タービン発電機、変電機等を納入した。 
神奈川県に本拠を置く。AP1000 建設開始当時、WH 社の親会社

として株式を 87%保有していた。火力・電子力をはじめ、再生可

能・水素エネルギー分野、電力流通・粒子線治療装置に関する製

品提供を行うなど、幅広い分野でサービスを提供する。 
IHI121 AP1000 向けに、原子炉格納容器を納入した。 

1953 年、石川島造船所を起源とし、2007 年に IHI に社名を変更。

東京都に本拠を置き、総合重工業メーカーとして、資源・エネル



60 
 

ギー、社会インフラ、産業機械、航空・宇宙の 4 つの事業分野を

中心に、多岐にわたるサービスを提供する。原子力の分野では圧

力容器、格納容器、配管システムの開発、建設に携わる。東芝と

同様に WH 社の株式を 3%保有していた。 

（出典）各社ホームページ等より三菱総合研究所作成 

3) AP1000 建設に係る課題 

米国で約 30 年ぶりとなった AP1000 建設は、コスト増加等を要因として、WH 社は 2017
年 3 月に米国連邦倒産法第 11 章に基づく再生手続を申立てる事態となり、ボーグル、V.C.
サマー両プロジェクトは建設続行・中止の判断をせざるを得なくなった。実際、V.C.サマー

プロジェクトは建設中止が決定されている。以下では、両プロジェクトにおける公益事業委

員会資料やベクテル社による V.C.サマープロジェクトに対する AP1000 建設プロジェクト

評価報告書からコスト増の要因等について整理した 122。 
V.C.サマープロジェクトにおける 2009 年から 2017 年 2 月まで viiiの主なコスト増要因を

表 3-6 に示す。これによると、建設当初から約 32 億ドル建設コストが増加している。 

  

 
viii 州の公益事業員会に新増設が承認された年から WH 社が米国連邦倒産法第 11 章に基づく再生手続を申

立てる直前までの期間である。 
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表 3-6 V.C.サマープロジェクトにおける主なコスト増の要因 

要因 コスト増加の内容 増加額※1 
（百万 USD） 

EPC に関連  2 号機において判明した基礎部ベースマットの許

認可不適合に係る追加コスト 
 S&W 社を WH 社が買収することに係る体制変更

の調整 
 固定価格オプションへの移行に伴う調整費 
 プロジェクト遂行を支援するソフトウェアシス

テムやセキュリティシステム等のアップグレー

ドや変更に係る費用 
 プラントの設計変更やスケジュール遅延に係る

追加の人件費 
 EPC に係る仕様変更に伴う費用 

約 2,720 

電気事業者自

身のマネジメ

ント等に関連 

 サブモジュールの製造遅延による全体スケジュ

ールの遅れに伴う EPC 契約コスト 
 スケジュール遅延に伴うプロジェクトの安全性

と品質を確保するための追加の監視リソース 

約 361 

規 制 に 関 連

（※2） 
 航空機衝突に係る建屋の設計や、許可、建設に係

る追加コスト 
 COL 発給が約 9 カ月遅延したことによる追加コ

スト 

約 125 

合計 約 3,205 
※1：SCE＆G 社負担分をオーナー比率で割り戻した額であり、オーナーである電気事業者

側の負担とされなかったコストは不明である。 
※2：EPC に関連した項目と重複した金額が記載されていたため、追加コストを均等に按分

して計算。 
（出典）サウスカロライナ州公益事業委員会 PSC、2009～2016 年命令書より三菱総合研究所作成 

 
EPC 関連では、約 27 億ドルのコスト増となっている。具体的には、建設体制の変更に伴

う費用や仕様変更、スケジュール遅延に伴う人件費等が計上されている。建設体制の変更に

ついては、図 3-5 に記載したように体制変更がなされてきた。特に、WH 社と S&W 社によ

る二頭体制による意思の伝達や非効率性、混乱が生じた可能性も指摘されており、規制・不

可抗力に起因する注文変更（Change order）の責任分担が不明確であったことが挙げられる。

実際に、WH社と S&W社のコンソーシアム内でコスト負担に関する訴訟懸念があったほか、

コンソーシアムとオーナーとの間でも仕様変更に伴う完工時期の変更やコスト負担に係る

係争の懸念があったとしている。ボーグルプロジェクトでは、オーナーとコンソーシアム間

でコスト支払いについて訴訟を提起する事態となっていた。 
ベースマットに関する問題は、NRC がニュークリアアイランドにおけるベースマットに
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おいて鉄筋の間隔と深さが設計認証文書と異なると判断したためであり、追加の分析等行

い、6 カ月のスケジュールが遅延したとされている。 
電気事業者のマネジメントに関連するコストについては、3.5 億ドルのコスト増となって

いる。これには、サブモジュールの製造遅延による全体スケジュールの遅れに伴う EPC 契

約コストやスケジュール遅延に伴うプロジェクトの安全性と品質を確保するための追加の

監視リソースが計上されている。ベクテル社による分析によれば、プロジェクトを評価、検

証する適切なプロジェクトコントロールチームを形成せず、オーナー側の品質管理機能が

機能していなかったとの指摘もある。サブモジュールの製造遅延については、下記のような

遅延が報告されている。DOE はコンポーネントを提供するサプライヤー側と規制当局との

やりとりが結果的に遅延を生じさせたとしている 105。 
 
 CA20 モジュール、CA01 モジュールの遅延 

CA20 モジュールは 13m×21m×20.7m の大きさで、使用済燃料の貯蔵や熱交換器等

複数の機器からなり 72 のサブモジュールから構成される。CA01 モジュールは、28m
×29m×23m の大きさで、蒸気発生器や加圧器等を格納する構造物である。両モジュ

ールともに、品質管理に問題があり、スケジュール遅延したことが報告されている。 
 爆破弁（Squib valves）の納期遅延 

火薬の爆発源を駆動源とし、非常用の駆動電源を不要とした静的安全システムの主

要弁である。AP1000 では、8～14 インチの大型の爆破弁を新規で開発していたもの

である 123。品質管理に問題があることが判明しスケジュールが遅延したことが報告

されている。 
 
規制に関するコスト増として、航空機衝突に係る建屋の設計や、許可、建設に係る追加コ

スト、COL 発給遅延に伴うコストが挙げられる。表 3-7 に AP1000 の設計認証（DC）承認

からボーグル、V.C.サマープロジェクトにおけるコンクリート打設までの主要な出来事を整

理した。これによると、NRC は AP1000 の設計認証を 2006 年に 1 月に発給しているが、

2001 年の同時多発テロを受けて考慮されることとなった航空機衝突要件について設計修正

要求を DC 発給後に指摘している。加えて、2009 年には保護建屋に関して追加情報要求も

出しており、最終的に AP1000 の設計変更が承認されたのは 2011 年 12 月である。また、

COL 発給についても当初のスケジュールから V.C.サマーでは 9 カ月遅延していた。ボーグ

ル、V.C.サマー両プロジェクトは、この間の 2008 年にそれぞれ EPC 契約を締結していたた

め、規制当局の動向にもよって、より、コストやスケジュールの設定において不確定要素が

多く残されることとなり、ここで示したように、建設コストに規制対応等に関するコストが

増加したとされる。 
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表 3-7 AP1000 プロジェクト係るコンクリート打設までの主な出来事 

年月 主な出来事 
規制当局（NRC） V.C.サマー ボーグル 

2006 年 1 月 AP1000 の DC 発給   
 

2006 年 8 月     SNC 社が NRC に対

して ESP 申請 
2007 年 5 月 航空機衝突要件について指摘、

DC 修正申請を受領 
    

2008 年 3 月 V.C サマー、ボーグルの COL 申

請受領 
SCE&G 社 ら 、

NRC に COL 申請 
SNC 社が NRC に

COL 申請 
2008 年 4 月     GPC らと WH 社、

EPC 契約締結 
2008 年 5 月   SCE&G 社と WH

社、EPC 契約締結 
  

2009 年 8 月 NRC がボーグルサイトに ESP
を発給 

  ESP 発給 

2009 年 10 月 AP1000 の保護建屋につき追加

情報要求 
    

2010 年 12 月 AP1000 の設計変更につき最終

安全評価報告書（FSER）発行 
    

2011 年 5 月 NRC、保護建屋につきさらに追

加情報要求（1F 事故との関係を

NRC は否定） 

    

2011 年 12 月 AP1000 設計変更を承認     

2012 年 2 月 ボーグルの COL 発給   COL 発給 
2012 年 3 月 V.C.サマーの COL 発給 COL 発給   

2012 年 3 月 ボーグル、V.C.サマーで、基礎

部ベースマットの許認可不適

合が判明。 
許認可修正要求（LAR）を電力

会社より受領 

基礎部ベースマ

ットの許認可不

適合が判明 
LAR を電力会社

が NRC に提出 

基礎部ベースマット

の許認可不適合が判

明 
LAR を電力会社が

NRC に提出 
2013 年 3 月 NRC、LAR を承認 原子力アイラン

ドコンクリート

打設開始 

原子力アイランドコ

ンクリート打設開始 

（出典）NRC,GPC,SCE&G 社等各社プレスリリース等より三菱総合研究所作成 
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4) 新設プロジェクトを背景とした原子力産業クラスターの形成 

米国では、ボーグル建設プロジェクト及び現在は建設中止となっている V.C.サマー建設

プロジェクトが地理的に近い、ノースカロライナ州シャーロット市に世界中の原子力サプ

ライヤーが集積する産業クラスターが形成されている。両プロジェクトの新規原子炉建設

の認可に伴い、建設に必要な多数の技術者、建設マネージャー、資機材の供給者等が過去 10
数年の間にこの地に集結した。シャーロット地域パートナーシップ（Charlotte Regional 
Business Alliance）メンバーのうち 200 社以上がこの地域のエネルギー関係企業で、その多

くが原子力関係の業務に従事している。これらのエネルギー関連企業は、エネルギー部門ま

たは本社機能を相次いでこの地に移してきており、その背景には、設計技術者を獲得できる

ことやシャーロット国際空港があること、全米で 2 番目の金融センターがあること等が挙

げられる。シャーロット市に進出する原子力関連企業は、シーメンス社や Framatome 社や、

三菱重工業や東芝の米国企業等の他に SMR を開発する NuScale Power 社等が挙げられる。 
シャーロット市に進出する原子力関連企業は、その地に集積するだけでなく、集積した企

業及び地域がより発展していくためのネットワークも存在する。以下に、ネットワークの例

を挙げる。 
 E4 カロライナ 124 

この団体はエネルギー関連企業の発展を目的とした非営利団体として 2012 年に設立

された。E4 とは、Energy、Environment、Economy 及び Efficiency の頭文字をとった

ものである。この団体は、エネルギー供給及びエンジニアリング企業、政府関係機関、

教育機関、NPO 等、2020 年 2 月時点で約 150 の企業・機関が参加している。活動費

用は参加企業からの出資金、政府機関からの助成金、プロジェクト受託費等で賄われ

ている。E4 カロライナの活動はエネルギー全般を対象としているが、そのなかにカ

ロライナ原子力クラスター（Carolinas’Nuclear Cluster: CNC）が構築されている。CNC
の主な役割は下記である。 
 
 産業界主導である。 
 原子力産業のための専門家フォーラムを提供する。 
 原子力産業を振興するため、経済開発関連の公的機関に協力する。 
 原子力産業共通の重要課題に対して統一した意思を表明する。 
 高度なレベルの従業員に対してリーダーシップ開発を提供する。 
 高等教育機関と企業の教育プログラムの連携強化を推進する。 
 原子力産業の競争力を他の地域に比べてより強く強化する。 
 原子力産業界におけるカロライナの評価を高める。 
 

E4 カロライナはエネルギー産業の発展に係るさまざまな活動を行なっているが、

一例として毎年開催しているエネルギーサミット会議（Energy Inc. Summit & Energy 
Leadership Awards）が挙げられる。この会議はシャーロット・ビジネス・ジャーナル

との共催で行われ、エネルギー分野で顕著な業績を挙げた企業あるいは個人を表彰

するとともに、最新の情報を発表している。この中では原子炉の寿命を 80 年以上に

伸ばす方法や原子炉の設計・建設はどうあるべきか、最新の原子力技術は原子力産業

をどのように変えるかといったセッションが設けられた。 
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E4 カロライナはエネルギー分野における人材育成の活動も行っており、毎年若者

を対象としてリーダーシップ育成講座を開催している。講座には原子力コースも含

まれており、V.C.サマー原子力発電所の運転中と建設中の原子炉の見学、原子力発電

所の財務管理と労務管理、連邦政府と州政府の原子力規制法規、その他の研修が行わ

れる 125。 
 
 CleanPath Foundation 

この団体は、クリーンエネルギー及び気候変動ソリューションを支援するために、イ

ノベーションや経済振興、雇用創出、エネルギー自立等をサポートするデジタルプラ

ットフォームを提供する民間の財団法人である。ここでは、クリーンエネルギーとし

て従来型のエネルギー、すなわち原子力、天然ガス及び水力に絞って、これらをサポ

ートする活動を行なっている。原子力については、原子力発電に係る各種の分析（世

論調査や発電電力量あたりの事故死亡者数の比較等）を独自に行い、その発展のため

に貢献している。 
 
 原子力クラスターへの優秀な人材の供給源については、多数の大学や専門学校、研究機関

がノースカロライナ州内にある。代表的な機関を下記に示す。 
 ノースカロライナ州立大学（NCSU） 

NCSU には PULSTAR 原子炉と呼ばれる研究炉の運転を通じて、原子核物理分野にさ

まざまな貢献をしているが、原子力クラスターへの人材供給の面でも大きな役割を

果たしている。PULSTAR 原子炉は、NRC が認定する原子炉運転資格の認証取得教育

にも使われている。認証取得教育は一定の条件をクリアした NCSU の学生が受ける

ことができ、毎年 18 名が教育を終了した後に、NRC の資格試験を合格して、原子炉

運転資格を取得している。 
 ノースカロライナ大学（UNC） 

UNC のエネルギー生産基盤センター（EPIC）はエネルギーに関する最新の教育と応

用研究を行っている。研究分野ごとにクラスターを構築しており、原子力関係は「エ

ネルギー分析と市場調査クラスター」において、原子力安全をテーマとして研究活動

している 。UNC の核・天体物理実験研究所は、宇宙の物理現象を解明して人類のエ

ネルギー問題解決に役立てる研究を行っている。UNC は世界最大級の加速器を運転

しており、輝いている星の内部で起こっている核融合反応の研究をしている。将来の

核反応実用化に向けた人材を育成している. 
 デューク大学 

デューク大学の自由電子レーザー研究所（FEL）は自由電子レーザー光を発生する蓄

積リングを運転している。この出力 1.2 GeV の蓄積リングは 400～193 nm のコヒー

レントな放射を照射する。FEL は核物理、材料科学、生物物理の分野の研究を行って

いる。学部学生と学院学生を教育して原子力利用分野の人材として供給している。 
 トライアングル大学連合原子核研究所（TUNL） 

TUNL は、DOE が展開するエクセレンスセンター（Center of Excellence）構想の一つ

として、低エネルギー原子核物理を研究する機構である。TUNL はノースカロライナ

州の主要な三つの大学、すなわち NCSU、UNC 及びデューク大学を中心として、そ

の他若干の大学とコンソーシアムを結成し、職員 30 名、ポストドクと研究者 20 名、
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そして大学院生 50 名が研究に従事している。研究施設はデューク大学のキャンパス

内に置かれている。TUNL の研究分野は極めて専門的な原子核物理分野であるが、大

学院卒業生の 1/4 強は原子力に関わる産業界に就職しており、その他は政府機関、大

学・研究機関等で活躍している。原子力セクターへの高レベル人材の供給に大きな役

割を果たしている。 

5) 一般産業用品の原子力分野での活用に向けた取組 

米国では TMI 事故後の 1980 年以降、商業炉の新設が行われてこなかったことに伴い、原

子力発電所向けの機器供給市場が縮小し、原子力品質の機器を供給するサプライヤーは次々

に原子力品質保証（米機械学会：ASME NQA-1）プログラムを廃止していることが産業界や

DOE の中で認識されていた。これにより、原子力品質保証を満たす機器の国内調達が困難

となったことに加えて、原子力品質保証を維持するためのコストも正当化できないことが

認識された。実際、2015 年に OECD/NEA は、米国企業による原子力コンポーネントの供給

数が 1980 年後半以降 80%以上減少し、同様に、ASME の原子力品質保証を持つ企業数 78%
以上減少したと報告している 126。 
このような背景から、電気事業者や原子力機器を供給する大手サプライヤーは、原子力品

質の要件を満たせていないサプライヤーの製品で置き換えることを余儀なくされ、原子力

業界で一般産業用品を調達し原子力発電所に用いるための手段を確立する必要があった。

この確立された手段が CGD（Commercial Grade Dedication）と呼ばれるプロセスである。こ

のプロセスは産業界側が主導して行われたもので、NRC は 1980 年代中頃から一般産業用品

の利用に係る検査手法等を確立させ、1993 年に NRC が検査手順書 IP38703 “Commercial 
Grade Dedication”を発行したことによって、一般産業用品が原子力発電所にも利用できる枠

組みが確立された 127。CGD プロセスを経て発電所に導入された機器や部品は、NRC の品質

保証規則 10CFR Part 50 Appendix B に基づいて設計・製造された機器や部品と同等とみなさ

れる 128,129。 
図 3-7 に CGD プロセスの概要を示す 130。CGD は、本来 NQA-1 を満たさなければならな

い、原子力の安全上重要なシステム等に組み込まれる部品等を、NQA-1 を満たしていない

一般産業用品でも CGD プロセスを通過すれば、NRC の要求する品質保証を満たしたとみ

なすためのプロセスであり、安全系で使用されない製品/サービス（ソフトウェア等）は CGD
プロセスの対象外となる。安全系で使用される製品/サービスについても既存の原子力品質

保証プログラム（NQA-1）に基づいていない場合は、技術評価として重要特性の把握や発電

所での許容基準の設定、検証方法を決定する。技術評価を実施した後は、実際に重要特性を

検証しなければならず、図 3-7 に示したような 4 つの手法がある。手法 1 は特別試験/検査、

分析の実施であり、一般産業品を調達後に、調達した製品等に不具合がないか、偽造品では

ないか等のチェックも含めて特別に試験や検査、分析を実施し、意図した安全機能等を達成

するか等を検証するものである。手法 2 はサプライヤー等による一般産業用品調査である。

手法 2 では調達者ではなく、サプライヤー自身または第三者機関等によって実施されるも

ので、一般産業レベルでの品質管理のチェック等を行うものである。手法 2 は製品等の調達

後では検証不可能な事項を含んでいる場合等に有効であるとしている。手法 3 は調達/仕入

先の確認で、手法 2 と類似しているが、サプライヤーにおける製造及び組立工程、品質管理

工程、非破壊検査、性能試験、調達者による立会いも含めた検査の実施である。手法 4 は許



67 
 

容基準を満たす製品、供給実績の利用であり、新しく発電所に導入する一般産業用品ではな

く、過去に同じ一般産業用品を調達したことがある場合は、供給実績の記録や検証結果等を

利用することが有効であるとしている。 
 

 

図 3-7 CGD プロセスの概要 

（出典）DOE,DOE HANDBOOK COMMERCIAL GRADE DEDICATION APPLICATION HANDBOOK, July 
2019, https://www.standards.doe.gov/standards-documents/1200/1230-bhdbk-2019/@@images/file, Figure 1
より三菱総合研究所作成 
 

このように、一般産業用品の種類や特性にもよるが、意図する安全機能を発揮するかの試

験等も行われる。このような試験は、プラントメーカーや電気事業者を中心に実施するほか、

米国では、原子力調達問題委員会（NUPIC：Nuclear Procurement Issues Committee）による検

査も活用している 131。NUPIC は 1989 年に設立された組織で、米国の原子力発電所を所有

する電気事業者やサプライヤー等が会員となっている。NUPIC は第三者的に品質保証に係

る検査を実施しており、電気事業者やサプライヤーのコスト負担を軽減するとしている。

NIPIC は原子力関連企業が NRC の品質保証規則（10CFR Part 50 Appendix B）の要求事項を

満たしているか検査を行うほか、一般産業用品の検査も実施しており、年に約 20 件程度の

検査を実施している。 
米国では、90 年代に CGD が導入されてから 20 年以上が経過するが、CGD 導入に伴う課

題も出てきている 132。例えば、CGD プロセスでは、導入する機器の重要な特性（CC：Critical 
Characteristics）を特定しなければならないが、機器の安全機能とは関係ないものであったこ

とや、一般産業用品が意図した安全機能を発揮することを確認するための試験や検査の実

施が求められているが、安全機能が発揮できるかを検証するには不十分な試験・検査であっ

たことが挙げられている。 
 

https://www.standards.doe.gov/standards-documents/1200/1230-bhdbk-2019/@@images/file
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(3) 運転保守分野における主要施策 

上記に挙げた 4 つの主要施策は、主に新設プロジェクトに関わるものである。一方、運転

中プラントに対する施策は市場原理に委ねられ、米国の連邦政府や州政府は既存炉に対す

る支援施策は講じていなかった。しかし、2014 年に発生した大寒波等に伴うレジリエンス

の確保や安全保障、2013 年以降、経済性を理由に多くのプラントが早期閉鎖する動向を踏

まえ、連邦政府、州政府が既存炉に対し、支援施策を検討・実施する例が出てきた。以下で

は、連邦政府による取組と州政府による取組を整理する。 

1) 連邦政府による取組 

DOE は、国防、経済の安全保障、環境的成果への追求において、各種電源の価値を適切

に認識する必要があるとし、2017 年 9 月に、連邦エネルギー規制委員会（FERC）に対し、

市場改革に係る規則を策定する規則案を提案した。具体的には、原子力を含む、電力系統の

信頼性とレジリアンスの確保に寄与する電源の価値を認識できる市場改革を求めたもので、

この提案された規則案には自然災害等が発生した際に 90 日間燃料供給可能な燃料をサイト

内に確保しておくこと等が盛り込まれていた。 
DOE による FERC への提案は、2018 年 1 月に、現状の地域送電機関（RTO）／系統運用

事業者（ISO）のタリフが不当であることの根拠を示せておらず、連邦電力法（FPA）で規

定された要件を満たしていないため等を理由に検討手続きを打ち切ることを発表した。一

方で、FERC は、レジリエンスの確保については重要とし、RTO/ISO らと議論を継続してい

る。2018 年 6 月には、大統領が DOE 長官に燃料確保の安定性に優れた発電源の喪失を食い

止めるべく対策を指示し、国家安全保障等を背景に政権内で検討がなされている。 

2) 州政府による取組 

州政府による取組は、卸売電力市場が自由化されている州（自由化州）において見られて

いる。米国における電気事業環境は図 3-8 に示すように、米国では自由化州と卸売電力市

場が規制されている州（規制州）に分けられる。 
自由化州では、電源間の競争環境となるため、米国では、シェール革命による天然ガス価

格の低下等に伴い、運転期間を満了せずに早期閉鎖を選択する電気事業者が現れている。オ

ハイオ州やペンシルベニア州を中心に原子力発電を行っていたファーストエナジー社の子

会社は 2018 年 3 月、天然ガス価格の低下や州政府による再生可能エネルギー優遇措置、電

力需要の伸び悩み等を背景とした業績悪化に伴い、米国連邦倒産法第 11 章に基づく再生手

続きを申立てた。これにより、デービス・ベッセ原子力発電所等 3 つの原子力発電所を 3 年

以内に閉鎖もしくは売却するとした ix,133。 
このような近年の電力市場動向と世界的な脱炭素化に向けた動向、州政府独自のエネル

ギー政策の達成のため、例えば、ニューヨーク州では、2016 年 8 月、2030 年までに電力の

50%を再生可能エネルギーによるものとするクリーンエネルギー基準（CES）を州公益事業

委員会（PSC）が承認した。これにより、2017 年 4 月から、州の全 6 社の私営公益電気事

 
ix オハイオ州では、原子力発電の炭素排出ゼロの価値に対して経済的な支援を行う法案が 2019 年 7 月に

成立しているが、ファーストエナジー社の救済には間に合わなかった。 
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業者及びその他の電力供給（小売等）事業者は、炭素の社会的費用（SCC）に基づいて決定

されるゼロ排出クレジット（ZEC）の購入により、炭素排出ゼロという原子力発電プラント

が持つ価値に対して対価を支払うよう求められる。同州北部のフィッツパトリック、ナイン

マイルポイント及びギネーの 3 カ所の発電所は、閉鎖が検討されていたが、ZEC 制度導入

により 2030 年までに電力の 50%を再生可能エネルギーによるものとするという同州目標

の実現に至るまでの間、運転の継続が可能となるとされている。このような動きは、ニュー

ヨーク州以外にも、イリノイ州やコネチカット州、ニュージャージー州等でも見られ、原子

力発電の維持や閉鎖に直接的な影響を及ぼしている。表 3-8 に原子力救済策が実施された

州政府の動向を示す。州政府による原子力救済策が実施されている州では、例えば、エクセ

ロン社はエンタジー社のフィッツパトリック原子力発電所（NY 州）を 2017 年に購入する

など、自由化州でも積極的に原子力発電事業を継続している電気事業者も見られている。 
なお、ニューヨーク州及びイリノイ州における原子力支援制度に対しては、電力小売事業

者の顧客、電力供給協会（EPSA）、独立系発電事業者（IPP）らが、FERC の権限に抵触す

るとの論拠で制度の差し止めを求める訴訟が提起されていたが、2019 年 4 月、連邦最高裁

判所が制度の差し止めを求める訴えを却下している 134。 
 

 

図 3-8 米国における電気事業環境と州政府による原子力救済施策の動向 

（出典）各種情報に基づき三菱総合研究所作成 

 

表 3-8 原子力救済策が可決された州の取組概要 

州名 原子力救済策の概要 
ニューヨーク州
135 

2016 年 8 月に可決。法案では、州の全 6 社の電気事業者は、ゼロ排出

クレジット（ZEC）の購入により、炭素排出ゼロという、原子力発電プ

ラントが持つ価値に対して対価を支払うことを求めた制度である。

ZEC 価格は炭素の社会的費用（SCC）に基づいて決定される形となり、

適格認定を受けた原子力プラントだけが ZEC の対象となる。 
法案成立の背景として、州のエネルギー政策（温室効果ガス 1990 年比
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で 2030 年までに 40%、2050 年までに 80%削減）の目標達成までの移

行期における原子力発電の維持を図り、原子力発電早期閉鎖による後

戻り（温室効果ガス増）を避けるものとしている。 
法案成立により、フィッツパトリック（1 基）、ナインマイルポイント

（2 基）、ギネー（1 基）が支援対象となっている。 
イリノイ州 136 2016 年 12 月に可決。一定規模以上の電力会社に対してニューヨーク州

と同様に ZEC 購入を義務付ける制度。本制度導入に際し、電力小売価

格について、今後 10 年間は、平均的な家庭におけるエネルギー価格の

上昇額が月額で 25 セント、事業者については 2015 年水準の 1.3%を超

えないようにするとしている。 
法案成立の背景には、原子力発電の早期閉鎖による雇用への悪影響や

クリーン電源による電力の他州への依存を避けたいとする議論が州内

で議論されてきたことがあった。 
法案成立によりクリントン（1 基）、クォドシティーズ（2 基）が支援

対象となっている。 
コネチカット州
137,138 

2017 年 10 月に可決。法案では、州政府機関が実施する経済性評価・審

査を経て、ゼロ炭素電源として認定されれば、長期電力供給契約が締結

可能となる。この支援内容は、再生可能エネルギーによる電力の調達と

同様で、市場外での公募調達による相対取引の形を取るため、卸電力市

場における価格形成に与える影響をより配慮した制度となっている。 
法案成立の背景には、発電所早期閉鎖に伴う地域経済への影響と州の

エネルギー政策（温室効果ガスの排出量を 2020 年までに 1990 年の排

出量から 10%減、2050 年までに 2001 年の排出量から 80%減のレベル

まで削減）実現があった。 
法案成立により、2018 年 12 月にミルストン（2 基）及びシーブルック

（1 基）が採択された x。 
ニュージャージ

ー（NJ）州 139,140 
2018 年 4 月に可決。同法案では、ゼロエミッション認証（ZEC）を受

けた原子力発電所に対し、電力利用者から 1kWh あたり 0.4 セントずつ

徴収した料金を各発電所の ZEC の割り当て数に応じて配分する仕組み

である。 
法案成立の背景には、電気事業者による情報発信（発電所早期閉鎖の警

告、閉鎖に伴う電気料金の上昇や雇用の喪失等）のほか、NJ 州におけ

るエネルギー政策（2050 年までに天然ガス発電も含むクリーンエネル

ギーで州の総発電量の 70％を賄う目標）の実現に向けた低炭素電源と

して原子力の価値が認識されたことが挙げられる。 
法案成立により、ホープクリーク（1 基）及びセーラム（2 基）に ZEC
認定されることが 2019 年 4 月に決定している。 

オ ハ イ オ 州
141,142 

2019 年 7 月に可決。この法案では、電気料金に上乗せして徴収した資

金で構成した基金により、原子力発電所の所有者に対しては毎年最大

 
x シーブルック発電所はニューハンプシャー州に立地する発電所であるが、同発電所は早期閉鎖のリスク

はないものの、経済的な競争力の観点で採択されている。 
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で 1 億 5,000 万ドルを原子力リソースクレジットとして拠出するもの

である。なお、この法案では、原子力だけでなく、石炭火力発電も支援

することになっている。 
法案成立の背景には、原子力発電を所有するファーストエナジー社に

よる強力なロビー活動のほか、産炭地選出議員からの支援策実現への

圧力があったとされる。 
法案成立により、デービス・ベッセ（1 基）、ペリー（1 基）の早期閉

鎖が回避される見込みである。 

（出典）各州で可決された法案等より三菱総合研究所作成 

(4) 運転保守分野における産業動向と取組例 

1) サプライチェーンの再編 

米国はプラントメーカーとして、ウェスティングハウス（WH）社とゼネラル・エレクト

リック（GE）社がある。WH 社は 2006 年に東芝に買収された後、現在はカナダの投資会社

の傘下にある。また、GE 社については、日立製作所と事業協力が結ばれ、米国では GE 日

立として事業を展開している。今では、プラントメーカーは上記 2 社のみであるが、かつて

はコンバッションエンジニアリング（CE）社やバブコック&ウィスコックス（B&W）社と

いったメーカーも存在していた。これら 2 社は欧米企業に買収等された後に、最終的には

WH 社や仏フラマトム社に事業が統合されている。現在では、米国では長年、原子力市場の

新設がなかったこともあり、WH 社と GE 社は原子力プラントの計装制御（I&C）を中心と

した設計・エンジニアリングサービスと燃料供給を主要な事業としている。 
AP1000 建設におけるサプライヤー一覧（表 3-4）に示した企業も含め、米国では、事業の

見直し、事業の拡大等理由に、原子力事業を売却・買収する動きが継続している。下記に、

運転保守分野に関わるサプライチェーンのここ 5 年の再編の動きを整理した。 
 
 Curtiss-Wright 社が Nuclear Power Services（NPS）社を買収 143 

蒸気発生器に係る製品、サービス（ボルト、ナット、ノズルダムの取付等）、バルブ

やアクチュエーター等を提供する Curtiss-Wright 社は、2014 年 2 月に主にカナダの原

子力発電所にエンジニアリングサービス等を提供する NPS 社を約 800 万 USD で買

収した。NPS 社は従業員約 20 人の、売上高が約 500 万 USD の企業であった。Curtiss-
Wright 社は、NPS が持つ既存の機器の試験に係る知見等活用し、CGD サービス分野

での地位向上に向けてサービス強化を図るとした。 
 米 Carr's Group が原子力関連機器製造の米 NuVision Engineering 社を買収 144 

2017 年 8 月に農業事業・エンジニアリング事業を行う Carr's Group が NuVision 
Engineering（NVE）社を買収した。NVE 社は、1971 年に設立された企業で、商用原

子力発電所及び DOE 施設に対し廃棄物浄化サービス等を展開してきた。Carr's Group
は、NVE 社の廃棄物浄化技術や特許化されている原子力発電所向けに提供される溶

接技術や遠隔操作技術を活用し、米国市場においてサービス拡張を狙うとした。 
 Jacobs Engineering 社が英 Wood 社の原子力事業を買収 145 

2019 年 8 月に買収を発表している。買収額は 2 億 5,000 万ポンドとされている。Wood
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社は売却益を負債削減に充てるとし、Jacobs 社は wood 社の持つ廃止措置に関するソ

リューションを追加し、原子力発電ライフサイクルを包括するソリューションを提

供するとしている。 
 英ロールス・ロイス社が北米での原子力事業を WH 社に売却 146 

2020 年 2 月に英ロールス・ロイス社が北米での原子力事業を WH 社に売却する動き

がある。ロールス・ロイス社は以前から行っていた社内の事業の見直しに基づく判断

であるとし、一方の WH 社は原子力製品・サービス拡大を目指した戦略的投資と位

置付けている。 

2) 80 年の長期運転に向けた取組 

既存炉の 80 年運転に向けた取組が近年見られる。この動きは、州の公益事業委員会の承

認のもと、供給原価に基づき料金が決められる、いわゆる総括原価方式が採用されている規

制州に多く見られる。 
米国では、40 年間の原子炉の運転期間が原子力法によって定められており、運転認可の

更新を NRC に承認されることで 20 年間の運転期間の延長（計 60 年運転）が可能だが、運

転認可の更新回数に制限は設けられていないため、80 年運転を可能にする 2 度目となる運

転認可更新（SLR：Subsequent License Renewal）が可能となっている。現在、米国の運転中

プラントの運転年数をみると、図 3-2 に示したように、約半数が 40 年超の運転期間に突入

している。米国における 60年超運転の実現に向けた取組みは、60年超運転を目指す産業界、

許認可手続・審査指針等の検討を進める規制機関の NRC、及び高経年化に伴うさまざまな

問題の研究開発（R&D）を行う DOE の 3 者が、密接に連携を取りながら進められてきた。

3 者の主な取組は下記のとおりである。 
 
 産業界の取組 

SLR申請承認に向けたロードマップの作成し、産業界としての戦略を策定したほか、

長期運転のための経年化管理データベースも含めた NEI の指針作成等を行った。 
 DOE の取組 

60～80 年のプラント運転に関わる材料知識の欠落部分を特定するための追跡テーブ

ルの作成を米国電力研究所（EPRI）とともに実施したほか、専門家パネルの開催を行

った。 
 NRC の取組 

SLR 申請に係るパブリックミーティングの開催や長期運転のための最新の材料知識

を反映して拡張材料劣化評価（EMDA）を改定するなど、SLR の審査に向けた手続き

を進めた。 
 
NEI は、2015 年 5 月に「2 度目の許認可更新のロードマップ」を公表し、SLR の実現に向

けて必要となる取組みについて、産業界のみでなく NRC の活動等も含めてロードマップと

して全体像を示していた 147。図 3-9 に NEI のロードマップに示された SLR のスケジュール

を示す。 
産業界は運転認可再更新を確実に、効率的に実現するためにパイロットプラント方式を

採っており、先行プラントの運転認可再更新を進める中で規制側を含めた諸問題の解決や
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指針類の改善等を図る戦略が取られている。米国のプラントが最初に 60 年の運転期間に達

するのは 2029 年であり、そのプラントが期間満了の 5 年前までに 2 度目の運転認可更新を

申請できることが産業界としては必要となるが xi、ロードマップでは、図 3 に示されるよ

うに、最初のプラントの運転期間満了の 9 年前には先行プラントに対する NRC の認可更新

発給が得られるよう、2018 年の申請書提出が目指されている。 
 

 

図 3-9 NEI ロードマップにおける 2 度目の運転認可更新のスケジュール 

（出典）NEI, Second License Renewal Roadmap, May 2015, 
https://www.nrc.gov/docs/ML1521/ML15211A401.pdf, 「Second License Renewal Timeline」より三菱総

合研究所作成 

 
実際、2018 年 1 月に、米フロリダ・パワー＆ライト（FP&L）社が米国で初めて、ターキ

ーポイント 3、4 号機（フロリダ州）の SLR 申請を NRC に提出した。3、4 号機の現在の運

転期間は、それぞれ 2032 年 7 月と 2033 年 4 月までであったが、2019 年 12 月には NRC が

SLR 申請を承認し、運転期間はそれぞれ 2052 年 7 月、2053 年 4 月まで延長された。 
ターキーポイント 3、4 号機の SLR 申請を皮切りに、複数の電気事業者が NRC に運転延

長の申請を行っている。NRC に SLR 申請済または正式に SLR 申請することを表明してい

るプラントは表 3-9 のとおりである。 

  

 
xi NRC の運転認可更新規則では、現行の運転認可期限の 5 年前までに認可更新申請が提出された場合に

は、仮に審査が長期化して認可期限を過ぎてしまった場合でも運転の継続が可能とされているため、リス

ク回避のためには 5 年前までの申請が必要となる。 

https://www.nrc.gov/docs/ML1521/ML15211A401.pdf
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表 3-9 米国における 2 度目の運転認可申請状況 

発電所名 立地 炉型 60 年運転 
終了年 

申請者 SLR 
申請状況 

ターキーポイン

ト 3,4 号機 
フロリダ州 
（規制州） 

PWR 3 号機:2032 年 
4 号機:2033 年 

FP&L 社 2019 年 12 月

NRC 承認 
ピーチボトム 2,3
号機 

ペンシルベニ

ア州（自由化

州） 

PWR 2 号機:2033 年 
3 号機:2040 年 

ドミニオン社 2020 年 3 月

NRC 承認 

サリー1,2 号機 バージニア州 
（規制州） 

PWR 1 号機:2032 年 
2 号機:2033 年 

エクセロン社 2018 年 10 月 
申請済 

ノースアナ 1,2 号

機 
バージニア州 
（規制州） 

PWR 1 号機:2038 年 
2 号機:2040 年 

ドミニオン社 2020年10-12
月申請予定 

オコニー1,2,3 号

機 
サウスカロラ

イナ州（規制

州） 

PWR 1 号機:2033 年 
2 号機:2033 年 
3 号機:2034 年 

デューク・エ

ナジー社 
2021年10-12
月申請予定 

（出典）NRC, Status of Subsequent License Renewal Applications, 2020 年 3 月 2 日アクセス, 
https://www.nrc.gov/reactors/operating/licensing/renewal/subsequent-license-renewal.html より三菱総合研

究所作成 

 
表 3-9 に示したプラント以外にも、例えばデューク・エナジー社は所有するすべての原

子炉（6 サイト、11 基、すべて規制州に立地）に対して、80 年運転を目指すとしている 148。

このような長期運転の背景には以下の 2 点が挙げられている。 
 
 炭素排出量削減への貢献 

電気事業者は独自で脱炭素への貢献目標を設定している。例えば、デューク・エナジ

ー社は、炭素排出量を 2030 年までに 2005 年比で少なくとも 50%削減、2050 年まで

には実質ゼロの目標を掲げている。昨今、天然ガス価格が低価格で維持されているこ

とで火力発電の早期縮減が可能になったことや、再生可能エネルギーコストの低下

等を考慮して再設定されたものであるが、目標の達成には原子力発電の利用が極め

て重要な要素であると強調している。 
 

 経済的利益の追求 
立地地域への貢献が挙げられる。米国の電気事業者の多くは、立地地域での雇用の創

出や固定資産税や所得税の納付において、立地地域に貢献している。デューク・エナ

ジー社は、原子力発電部門で 5,000 名の従業員がおり、2018 年には 3 億ドル以上の

税金を立地地域に支払っている。 

3) 稼働率向上に向けた取組み 

米国では原子力発電所の稼働率を向上させる取組みとして、稼働している間も保全活動

を行う、オンラインメンテナンスを実施や最新技術の導入を実施している。 
オンラインメンテナンスについては、米国では許容待機除外時間（AOT）を用いたオンラ

https://www.nrc.gov/reactors/operating/licensing/renewal/subsequent-license-renewal.html
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インメンテナンスを 1980 年代前から実施している。NRC もオンラインメンテナンスを認め

ており、NRC 規則（10CFR 50.65）において、メンテナンス実施前にプラントへの影響等を

評価することを義務付けている。長年のメンテナンス技術の向上とともに、現在では、米国

における原子力発電所の平均稼働率は 90%近くまで高まるとともに、運転サイクル期間も

約 18 カ月となっている。米国でも原子炉を停止し、点検作業や燃料交換が行われているが、

その期間は稼働率を上げるために可能な限り短縮する傾向が見られる。例えば、クリントン

原子力発電所では、全米平均で 36 日係る燃料交換作業を 11 日で終了したと発表している

ほか、エドウィン・ハッチ原子力発電所では、定期的なメンテナンス作業も含めて 21 日で

作業を完了させ、最短記録を更新したと発表する報道も見られる。 
最新技術の導入では、例えば、セーラム及びホープクリーク原子力発電所等では、ロール

ス・ロイス社のデジタル解析サービスを取り入れ、メンテナンス業務の効率化を目指す動き

がある 149。ロールス・ロイス社が提供するデジタル解析サービスは T-104 サービスと呼ば

れる。世界中の原子力発電所の運転データを活用したビッグデータ解析により、メンテナン

スが必要な部品・機器を、適切なタイミングで知らせることで、メンテナンスと資産管理の

効率化を図り、プラントの稼働率と信頼性を最大化する支援を行うものであり、上記発電所

では、6 カ月間の実証実験を実施した結果、メンテナンス業務の 40%は定期的には行う必要

がないことが明らかとなったとし、予防保全のためにかかるコストが最適化するとしてい

る。 

3.1.3 廃炉分野 

(1) 廃炉分野における主要施策・規制 

DOE は商用炉における廃炉分野に対して、施策は講じていない。ただし DOE は、国立研

究所等の研究施設の廃止措置やレガシーサイトのクリーンアップに対して、予算を配賦し、

廃止措置作業等を進めている。 
商用炉の廃止措置では、NRC の規制に遵守しながら、廃止措置作業を進めることになる。

商用炉の廃止措置は、建設許可／運転許可について定める 10 CFR Part 50 において、廃止措

置関連の規定が定められている。10 CFR Part 50 で定められている多くの要件は、運転中／

廃止措置中の区別なく規定されている条項が多いため、廃止措置中も Part 50 許可が継続し

ていることから、これらの規定も基本的には適用される。環境防護については、環境影響評

価等について規定する 10 CFR Part 51 があり、廃止措置関連の規定も置かれている。なお、

NRC の許認可権限は原子力法に基づく原子力安全・放射線安全に関するものであり、サイ

ト解放の放射線基準を達成して許可が終了した後のサイト緑地化や原状回復等は、NRC が

規制する廃止措置には含まれず、州や郡等の地方自治体の規制を受けることとなる。  
NRC 規則において廃止措置として認められている方式は、即時解体（DECON）、安全貯

蔵（SAFSTOR）、遮へい隔離（ENTOMB）の 3 種となる。ただし、廃止措置は 60 年以内に

完了するものとの規定もおかれていることから、原子炉については基本的に DECON／

SAFSTOR、または両者の組合せが選択される。 
米国における廃止措置済または廃止措置実施中のサイトの位置と廃止措置方式を図 3-10

に示す。安全貯蔵中のプラントは 11 基、即時解体のプラントは 8 基となっている。図 3-10
に記載されていない廃止措置が完了したプラントも含めると、米国ではこれまで、30 基以
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上のプラントが廃止措置済または廃止措置実施中となっている。 
 

 

図 3-10 廃止措置済または廃止措置実施中のサイトとステータス 

（出典）NRC, Backgrounder on Decommissioning Nuclear Power Plants, Power Reactor Decommissioning Status, 
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/decommissioning.html, 2019 年 10 月 10 日アク

セス 

 
原子炉の恒久運転停止から最終的な許可終了に至る廃止措置プロセスに係る NRC 規制の

枠組みは、図 3-11 の時間軸で示されている 150。原子炉の運転停止後は、恒久停止証明及び

燃料撤去証明により原子炉の運転が行われないことが確認されるとともに、廃止措置計画

等をまとめた閉鎖後廃⽌措置活動報告書（PSDAR）の提出が必要とされる。PSDAR は、具

体的な廃止措置計画、スケジュール、想定コスト、環境影響の判断等を示すものとされてい

る。PSDAR に対する NRC の明示的な承認は必要とされておらず、その提出から 90 日を経

過するまでに NRC から書面による指摘が行われない限り、事業者は廃止措置活動を開始す

ることができる。PSDAR の目的は、公衆への廃止措置活動に関する情報の提供、NRC の監

督のためのリソース確保計画、資金確保の確実化、予定外の環境影響が生じないことの確認

等が挙げられている。PSDAR には、廃止措置活動の説明とスケジュール、廃止措置費用の

見積もり、廃止措置活動に関連する環境影響評価が含まれなければならない 151,152。最終的

な許可終了については、その 2 年前までに許可終了計画（LTP）を提出することとされ、LTP
については NRC の公式な承認が必要とされている。 

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/decommissioning.html
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図 3-11 廃止措置の時間軸 

（出典）NRC, Regulatory Guide 1.184 Decommissioning of nuclear power reactor, October 2013 Revision 1, 
https://www.nrc.gov/docs/ML1314/ML13144A840.pdf, Figure 1 より三菱総合研究所作成 

 
廃止措置基金からの支出も、PSDAR 提出から 90 日の経過などのタイミングに応じて段

階的に引き出し可能枠が拡大される。廃止措置資金は PWR/BWR 別のフォーミュラ方式の

費用見積額が最低保証額として設定されている。このフォーミュラでは、労務費や低レベル

放射性廃棄物処分費用等の物価調整、将来における電気料金からの回収や基金の利回りも

勘案した上で資金の過不足が判断される。PSDAR を提出する 90 日よりも前に最低保証額

の 3%、90 日以内ならば最低保証額の 20%を使用することができる。 
廃止措置資金の確保は NRC 規則の許認可要件のひとつとして、10CFR50.75 に位置付け

られている。廃止措置資金の確保の手段は、90 年代以降の電気事業規制緩和等の動向に基

づき規則を変更されてきた。図 3-12 に廃止措置資金の確保の枠組みについて示すように、

米国では大きく 2 種類の廃止措置資金の確保の枠組みがある。1 つは、外部減債基金方式で

ある。これは、電気料金に上乗せして積立てていく方式であり、他電源と競争がなく、確実

に安定して積み立てることが可能な規制州に見られる。もう１つは、前払い・親会社等保証

方式である。これは、電気料金からの収入が必ずしも安定しない自由化州で見られる。この

方式は、前払いによる積立てや許認可を持たない親会社や第三者的な企業による履行保証

を行うものである。これらの方式によって積立てられた廃止措置資金状況は 2 年ごとに財

務保証状況として NRC に報告書を提出しなければならない。運転認可終了が 5 年以内に予

定されているプラントや運転が終了したプラントは毎年、財務保証状況に係る報告書の提

出が求められている。なお、積立てられる廃止措置資金は、専用の口座が開設され、バラン

スシートから切り離される（オフバランスシート）。 

https://www.nrc.gov/docs/ML1314/ML13144A840.pdf
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図 3-12 米国における廃止措置資金積立ての枠組み 

（出典）NRC, Financial Assurance for Decommissioning, 2020 年 2 月 19 日アクセス, 
https://www.nrc.gov/waste/decommissioning/finan-assur.html, より三菱総合研究所作成 

 
NRC が規定する廃止措置資金は、NRC が規制する放射線学的な廃止措置のみを対象とす

るため、使用済燃料管理や環境修復等の費用については一律の規制はない。そのため、廃止

措置資金の利用については、州政府も含めた係争となることもある。バーモントヤンキー原

子力発電所の廃止措置基金の利用では、州等は早急な緑地開放を望んでいるが、廃止措置基

金については、NRC 規則を満足しているが、即時の廃止措置実施のためには残高が不十分

なため、基金の成長を待ち、実行可能となった時点で早急に廃止措置活動を開始するとして

州と事業者であるエンタジー社が合意していた。しかしながら、使用済燃料管理費用等につ

いて廃止措置基金からの支出をエンタジー社が NRC に申請したことに対し、基金の早期成

長を望む州が NRC を申立てた例がある 153,154。 

(2) 廃炉分野における産業動向と取組み例 

米国では近年、マーチャントプラントを中心に運転期間満了を迎えずに早期閉鎖を迎え

たプラントが増加し、これらプラントに対し、80～90 年代に実施した、電気事業者が廃止

措置作業全体をマネジメントする体制から、廃止措置専門業者が許認可や廃止措置基金の

移転も含めてマネジメントするビジネスモデルが現れた。ここでは、ビジネスモデルを含む

廃止措置体制、廃止措置作業を実施する企業について整理する。 

1) 廃止措置体制について 

 米国では、廃止措置を実施する体制は、電気事業者が全体マネジメントする例と廃止措置

専門業者がマネジメントする近年の例ではほとんど違いは見られない。図 3-13 にメインヤ

ンキー発電所の廃止措置体制とザイオン発電所の廃止措置体制を示す。電気事業者が全体

マネジメントを実施するメインヤンキーの例では、炉内構造物の解体や一時遮へい壁の解

体等を実施していることがわかる。一方で、廃止措置専門業者であるエナジーソリューショ

ンズ社がマネジメントを実施するザイオンの例でも、廃棄物の管理・処分以外は、メインヤ

ンキーの例のようにエナジーソリューションズ社以外の企業が実施しているという点で共

通の廃止措置体制であることがわかる。炉内構造物の解体や一次遮蔽壁解体等各作業を担

う企業は表 3-12や表 3-13等に示すように除染技術や解体技術等の専門技術を有している。 
 

https://www.nrc.gov/waste/decommissioning/finan-assur.html
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図 3-13 メインヤンキー及びザイオンにおける廃止措置体制 

（出典）NRC 等各種情報より三菱総合研究所作成 

 
ザイオンの廃止措置体制の例は、廃止措置基金も含めた許認可を移転する形や売却する

形でエナジーソリューションズ社以外にもホルテック社やノーススター社等の企業が電気

事業者に代わって、廃止措置のマネジメントを行う例が出てきた。表 3-10 に示すように類

似の例は 9 つの発電所で見られる。 
このような例が出てきた背景には、電気事業者にとっては、廃止措置開始後のコスト増加

や遅延等に起因するリスクを廃止措置専門業者に移転することができるメリットが挙げら

れる。これにより、廃止措置が確保額を下回るコストで廃止措置が実施された場合に剰余額

の速やかな顧客への返還が可能になる。実際、デューク・エナジー社はクリスタルリバー原

子力発電所の廃止措置について、上記を理由に、ノーススター社と Orano USA 社の合弁会

社である Accelerated Decommissioning Partner（ADP）を選定し、廃止措置の完了予定を約 50
年前倒しするとしている 155。また、オイスタークリーク発電所の廃止措置コストは、当初、

約 14.5 億ドルと見積もられていたが、ホルテック社に許認可を移管することで 8.9 億ドル

にまで廃止措置コストが削減できるとしている。上記のような廃止措置に係るリスクを引

き受ける見返りとして、廃止措置専門業者は自らのコスト改善努力等によって利益を得ら

れる機会が得られる。州政府など、廃炉が決まったプラントに対しては早期の緑地開放を望

む声もあることから、このような近年見られる廃止措置体制については、立地地域にとって

もメリットがある。規制当局である NRC は、公衆の健康の適切な防護と安全に合理的な保

証と提供することをミッションに掲げており、廃止措置専門業者に廃止措置を任せること

で早期に廃止措置が完了することは、NRC の上記ミッションに照らして合理的であるとし

ている。 
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表 3-10 米国における廃止措置中プラントのステータス 

 

原子力発電所名 ステータス 閉鎖年月 廃止措置完了

予定年 
廃止措置実施主体 参考情報 

Crystal River Unit 3  SAFSTOR  2013 年 2 月 2074 年 
→2024 年 

ADP 2019 年 5 月、Duke Energy は ADP を選定し、

廃止措置完了時期の 50 年前倒しを決定。 
Dresden Unit 1  SAFSTOR  1978 年 10 月 2036 年 電気事業者実施 

 

Fermi Unit 1 SAFSTOR  1972 年 9 月 2032 年 電気事業者実施 
 

Fort Calhoun  SAFSTOR  2016 年 10 月 2065 年 Omaha Public Power 
District（OPPD） 

Energy Solutions が廃止措置に関する専門的

知見を OPPD に提供する契約を 2019 年 4 月

に締結 
GE-EVESR SAFSTOR  1967 年 2 月 2025 年 電気事業者実施 

 

GE-Vallecitos Boiling Water 
Reactor 

SAFSTOR  1963 年 12 月 2025 年 電気事業者実施 
 

Humboldt Bay DECON  1976 年 7 月 2020 年 電気事業者実施 
 

Indian Point Unit 1  SAFSTOR  1974 年 10 月 2026 年 CDI Entergy 社は同発電所 2,3 号機も CDI に資産

も含めて 2021 年後半に移転完了予定。 
Kewaunee  SAFSTOR  2013 年 5 月 2073 年 電気事業者実施   

La Crosse  DECON  1987 年 4 月 2020 年 Energy Solutions 2019 年 11 月に廃止措置が完了したことを

NRC に届出済。 

Millstone Unit 1 SAFSTOR  1998 年 7 月 2056 年 電気事業者実施   

Nuclear Ship Savannah SAFSTOR  1970 年 11 月 2031 年 電気事業者実施   
Oyster Creek SAFSTOR 2018 年 9 月 2078 年→2035

年 
Holtec International 2019 年 7 月に所有権も含めて、Exelon から移

転を完了 
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Peach Bottom Unit 1  SAFSTOR  1974 年 10 月 2034 年 電気事業者実施   

Pilgrim DECON  2019 年 5 月 2080 年 
→2024 年 

Holtec International 2019 年 8 月に所有権も含め、Entergy から

移転を完了 

San Onofre Unit 1  SAFSTOR  1992 年 11 月 2045 年 
→2030 年 

電気事業者   

San Onofre Unit 2 DECON  2013 年 6 月 2030 年 
→2031 年 

同上（許認可、所有

権は電気事業者保

有） 

AECOM & Energy Solutions のコンソーシアム

で廃止措置作業を実施 

San Onofre Unit 3 DECON  2013 年 6 月 2030 年 
→2031 年 

同上 同上 

Three Mile Island Unit 2  SAFSTOR  1979 年 3 月 2036 年 Energy Solutions 2020 年後半に EnergySolutions に発電所の資

産も含めて FirstEnergy から移転予定。 
Vermont Yankee DECON 2014 年 12 月 2073 年 

→2030 年 
NorthStar 2018 年 10 月に Entergy から NorthStar への許

認可移転を NRC が承認済 

Zion Unit 1 DECON  1997 年 2 月 2026 年 
→2020 年 

Energy Solutions 2019 年 12 月に Energy Solutions からオーナー

である Exelon 社に許認可移転が完了 

Zion Unit 2  DECON  1996 年 9 月 2026 年 
→2020 年 

Energy Solutions 同上 
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2) 廃止措置作業に携わる企業の整理 

 廃止措置作業に携わる企業は、図 3-13 に示したように各プロセスによって携わる企業は

異なる。表 3-11 から表 3-13 に、米国の廃止措置で実績のある企業を整理した。 
表 3-11 には、廃止措置のマネジメントを行う企業を整理した。ここで挙げた企業は、近

年多く見られる、許認可移転型でマネジメントを担う企業である。Energy Solutions 社がザ

イオン原子力発電所で初めて許認可移転型の廃止措置を実施したことを皮切りに、電気事

業者から許認可や場合によっては所有権や廃止措置基金も移管する形で廃止措置作業を進

めている。実際に、許認可が移転される先は、表 3-11 に示した企業ではなく、特別目的会

社を設立しその企業に移転する傾向がある。例えば、ザイオン原子力発電所では、Zion 
Solutions（Energy Solutions 社の子会社）が、ピルグリム発電所の廃止措置では、Holtec Pilgrim
（Holtec International 社の子会社）に許認可が移管される。特別目的会社では、許認可を移

転するだけでなく、発電所の運転を実施していた企業の従業員を雇用することで、リソース

の確保や手順書・作業指示書の流用によって効率化を図るとした例もある 156。 
これら廃止措置全体のマネジメントも担う企業は、廃棄物処分場を運営する企業または、

それに関係する企業が中心である。これらの企業は自身が操業する処分場に廃棄物を処分

することができることや、合弁会社を設立しプロジェクト管理できることも強みとしてい

る。 

表 3-11 廃止措置作業に携わる企業（廃止措置マネジメント） 

企業名 企業概要 
Energy Solutions 社 157 1988 年に設立された、環境修復や廃棄物処分を事業とする企業

Envirocare 社が 2006 年に現在の社名に変更。現在までに、廃棄物

処分管理/処分やそれに係るエンジニアリング等を提供する BNG 
America 社を買収したほか、Scientech D&D 社や Duratek 社を買収

している。現在、クライブ低レベル放射性廃棄物処分場とバーン

ウェル低レベル放射性廃棄物処分場を操業している。 
ザイオンやラクロス等において廃止措置実績を有する。 

NorthStar 社 158 1986 年に設立。施設の除染、解体、環境回復を専門とし、原子力

分野以外にも商業施設や化学プラントや軍事基地の解体等も担

う。原子力分野では、大学等の研究炉の廃止措置のための除染や

解体、サイト修復等で実績がある。WCS テキサス低レベル放射

性廃棄物処分場の運営を行う、Waste Control Specialists（WCS）
社も NorthStar グループである。 
下記にあるように、商用炉の廃止措置市場獲得に向けて、廃止措

置専門業者も設立している。商用炉では、バーモントヤンキー発

電所の廃止措置を実施する予定で、同社にとって、商用炉で初の

廃止措置経験となる。 
Accelerated 
Decommissioning 
Partner（ADP）社 159 

ノーススター社とフランスの旧 AREVA 社の子会社（AREVA 
Nuclear Materials 社）の合弁会社で、米国廃止措置市場をターゲ

ットに 2017 年 2 月に設立。AREVA 社が持つ原子力コンポーネ
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ント解体及び使用済燃料管理と米ノーススター社の大規模な解

体及び環境修復の技術を強みとしている。 
クリスタルリバー発電所の廃止措置を実施する予定である。 

Comprehensive 
Decommissioning 
International（CDI）社
160 

Holtec International（ホルテック）社と加 SNC ラヴァリン社の合

弁会社で米国廃止措置市場をターゲットに 2018 年 7 月に設立。

許認可ごと移転し廃止措置を実施する企業として、オイスターク

リクやピルグリム、パリセード等の廃止措置を実施する予定。 
ホルテック社の使用済燃料技術サービスと SNC ラヴァリン社の

プロジェクト管理の強みを活かした包括的なソリューションを

提供するとしている。 

（出典）各社ホームページ等より三菱総合研究所作成 

 
廃止措置作業のうち、除染や解体に携わる企業を表 3-12 に示す。炉内構造物の解体や 1

次系の除染を提供する企業はプラントメーカーが多いが、一次遮蔽壁や放射化領域の解体

は解体を専門とするエンジニアリング会社が主に提供している。 

表 3-12 廃止措置作業に携わる企業（除染、解体） 

企業名 企業概要 
Framatome ANP 社 フランスの原子炉メーカーである。同社は欧米を中心に幅広くサ

ービスを展開する。廃止措置では除染や炉内構造物等の解体を行

う。 
GE Hitachi Nuclear 
Energy 社 

2007 年に米ゼネラル・エレクトリック社と日立製作所の提携に

よって設立した企業である。廃炉分野では、プロジェクト管理や

炉内構造物の解体計画等のソリューションを提供する。 
スウェーデン等米国外でも炉内構造物の解体等を行う。 

Westinghouse 
Electronic Company 

米国のプラントメーカー。廃止措置分野では、廃止措置計画の策

定や規制対応支援、除染、廃止措置のために必要な施設の設計等

のサービスを提供する。 
Simpelkamp 社 1883 年に創業したドイツ企業である。米国には Siempelkamp 

Nuclear Services と呼ばれる子会社がある。原子力分野では 50 年

近く事業を実施し、廃止措置計画の策定や原子力施設の解体、廃

止措置コストの算定や放射線管理等の業務を行う。米国では Zion
発電所の廃止措置で実績がある。 

ManafortBrothers 社 1919 年に設立された米国に本拠を置く家族経営の解体・建設会

社である。家屋の解体と再利用のための建材の販売を専門として

いたが、建設、発掘、橋梁と高速道路の設置、コンクリート関係

業務等に事業を拡大してきた。 
Maine Yankee、Connecticut Yankee、Zion 等で、建屋解体等の実績

がある。 
NorthStar 社 表 3-11 に記載したとおり。 
Burns & McDonnell 社 1898 年創業の米国に本拠を置くエンジニアリング会社。原子力
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だけでなく、石油・ガスプラント、航空分野と事業領域は幅広い。

原子力分野では、X-energy 社と SMR の開発も行う。廃止措置分

野では、独立使用済燃料貯蔵施設（ISFSI）の設計等の施設解体に

必要なエンジニアリングを提供する。NorthStar 社と Vermont 
Yankee 発電所の廃止措置を行う。 

Bluegrass companies 1979年に操業した原子力分野を中心とする解体専門業者である。

Connecticut Yankee、Humboldt Bay 等 7 つの発電所でダイヤモン

ドワイヤーソーを用いた原子炉容器や圧力容器を解体した実績

を持つ。 
Cutting Edge Services
社 

切断や穴あけ等の専門業者である。橋梁、ダム、重工業、原子力

分野における大型機器の切断や穴あけを実施する。 
原子力分野では、ダイヤモンドワイヤーソーを蒸気発生器や一次

遮蔽壁コンクリートに適用した実績を多く有する。Rancho Seco
発電所の廃止措置では蒸気発生器を解体した。 

（出典）各社ホームページ等より三菱総合研究所作成 

 
廃止措置作業のうち、廃棄物管理・処分に携わる企業を表 3-13 に示す。ここで挙げた企

業は低レベル放射性廃棄物処分場を運営する企業や使用済燃料を貯蔵する中間貯蔵施設の

設計・運営や使用済燃料を保管するキャスク製造を行う企業が多い。下記に挙げた企業以外

に、使用済燃料の管理についてはプラントメーカーであるWH社等もサービスを提供する。 
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表 3-13 廃止措置作業に携わる企業（廃棄物管理・処分） 

企業名 企業概要 
Holtec International 社 1986 年に設立された企業で、原子力分野で主に使用済燃料の保

管等を主とする。キャスクの製造や使用済燃料の輸送・管理を

得意とする。表 3-11 に記載したように、廃止措置分野のマネジ

メント領域も行おうとしている。 
Energy Solutions 社 会社沿革は表 3-11 に示したとおり。クライブの低レベル放射

性廃棄物処分施設、バーンウェル低レベル放射性廃棄物処分場

を操業する。放射性廃棄物の発電所から処分場までの輸送や処

分を実施する。 
Waste Control Specialists
（WCS）社 

低レベル放射性廃棄物処分場の運営を行う。現在は、NorthStar
社のグループ企業である。低レベル放射性廃棄物の処分を主に

実施する。 
US Ecology 社 リッチランド低レベル放射性廃棄物処分場の運営を行う。低レ

ベル放射性廃棄物の輸送・処分を主に実施するが、原子力分野

だけでなく、石油化学産業や航空宇宙産業等他分野にわたって

廃棄物の処理・処分に係るサービスを提供する。 
AECOM 社 1980 年に創業した多国籍のインフラストラクチャ企業。原子力

だけでなく、防衛事業や土木建設等他分野に展開。廃止措置分

野では、レガシーサイトのクリーンアップ事業に携わるほか、

サンオノフレ発電所の廃止措置を Energy Solutions 社と実施し

ている。 

（出典）各社ホームページ等より三菱総合研究所作成 

3.1.4 SMR を含む次世代炉・革新炉の開発動向とそのサプライチェーン構築状況 

(1) SMR を含む次世代炉・革新炉の開発における施策 

米国では、連邦議会の超党派グループ等によって積極的に研究開発を支援する動きがあ

る。表 3-1 に示したように、DOE 原子力の予算の多くは研究開発費である。米国では SMR
を含む次世代炉・革新炉の開発に向けた施策をいくつか講じており、以下に、その代表的な

施策を整理した。 

1) 法律の制定等の取組み 

近年の動きとして、原子力イノベーション能力法（NEICA：Nuclear Energy Innovation 
Capabilities Act of 2017）の成立と原子力イノベーション及び近代化法（NEIMA：Nuclear 
Energy Innovation and Modernization Act）の成立とが挙げられる 161,162。NEICA は、主に DOE
に対して先進的な原子炉の開発を促進することを求めるものに対し、NEIMA は NRC に対

して規制の面からの先進炉の開発の促進支援を求めたものである。 



86 
 

NEICA は 2018 年 9 月に成立した。3.1.2(1)で挙げた各施策の施行のもととなった 2005 年

エネルギー政策法（EPAct-2005）を改正するものであり、この改正で、現在では実態として

効力のなかった原子力発電 2010（NP2010）プログラムの廃止や政策の目的・使命として、

核不拡散や原子力に関連する活動による環境負荷の低減、国立研究所から民間への技術移

転の支援することが示された。この他に、NRC と DOE の覚書（MOU）締結が盛り込まれ

ている。この MOU では下記のような事項について締結することとされ、先進炉や革新炉の

開発を推進するものである。 
 
 民間部門において提案・資金提供される先進的な原子炉コンセプトの試験と実証 
 連邦政府機関と民間部門の間で、原子力科学技術に関連するデータや知識を保存・共

有するためのデータベース運営 
 先進的な原子炉に関連するエネルギー変換システム等の開発、試験 
 NRC の安全解析にかかわる専門知識の活用 
 
NEIMA は 2019 年 1 月に成立した。本法律では、NRC に対して、下記の 2 点を求めてい

る。 
 高度な原子力技術開発の促進支援 

許認可手続きの実施・加速のための予算を維持させ、先進炉商用化のための許認可プ

ロセスの確立及び人材確保を実施するよう指示がなされたほか、リスク情報を活用

した、パフォーマンスベースの許認可評価技術、及び研究、試験、商業用の先進的な

原子炉用のガイダンスの利用拡大のための戦略の策定・実施が指示されている。この

ほか、事故耐性燃料に対する許認可プロセスの状況を議会に報告することなども盛

り込まれている。 
 既設原子炉も含む事業者の負担軽減 

NRC の管理サービス、財務管理、人的資源管理、情報管理等の支出といった間接費

用について、一定の割合を超えないように努めるよう求めた。また、消費者物価指数

等に基づき、年間審査手数料についても適正化を求めた。 
 
この他、DOE と NRC の共同イニシアチブを立ち上げ、2013 年より非軽水炉の一般設計規

則に関する議論を開始している 163。このイニシアチブでは、DOE 主導で 2014 年 12 月に非

軽水炉の設計規則の構築のガイダンスに関する報告書を発行し、NRC がこの報告書のレビ

ューを実施し、2018 年 4 月に「非軽水炉への GDC（General Design Criteria）の適用に関す

る規制ガイダンス案」が発行されている。 

2) 政府が産業界を支援する取組み 

政府が産業界を支援する取組みとして、資金提供と国立研究所等の研究施設の活用支援

が挙げられる。 
政府による資金提供については、DOE 原子力局におけるプログラム（原子力大学プログ

ラム（NEUP）、原子力発電実現技術（NEET）、原子力科学ユーザー施設（NSUF）等）や

エネルギー先端研究プロジェクト庁（ARPA-E）の MEITNER プログラムを活用した資金提

供がなされている。 
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DOE 原子力局におけるプログラムを通じた資金提供は、FY18 からの取組みであり、これ

まで実施されていた、「SMR 許認可技術支援」プログラムの後継にあたり、今後 5 年にわ

たって四半期ごとに募集と選考を行う計画としている。2018 年 4 月から先進原子力技術に

関する最初の資金提供先として現時点に至るまで 20 以上のプロジェクトを選定されており、

総額 1 億ドル以上の資金提供が行われている 164,165,166。表 3-14 に主要なプロジェクトの概

要と DOE 出資額を示す。先進原子力技術開発支援は、「新型原子炉初号機に関する実証準

備プロジェクト」、「先進原子炉開発プロジェクト」、「許認可取得支援補助金」の 3 つの

カテゴリに分けられている。先進原子力技術開発支援として選定されたプロジェクトの中

でも、「新型原子炉初号機に関する実証準備プロジェクト」のカテゴリで選出された NuScale
社への資金提供規模は、2026 年に予定している SMR の運転開始のための準備に関する資金

として、他と比べ一桁大きな 4,000 万ドルが提供されることが決定されている。 
DOE による資金提供を通じた先進炉開発は、今後 5 年にわたって四半期毎に募集と選考

を行う計画としている。 

表 3-14 DOE による先進炉開発に向けた資金提供例 

カテゴリ 選定企業 内容 出資額 
新型原子炉初号

機に関する実証

準備プロジェク

ト 

X-Energy 高純度低濃縮ウラン燃料製造施設の

設計及び許認可申請の開発 
450 万ドル 

NuScale 2026 年初号機運開に向けた設計の最

終化やサプライチェーンの確保 
4,000 万ドル 

Westinghouse 
Electric 
Company, LLC 

2022 年までに設計、分析、試験、製造

許認可申請に向けた開発 
1,200 万ドル 

先進原子炉開発

プロジェクト 
General 
Atomics 

マルチスケールモデリングとマイク

ロカプセル照射の組合せによる先進

燃料の展開の迅速化 

221 万ドル 

Elysium 
industries USA 

溶融塩高速炉の構成機器のための熱

流動の最適化とモデリングの適用 
256 万ドル 

BWXT Nuclear 
Energy 

先進原子炉のための統合先進製造シ

ステム及びデータサイエンスに基づ

くパラダイム構築 

540 万ドル 

GE-Hitachi 
Nuclear Energy 

原子炉設計の簡素化、プラント建設コ

ストの削減、運用とメンテナンスの削

減の検討 

190 万ドル 

許認可取得支援

補助金 
General 
Atomics 

長寿命ガス冷却高速炉炉心のための

シリコンカーバイド複合材被覆炭化

ウラン燃料の許認可審査前申請 

38 万ドル 

（出典）DOE, 各種プレスリリースより三菱総合研究所作成 

 
ARPA-E を通じた、先進原子炉開発への資金提供は、直近では、2018 年 6 月に、計 10 の

プロジェクトに対し最大 2,400 万ドルの資金提供を行うことを発表している。表 3-15 に実
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施機関と支援額、実施内容を示す 167。対象となるプロジェクトには、米ウェスティングハ

ウス社や米テレストリアル・エナジー社を含む 6 社（7 プログラム）及び 3 大学が選定され

ている。 

表 3-15 ARPA-E MEITNER プログラムにおける先進炉開発に係る資金提供例 

実施機関 支援額 実施内容 
General Atomics 約 145 万ドル 同社が開発する SMR の「連続的な」負荷追従能力に

ついての定量的な評価実施。 
General Atomics 約 153 万ドル 繊維補強コンクリートを用いた資本コスト低減に係

る研究。 
HolosGen, LLC 約 228 万ドル 負荷追従機能を備えた可搬型ガス冷却原子炉の開発

を目指し、物理モデルの構築とシミュレーションに

よるフィージビリティスタディ。 
North Carolina 
State University 

約 338 万ドル 先進炉で利用されることを想定した、高度に自動化

された原子炉の管理・制御システムの開発。 
State University of 
New York at 
Buffalo 

約 144 万ドル コスト削減を目的とした、耐震保護システムと原子

炉建屋とその支持構造物の統合・簡素化に向けた開

発 
Terrestrial Energy 
USA, Inc. 

約 315 万ドル 同社の開発する SMR で用いられるロータポンプの

開発 
Ultra Safe Nuclear 
Corporation 

約 235 万ドル ガス冷却炉の出力密度を高め、小型化を可能にする

先進技術の開発 
University of 
Illinois at Urbana-
Champaign 

約 77 万ドル 負荷追従運転可能な溶融塩炉における燃料処理シス

テムの開発 

Westinghouse 
Electric Company, 
LLC 

約 500 万ドル 同社が開発するマイクロスケール原子炉に用いる自

己制御型のソリッドコアブロックの開発 

Yellowstone 
Energy 

約 260 万ドル 複数の先進炉に適用可能な反応度制御装置の開発 

（出典）DOE, ARPA-E Modeling-Enhanced Innovations Trailblazing Nuclear Energy Reinvigoration (MEITNER), 
2018 年 6 月 4 日, https://arpa-
e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/MEITNER_Project_Descriptions_FINAL.pdf より三菱総合

研究所作成 
 

国立研究所等の研究施設の活用支援については、原子力の技術革新を加速するゲートウ

ェイ（GAIN）が挙げられる 168。GAIN は 2015 年 11 月に発表された取組みである。官民パ

ートナーシップのもとでの産業界の技術進歩への参画を促すためのワンストップ窓口とし

て位置付けられ、DOE 傘下の国立研究所等が有する知見や試験設備等への民間部門からの

アクセスを可能とすることにより、研究開発サイクルの加速、効率化が想定されている。

GAIN を通じてアクセス可能となるリソースとしては、実験能力、モデリングやシミュレー

ションを含む計算能力、蓄積された情報・データ、実証設備サイト、規制プロセス対応の支

https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/MEITNER_Project_Descriptions_FINAL.pdf
https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/MEITNER_Project_Descriptions_FINAL.pdf
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援、科学・工学の専門的知見と経験が挙げられている 169,170。バウチャー提供は四半期ごと

に発表されており、先進炉の開発に向けてだけでなく、既存炉の安全性や経済性の向上のた

めの技術開発等も対象としており、2019 年は 11 企業に対してバウチャーが提供されてい

る。 

表 3-16 GAIN バウチャーにおける先進炉開発に向けた支援例 

企業名 内容 
Terrestrial Energy USA, Inc. IMSR の炉心温度と出力レベルの計装装置の開発 
ThorCon US 溶融塩炉の電気分析センサーの開発 
Fauske & Associates 社 鉛及びナトリウム冷却高速炉に対する統合されたメカニズム

のソースターム評価能力の開発 
Transatomic Power 
Corporation 社 

同社が開発する溶融塩炉設計の中性子工学及び燃料サイクル

性能の最適化・評価 
Columbia Basin Consulting 
Group 社 

鉛ビスマス小型モジュール炉の許認可技術の開発 

TerraPower, LLC 同社が開発する進行波炉の許認可取得と商業化を進めるため

のシビアアクシデントモデリングの改善 
HolosGen, LLC 効率と安全性を向上させたマイクロガス冷却炉用の先進冷却

材及び減速材の開発 

（出典）DOE, GAIN NE Voucher, https://gain.inl.gov/SitePages/Nuclear%20Energy%20Vouchers.aspx, より三菱

総合研究所作成 

(2) SMR を含む次世代炉・革新炉の開発における産業界の動向 

産業界では、前項目に示したように、政府の支援を得ながら研究開発を進めている。表 
3-17 に示すように、SMR の開発、建設に向けて NRC に許認可を申請する動きもある。 

表 3-17 SMR の開発、建設に係る許認可申請動向 

種類 設置者 対象 SMR 状況 
DC ― NuScale 2016/12：DC 申請書を NRC に提出 

2019/12：DC 第 4 段階レビュー完了 
2020/9：DC 認証（予定） 

ESP TVA NuScale SMR 
mPower 
SMR-160 
Westinghouse SMR 

2016/5：ESP 申請書を提出 
2020：ESP 発給、COL 申請予定 

（出典）NRC, “Small Modular Reactors (LWR designs)”（2020 年 2 月 4 日アクセス）

https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/smr.html、NRC, “Advanced Reactors (non-LWR designs)”
（2020 年 2 月 4 日アクセス）https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/advanced.html 、より三菱総合

研究所作成 

 
下記では、米国で研究開発が進む SMR を数例取り上げ、SMR ベンダーの出自や資金調達

方法、研究開発体制について整理した。 

https://gain.inl.gov/SitePages/Nuclear%20Energy%20Vouchers.aspx
https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/smr.html
https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/advanced.html
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1) NuScale Power 社の例 

NuScale 社は、2007 年にオレゴン州で設立された SMR 開発を行う企業である。同社は、

オレゴン州立大学やアイダホ国立研究所等により開発された小型炉の技術をもとに一体型

PWR（iPWR）の開発を進めている。Flour 社が筆頭株主となっており、NuScale Power 社 CEO 
も同社出身である。NuScale 社の CTO は同社の共同設立者で、かつプラントの共同設計者

である。 
NuScale 社が開発を進めている SMR は、炉心やタービンに蒸気を送るシステムなどを、

発電モジュールに一体で納める一体型 PWR（iPWR）である。1 モジュールあたりの熱出力

200MW、電気出力 60MW の熱中性子炉である。冷却材及び減速材として軽水を利用する軽

水炉である。許認可の申請状況も表 3-17 に示したように、米国で唯一 DC 申請が進んでい

る SMR であり、2020 年 1 月には、カナダ原子力安全委員会（CNSC）に許認可申請前ベン

ダー設計レビュー（VDR）の第 2 段階の申請を提出したことを発表している。同社は、米

国、カナダ以外にも国際展開を進めており、2019 年 1 月にヨルダン原子力委員会（JAEC）
が、ヨルダンでの同社のプラントの導入可能性を評価するための MOU を締結したことを

発表しているほか、2019 年 3 月にも、ルーマニア国営 Nuclearelectrica（ニュークリアエレ

クトリカ）社と SMR の開発、許認可取得、建設について評価を実施するための MOU を締

結している。 
図 3-14 に NuScale 社 SMR の開発協力体制を示す。資金調達については、民間企業から

の出資以外に、DOE からの支援も受けている。民間間企業からの出資については、NuScale
社は筆頭株主である Fluor 社以外にも、コンポーネントを設計・製造する企業からも出資し

ており、例えば、Sargent＆Lundy（S&L）社、ARES 社、ENERCON や、英国ウルトラ・エ

レクトロニクス社、韓国・斗山重工業が出資者となっている。DOE からの支援は、2014 年
～2017 年までの期間は許認可技術支援（LTS）プログラム、LTS プログラム終了後は、

3.1.4(1)2)でも示した先進原子力技術の開発を支援する DOE の資金提供公募（FOA）が主と

なる。LTS プログラムでは、NuScale 社以外に mPower 社も選定されており、同プログラム

による支援額は両社同額で、総額 2 億 2,600 万ドルであり xii、FOA では、NuScale 社は SMR 
実証準備プロジェクトの中で 2018 年の 4 月と 7 月に合計 4,700 万ドルを獲得している。 

 

 
xii 同プログラムは、費用分担方式（DOE が最大 50％を負担）で支援する形式である。 
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図 3-14 NuScale 社 SMR 開発協力体制 

※黄色ハッチング部は米国外の組織を指す。 

（出典）NuScale 社ホームページ等より三菱総合研究所作成 

 
SMR の開発は設計や製造、試験等について国内外の企業と協力体制を構築している。米

国内企業では、蒸気発生器のプロトタイプ製造では先進原子力製造センターが、制御駆動機

構の設計ではCurtiss-Wright社が実施している。国外企業では、燃料設計・製造ではFramatome
社が、NSSS 製造では斗山重工業が実施している。 

2) Terrestrial Energy 社の例 

Terrestrial Energy 社は 2013 年に、カナダで設立された SMR の開発を行う企業である。同

社は、一体型溶融塩炉（IMSR）の開発を進めている。CEO は、技術者・研究者ではなく金

融業界の出身者が務め、CTO には、溶融塩炉研究の第一人者が務めている。CTO は 2008 年

には Ottawa Valley Research Associates Ltd.を創業し、溶融塩炉等に関連する特許も取得して

いる。同社の IMSR は、熱出力 400 MW、電気出力 194 MW の熱中性子炉である。冷却材に

はフッ化物塩を、減速材には黒鉛を利用する。 
同社における SMR 開発体制を図 3-15 に示す。資金調達については、カナダ政府から支

援を受けているが、米国 DOE からの支援も受けている。DOE からの支援では、GAIN の枠

組みで複数回選定されているほか、2016 年 9 月には DOE に 800～1,200 万ドルの連邦債務

保証を申請している。また、ARPA-E からも 315 万ドルの資金を獲得し、次世代の溶融塩ポ

ンプ開発に活用している。 
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図 3-15 Terrestrial Energy 社 SMR 開発協力体制 

（出典）Terrestrial Energy 社ホームページ等より三菱総合研究所作成 

 
開発体制の特徴として、NuScale 社はオレゴン州立大学等に自前の研究設備等を導入しな

がら研究開発を進めているのに対し、Terrestrial Energy 社は米加の国立研究所や大学と協力

することで自前の開発施設を持たずに研究開発を推進していることや、資機材開発、材料研

究等の分野においてパートナーとの協力によって開発を進めている。研究開発を行うパー

トナーはほとんどが米国外で、米国内では電気事業者であるサザン・カンパニー社と国立研

究所が挙げられ、水素製造に関する研究開発を行う。 

3) ウェスティングハウス社の例（eVinci） 

WH 社は米国の大手プラントメーカーであり、現在、ボーグル 3、4 号機建設プロジェク

トにて同社が開発した AP1000 の建設にも携わっている。 
同社はマイクロリアクター「eVinci」を開発している 171。eVinci は遠隔地や北極圏の鉱山

における熱電併給を目的とした原子炉で、電気出力は最大 2.5 万 kW としている。 
eVinci の開発体制について、他の原子力関連企業が出資や開発に協力している動きは見ら

れないが、WH 社は他の SMR 開発ベンダーと同様に、表 3-14 や表 3-15 に示したように、

DOE からの資金を獲得しながら開発を進めている。2020 年 3 月には、国防総省（DOD）が、

軍事作戦に使用する先進的な可動式マイクロリアクターの原型炉建設と実証に向けて、WH
社のマイクロリアクターを選定している xiii,172。DOD は、今後数年かけてマイクロリアクタ

ーの設計をまとめ、WH 社を含む今回選定された企業 3 社から 1 社の設計を選定し、原型炉

の建設することを検討している。 
許認可の申請については、NRC と申請前活動を行うことを計画している。 

 
xiii WH 社以外に BWX テクノロジーズ（BWXT）社、X-エナジー社の原子炉を選定している。 
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4) GE 日立の例（BWRX-300） 

GE 日立も WH 社と同様に米国の大手プラントメーカーである。GE 日立は BWRX-300 と

呼ばれる、第 3 世代＋の ESBWR をベースとした小型炉で、自然循環技術や受動的安全シス

テム等を採用した軽水炉型 SMR である。 
図 3-16 に BWRX-300 の開発体制を示す。開発は DOE から資金調達する際に研究開発チ

ームを組んでいるが、各社の詳細な役割は明らかにされていない。資金調達については、表 
3-14 に示した DOE 以外に民間企業からも資金提供を受けている。具体的には米国の電気事

業者であるドミニオン社からシードマネーとして資金提供を受けているが、資金提供額は

不明である 173。 
 

 

図 3-16 GE 日立社 SMR 開発協力体制 

（出典）各社プレスリリース等より三菱総合研究所作成 

 
許認可の申請については、米国とカナダにおいて申請手続きが進んでいる。米国では、

NRC に許認可トピカルレポート（LTR）を 2019 年 12 月に提出している。カナダでは 2020
年 2 月に CNSC に許認可申請前ベンダー設計レビュー（VDR）の申請を提出したことを発

表している。 
同社は、SMR 導入に向けて東欧諸国との協力関係を強化している。2019 年 10 月、エス

トニアの Fermi Energia 社とエストニアでの同社の SMR 導入に向けて MOU を締結し、SMR
建設の経済的実現可能性、立地要件のレビュー、規制要件の評価を実施する 174。同年同月

に、ポーランドの合成ゴム・化学原料メーカーSynthos 社とも MOU を締結し、建設可能性

に関する調査を実施することとしている 175。さらに 2020 年 2 月には、チェコ電力（CEZ）
とも FS に係る MOU を締結している 176。チェコ政府は、老朽化した石炭火力発電所を原子

力、再生可能エネルギーにリプレースしていく意向を示している。 

5) 次世代炉・革新炉に係るサプライチェーンの構築 

SMR のサプライヤーについては、例えば、安全系のコンポーネントを調達する場合、既

存の大型軽水炉であれば約 600 社のサプライヤーが関わるとも言われるが、SMR では、

NuScale 炉では、一次冷却材ポンプがないなど、コンポーネントの数が減少したことで 30~40
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社程度で済むとの見解があるが、各社、技術的課題等背景に SMR のサプライチェーンは各

社構築中である。以下では、許認可の申請動向から最も開発が進んでいると言える NuScale
社のサプライチェーン構築状況と、米国内からの調達、海外からの調達の可能性等について

整理した。以下では、DOE がコンサルティング会社に委託し、次世代炉・革新炉に対する

サプライチェーンの構築について調査した報告書をもとに整理した 177。 
アイダホ国立研究所における初号機建設までたどり着くことが NuScale 社の目下の課題

であり、同社のサプライチェーン構築の戦略の優先順位として、下記が言える。 

1) 国内サプライヤーから調達する 

2) 国内で製造できないものは海外サプライヤーから調達する 

3) ２)で調達不可能なものは既存軽水炉の設計に合わせる 
 
国内サプライヤーからの調達について、DOE が資金援助をしていることも背景にはある

が、NuScale 社としてもその意向がある。NuScale 炉は既存の軽水炉をベースとした設計を

行っており、特に既存の軽水炉向けに機器を提供するサプライヤーからの調達がしやすい

とされる。例えば、燃料については、軽水炉で採用されているものと同様の形状と仕様 5%
以下の濃縮ウランを利用することを想定されるほか、ポンプについても、復水及び給水ポン

プ、その他の BOP ポンプは、既製品に基づく設計であるとしている。このような既存の設

計で事足りる機器については、国内企業で製造しているサプライヤーから調達するとして

いる。例えば、燃料は Framatome 社を選定し、ワシントン州リッチランドにある同社の施設

で燃料集合体を国内で製造する予定である。安全系の I&C についても、英国企業が選定さ

れているが、米国工場で製造されるとしている。この他、安全系のバルブや CRDM 等が国

内企業から調達できるとしている。 
ただし、国内調達にも供給数に問題があるとの指摘がある。SMR は大型炉とは異なり、

製造するモジュールの数が多い。したがって、例えばバルブは大量に必要となることが指摘

されている他、CRDM についても米国内では、軽水炉の経験から発注から納品まで約 2 年

かかることから、現状では必要量を国内ですべて調達することは困難との見方があるが、設

備の増強等によって解決するとしている。 
海外サプライヤーからの調達について、米国で製造していないコンポーネントが挙げら

れる。例えば、モジュール製造には、炉内構造物も含めて、NuScale 炉の場合、100 近い鍛

造品が必要とされるが、そのうち大型の鍛造品（ベッセルリング等）は米国では製造できな

いとしている。米国では鍛造するためのインゴットの大きさに制限があるためとしており、

大きさを小さくする設計変更がなされない限り、国内調達は不可能であるとされる。これは

AP1000 建設プロジェクトについても同様である。 
一方で、国外を含めても調達が難しいとされるコンポーネントもある。ヘリカル型の SG

管が挙げられる。NuScale 炉の SG 管は管の直径や肉厚、材料等は、従来の軽水炉の仕様の

範囲内としているが、長さが従来のものよりも長く、ヘリカル型に曲げられた構造をしてい

る。同社は SG 管の製造を担うサプライヤーの調達先を 4 社候補として挙げたが、大型炉で

使用される SG 管の設計を考慮し、設計が変更される可能性があるとした。特に、ヘリカル

型に曲げたものについては、大型炉では 2 次元平面で 180 度曲がった管が製造されており、

ヘリカル型に曲げたものは、海外サプライヤーからの調達も難しい可能性があるとしてい

る。 



95 
 

なお、NuScale 社はサプライチェーンの構築に際し、調達する機器とサプライヤーが紐付

けされない等の混乱を防ぐこと、サプライチェーンを最小限に抑えるために、仮想設計・建

設ツールを用いる予定としている。最新のツールを活用することで、過剰な設計仕様となる

ことを防ぎ、機器製造時の不可避な設計変更に伴う管理負担を軽減するとしている。 
非軽水炉型の SMR については、米国にもテラパワー社や X－energy 社等複数の企業が革

新的な設計を採用し開発を進めている。これらの原子炉に対しては、NuScale 社以上にサプ

ライチェーンの構築を行わなければならないとしている。これらの炉は国立研究所等にお

いて研究を実施したものなどであり、商業的に確立されたものではない。例えば、テラパワ

ー社や X－energy 社の原子炉では、HALEU 燃料を必要とするが、これは従来の燃料と比べ

て濃縮度も高く、またそれを輸送する能力を米国は所有しておらず、海外または国内で製造

能力を開発する必要があるとしている。この報告書では、SMR を含む次世代炉や革新炉の

サプライチェーンの構築や米国内の機器製造能力の開発のために、DOE に対して主に下記

のようなことが提言されている。 

 DOE が国立研究所等の DOE 施設を活用していくこと 
新たな機器の製造や原子力品質保証の取得に向けた実証等を行う資金援助を行うほか、

軍施設も含めて、先進炉を実証するための敷地や照射炉の活用を推進するべきとした。 

 サプライヤーが製造能力を開発できる施策を講じること 
米国では、過去に多数の建設プロジェクトがあったが、中止等された経験があり、サプ

ライヤーは先行き不透明なプロジェクトのために投資することに慎重になっていると

している。したがって、DOE が原子力発電所建設のために電気事業者に提供する債務

保証制度と同様に、米国のサプライヤーのリスクを軽減するための方策を検討・促進す

べきとしている。 

 関連する規格や基準の開発の支援 
先進的な製造技術は原子力産業に大きな利益をもたらす可能性があるが、高度な製造

技術を利用可能で実証することに対して、産業界のインセンティブが低いとしている。

SMR ベンダーに資金援助し開発をすることと並行で、関連する規格や基準の開発を支

援するべきとしている。 

 良好事例の収集と共有 
米国で行われた近年の建設プロジェクト経験（ワッツバー2 号機、ボーグル、V.C.サマ

ー）をもとに、機器製造や建設について良好事例を特定し共有することが有効としてい

る。SMR 建設においても機器製造や建設経験がないという点において、AP1000 建設プ

ロジェクトと同様に、問題が顕在化する可能性があるとしている。 

3.1.5 その他情報 

(1) 軍需産業の存在と民間原子力産業との関わり 

米国の原子力産業を分析する上での留意点として、軍需産業の存在がある。米国では核兵

器設備の維持更新等の予算に例年、300 億 USD 規模の予算が計上されている。核兵器のメ

ンテナンス等は一部、民間企業に発注されている。表 3-18 に民間の原子力事業も手がけ、

核兵器のメンテナンス等に携わった実績のある企業を示す。 
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米国軍では、核兵器、原子力潜水艦や原子力空母といった原子力に関わるものが運用され

ており、一部は民間企業の支援も受けており、国防総省の業務等通じて取得した放射性物質

の取扱いやメンテナンス、プロジェクト管理等のノウハウは民間原子力分野でも活用され

ていると考えられる。実際、原子力潜水艦の搭乗員は軍を退役後、民間の原子力関連企業や

NRC の検査官等民間原子力分野に携わり、発電所の運転やメンテナンスに携わるほか、民

間原子力分野でコンサルタントとなる者もいる。このような動きは、人材の供給においても

一役になっていると言える。 

表 3-18 軍需産業及び民間の原子力事業も手がける米国企業 

企業名 実施内容 

Bechtel 軍事分野では 50 年以上にわたり、国防事業に関わる化学兵器解

体・破壊プロジェクトや、ミサイル防衛の基盤と運用、核不拡散プ

ロジェクトに取り組んでいる。また、核兵器製造等に関わる Pantex
プラントの管理・運用にも携わる。 
民間原子力分野では発電所の設計や建設を担う。ボーグル原子力

発電所の建設に現在携わる。 
General Dynamics 軍事分野では、原子力潜水艦等の設計、建造、修理を行っているほ

か米海軍の核ミサイルのメンテナンスにも関わる。 
民間原子力分野では、General Dynamics の一部門として General 
Atomics を 1955 年に設立。現在、核燃料サイクルから航空宇宙分

野に至るまで事業を展開。現在、廃棄物を燃焼させる SMR も開発。 
Jacobs Engineering 軍事分野では、DOD、英国防省等、世界の防衛機関や防衛関連企

業に対して、ミサイル防衛統合運用センター(MDIOC)の運用支援

や、兵器開発から維持までのライフサイクル全体をサポートする。 
民間原子力分野では、エンジニアリング、資産最適化、調達、建設、

試運転から除染、デコミッショニング、サイト閉鎖、法令遵守、環

境サービスまで、幅広い独立した原子力施設とプロジェクトを管

理する。英国では、マグノックス炉の廃炉作業にも貢献する。 
Aecom 軍事分野では、DOD に対して、基地の任務司令施設の建設等を支

援する。 
民間原子力分野では、原子力の新規建設のためのエンジニアリン

グから廃止措置まで包括的なソリューションを提供する。廃炉分

野では、サンオノフレ原子力発電所の廃止措置作業にエナジーソ

リューションズ社とコンソーシアムを組み取り組む。 
BWX Technologies
（BWXT）xiv 

軍事分野では、米国海軍の潜水艦や航空母艦の原子炉部品の製造

や、その他の原子力及び非原子力の研究開発及び部品製造を含む、

あらゆる原子力部品及びサービスを提供している。 
民間原子力分野では、インディアナ州とオンタリオ州で商業用原

子力製造施設を運営している。原子力発電所の 1 次系や 2 次系双

 
xiv 同社はバブコック＆ウィルコックス（B&W）社が 2014 年に分社化した原子力機器・燃料サービス事業

と連邦政府の原子力事業対応の専門企業である。 
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方に対してプラント機器やメンテナンスサービス等を提供する。 

Fluor 軍事分野では、世界各地の米軍施設の基地運用を支援する。近年で

は、米国弾道ミサイル防衛システム統合施設において、セキュリテ

ィ要件を策定したほか、既存の敷地内建物の改修を実施。 
民間原子力分野では、米国、英国、カナダの原子力発電所で、原子

力運転、廃止措置や環境修復、研究所管理等に携わる。NuScale 社
の筆頭株主として SMR の開発も支援する。 

（出典）米国防総省（DOD）ウェブページ、各社ホームページ情報等より三菱総合研究所作成 

 
上記のほか、原子力技術が漏えいし、軍事利用される懸念から、特に中国に対して連邦政府

が措置を講じた例もある。 
DOE は 2018 年 10 月、軍事転用及び核不拡散の観点で保留されている原子力関連技術・

資機材の対中輸出許可申請の諾否に関する方針を公表している 178。DOE によると、この国

家安全保障措置は中国が米国の企業から核物質、核機材及び先進的核技術を取得して競争

上の優位性を確保しようとしているとの懸念から米国政府が実施したレビューの結果によ

るものとしている。この方針の中では、原子力関連技術・資機材の対中輸出許可申請に関し

て、申請を認めるか否かの方針が下記のとおり示された。 
 
 エンドユーザーのチェックの結果次第で承認する方針が示された許可 

 2018 年 1 月 1 日以前に承認されていた技術移転の変更や延長。ただし、軽水炉

型の小型モジュール炉（SMR）や非軽水炉型先進炉を除く。 
 AP1000 や、AP1000 を基礎として中国が自主開発している CAP1000 の建設とい

った継続中のプロジェクトの支援、及びこれらと同等の技術レベルの資機材を

利用する CAP1400 の建設支援のための資機材輸出 
 PWR 型 SMR 及び非軽水炉型先進炉に関する許可。ただし、技術移転（据付けと

運転を除く）を伴う場合は却下方針 
 却下の方針が示された許可 

 軽水炉型 SMR 関連及び非軽水炉型先進炉の技術移転 
 2018 年 1 月 1 日以降に申請された新規の技術移転 
 中国広核集団（CGN）及び関連企業への技術移転及び資機材の輸出 xv 
 華龍 1 号のような、米国と直接経済的に競合するプラントへの資機材輸出及び

CAP1400 建設の支援となる米国の独自技術による資機材の輸出 

  

 
xv CGN が名指しされているのは、米国の原子力関連技術を窃取し CGN に渡していたとされている台湾系

米国人が有罪とされたためである。なお CGN は、今回の DOE の動きに不満を表しつつ、英国における華

龍１号建設に影響はないとの見方を示している。 
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3.2 英国 

3.2.1 原子力産業の基本情報 

(1) 政策・規制の概観 

1) 原子力政策の変遷 

英国では、1954 年に原子力開発計画を担う機関として設立された英国原子力公社

（UKAEA）が国産のガス炉（GCR）を中心に開発を行い、1956 年に世界初の商用炉コール

ダーホール原子力発電所が運転を開始した。UKAEA は 1950 年代半ばより GCR の改良型モ

デルである改良型ガス炉（AGR）の開発に取り組み、1976 年から 1988 年にかけて 14 基が

運転を開始した。しかしその後の技術開発は進まず、英国政府は 1978 年に PWR の輸入を

決定、サイズウェル B 原子力発電所でウェスティングハウス製の PWR が 1995 年に運転を

開始した。 
1990 年代には電力自由化によりガス火力発電のシェアが急増し、1997 年に誕生した労働

党政権は原子力発電を経済的でないと判断、2000 年代半ば頃までは原子力発電には消極的

な姿勢を示していた。 
しかしその後、北海における石油や天然ガスの生産量が減少したこと、再生可能エネルギ

ーの拡大が期待されたペースでは進まず、2004 年からは化石燃料の純輸入国となり、2020
年代前半には石炭火力発電所や高経年化した原子力発電所が閉鎖される見通しとなる中、

英国政府は 2005 年に原子力発電に対する政策の見直しに着手した。英国政府は 2008 年に、

原子力発電に関する白書（原子力白書）を発行し、エネルギー・セキュリティ及び気候変動

対策のために重要な役割を果たす低炭素電源として原子力を推進する方針を示した。 
英国政府は新設の実現は民間事業者の判断に任せるとしながらも、2008 年の原子力白書

発行以降、新設投資促進のための環境整備に係る複数の施策を打ち出した。それぞれの施策

の詳細は 3.2.2(1)1)に後述するが、計画審査・許認可プロセスの効率化、原子力発電プラン

トで発電された電力の買取保証、新設にあたっての資金調達を支援する政府の債務保証制

度等幅広い。その後 2010 年に政権が保守党に交代して以降、現在に至るまで、原子力利用

を積極的に支援する政府の方針は変わっていない。 

2) 燃料サイクル政策 

英国内にはウラン資源が存在しないため、ウランはすべて輸入に依存している。ウラン濃

縮業務は、英・独・蘭による国際共同企業体のウレンコ社が実施している。英国政府は、ウ

レンコ社の全株式のうちの 33％を現在でも保有している。 
転換・燃料加工については、ウェスティングハウス社の子会社スプリングフィールズ燃料会

社が実施している。 
再処理については、原子力廃止措置機関（NDA）の子会社セラフィールド社が、マグノッ

クス社の原子炉（すべて恒久停止済みの GCR）と EDF エナジー社の既設の AGR から発生
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する使用済燃料をそれぞれマグノックス燃料再処理工場と酸化物燃料再処理工場（THORP）
で再処理している。前者は 2020 年中に操業終了する予定であり、後者は海外起源の使用済

燃料の再処理契約履行が完了し、2018 年 11 月に既に操業を終了している。THORP での再

処理契約量を超えるAGR起源の使用済燃料及び今後新設される原子炉から発生する使用済

燃料については、英国政府は再処理を想定しておらず、事業者が再処理を希望する場合は協

議を行うとしている。 
英国は、国内では混合酸化物（MOX）燃料を使用していないが、海外顧客の使用済燃料

を対象としてセラフィールド社が MOX 燃料加工プラントを操業していた。しかし、操業状

のトラブルによる役務提供の遅延と低迷に加えて福島第一原子力発電所事故発生後の日本

の原子力状況を踏まえた商業的な判断として、同プラントは閉鎖された。 
なお、英国政府は 2011 年 12 月、プルトニウムの長期管理方針としては MOX 燃料として

の利用が最適であると結論づけ、NDA は MOX 燃料としての再利用というオプションに加

え GE 日立の PRISM（ナトリウム冷却高速炉）や CANDU エナジー社の改良型 CANDU6 炉

（EC6）での再利用についての検討も継続して行う方針を示している。 

3) 原子力安全規制 

原子力安全規制は、2013 年エネルギー法により独立法定組織として設置された原子力規

制局（ONR）が管轄している。英国が EU 及び EUATOM から離脱し移行期間が終了した

2021 年 1 月以降は、EURATOM に代わり ONR が国内における保障措置の責任についても

負うことになる。 
2011 年福島第一原子力発電所事故後、ONR は事故の教訓を安全要件等に反映した。さら

に ONR は、原子力施設に関するセーフティケースの評価やサイト訪問検査結果をもとに、

安全要件等の定期的な改善等、安全規制・対策を継続的に強化する取組みを進めている。 
フランス電力（EDF）の英国子会社 EDF エナジー社によるヒンクリーポイント C 原子力

発電所（HPC）の新設プロジェクトについては、2012 年 11 月に炉型の一般設計評価（GDA）

による設計認証書（DAC）と設計受容証明書（SoDA）が、2013 年 3 月に原子力サイト許可

（NSL）と英国政府による HPC の新設事業計画許可である開発合意令（DCO）が発給され

ている。その後 ONR が 2018 年 11 月に HPC サイトの基礎コンクリート打設を承認し、同

年末に開始された打設作業は完了し、2019 年 6 月以降、地上建屋の建設が開始されている 
ウィルヴァ・ニューウィッドにおける新設プロジェクトに関して、日立 GE ニュークリ

ア・エナジー社の ABWR の GDA が 2017 年 12 月に完了し、ONR からは DAC、環境規制当

局からは SoDA が発行された。同プロジェクトを進めてきたホライズン社は 2018 年 6 月、

DCO の発給を英国政府に申請したが、同社の親会社である日立製作所は、後述するとおり、

同プロジェクトを凍結している。このほか、EDF エナジー社によるブラッドウェルでの新

設プロジェクトで採用が検討されている中国広核集団（CGN）の華龍 1 号については、2017
年 1 月に開始された GDA が 2020 年 2 月には第 4 段階に入っている。 
 
現在の英国の原子力行政体制は図 3-17 に示すとおりである。 
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図 3-17 英国行政体制 

（出典）各種政府公表資料より三菱総合研究所作成 

 

(2) 研究開発体制 

1) 研究開発体制の概観 

英国政府による研究開発は単一の枠組みのもとではなく、政府が議会や外部専門家の見

解も踏まえ、分野・項目を決定し、各管轄省が下部の R&D 実施組織に予算を割り振る形で

実施されている。 
原子力産業に関する研究開発は利用行政であるビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）、

安全規制に関する研究開発は安全規制行政である労働・年金省（DWP）、環境規制に関する

研究開発は、環境行政の環境・食糧・農村地域省（DEFRA）がそれぞれ予算を管轄する。 
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図 3-18 英国の原子力利用研究開発体制 

（出典）公開資料より三菱総合研究所作成 

 
原子力産業に関する予算は、以下のような研究開発実施組織が管轄する。原子炉の運転や

燃料サイクルに関する研究開発は原子力専門の組織である国立原子力研究所（NNL）が管轄

する一方、中小企業も含むサプライチェーンの開発支援は、産業横断的組織である Innovate  
UK が管轄する形となっている。 

表 3-19 英国の主な原子力利用研究開発機関 

主な機関 主な役割 
Innovate UK ・経済成長に資する科学技術開発の実施（＝イノベーション）の

ため、人材・企業等を結びつけ、また、必要な資金を提供する 
・原子力分野では、新設・寿命延長・バックエンドに関連する中

小企業・サプライチェーン開発の支援等のほか、イノベーティブ

な取組みに対して資金提供の窓口となっている 
NDA ・廃止措置・放射性廃棄物管理等の研究 

NNL ・原子炉運転、燃料サイクル等の研究 

リサーチカウンシ

ル 
・下部カウンシルによる基礎的・戦略的・応用研究への資金提供 
・人材育成支援 

（出典）公開資料より三菱総合研究所作成 

2) 原子力開発予算 

Innovate UK のウェブサイト 179から確認できる、原子力産業関連の研究開発予算の概要は

以下のとおりである。詳細な内容は、主に 3.2.4 の中で紹介する。 
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表 3-20 実施中の主な原子力産業関連研究開発予算 

施策・イニシアチブ 内容・金額 
原子力イノベーション 2016～2021  

同上、フェーズ 1 2016～2018 年：民生原子力 5 領域 2,000 万ポンド

超 
 600 万ポンド：先進燃料 
 500 万ポンド：次世代炉設計 
 600 万ポンド：次世代炉材料、製造、モジュ

ール製作 
 200 万ポンド：燃料リサイクル 
 200 万ポンド：ナレッジベース構築 
8 社に対して上記技術領域に関し助成を決定済

み 
同上、フェーズ 2 2017 年末公示済み。原子力安全手法、先進燃料を

対象に 800 万ポンドまで 
 370 万ポンド：設計・安全研究 
 430 万ポンド：先進燃料研究 

同上、フェーズ 3 先進炉設計・デジタルフェーズ 2 公示中 
先進的機器製造プログラム  

同上、フェーズ 1 2017 年 4 月～2019 年 8 月、500 万ポンド 
 建設コストの低減に資する機器製造・材料に

関する研究 
同上、フェーズ 2 （期間未定）2,000 万ポンド 

 フェーズ１で実施した研究の商用化に資す

る研究 

（出典）Innovate UK ウェブサイトより三菱総合研究所作成 

 

3) 主な研究開発機関・諮問機関 

a. 原子力イノベーション・研究諮問委員会（NIRAB） 

原子力イノベーション・研究諮問委員会（NIRAB）は、2013 年に発表された原子力産業

戦略の中で、今後の公的資金による原子力研究・イノベーションについて、大臣や政府省庁

に対して提言を行う機関として設立することが提言された組織である。設立は 2014 年 1 月

である。 
NIRAB は 2014 年における NIRAB の活動をまとめた年次報告書の中で、次世代燃料開発・

製造、先進炉開発、燃料リサイクル・放射性廃棄物管理の 3 分野において、早急に研究開発

投資が行われるべきとの提言を行っている。 
この 3 分野における NIRAB の主要提言は以下のとおりである。 
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 次世代燃料開発・製造 
 事故耐性燃料（ATF）製造という新しい市場でのポジション確保に向けた R&D の実施 
 フランスの第 4 世代のナトリウム冷却高速炉（SFR）の原型炉 ASTRID 向けの燃料供給

を可能とする製造プロセス開発のための既存施設の活用 
 高温炉の商業化のための頑健な被覆粒子燃料の製造における知財（IP）開発 
 
 先進炉開発 
 英国が、先進炉の商業化における国外パートナーに選定されることを目的とした、次世

代炉の建設に必要な耐高温・耐放射性材料の開発や炉内の熱移動の予測能力の開発 
 英国事業者が現在及び将来の原子炉のための高付加価値機材製造市場で利益を確保で

きるような先進製造技術の開発 
 
 燃料リサイクル・放射性廃棄物管理 
 英国が世界をリードすることを目的とした、エネルギー・セキュリティとサステイナビ

リティの改善に活用される、安全で核拡散抵抗性及び経済性のある燃料リサイクル技

術の開発 
 先進の核拡散抵抗性のある燃料サイクル技術によって発生する新たな廃棄物ストリー

ムの処理に必要な廃棄物管理技術の開発 
 
なお、先進炉開発分野に含まれる小型モジュール炉（SMR）の開発については、上の 3 分

野とは別に、１つの章が設けられている。SMR 開発では、政府支援の必要性とともに、国

外パートナーとの協働において英国の交渉力を高めるために必要な知的財産（IP）の創出機

会を最大化することを目的とした、SMR に関する詳細な技術・経済性分析の実施が提言さ

れている。 

b. 国立原子力研究所（NNL） 

国立原子力研究所（NNL）は国家原子力プログラムを実施する主要研究開発組織である
180。英国政府が所有しているが、公開有限会社（PLC）であり、財政支出ではなく、民間企

業として運営されている。 
NNL は、2008 年に旧英国原子力グループ（BNG）の研究開発部門と、セラフィールドの

原子力技術センターが統合して創設された。学界、国立研究所、産業界のネットワークを結

集し、科学技術の課題に取り組んでいるところに強みと独自性を持っている。現在、NNL の

主要目的は、多くの異なるサイトにおける原子力の専門知識と研究所の保護・発展に寄与す

ることである。NNL は英国のすべての民生用原子力プログラムを支援する 181ほか、国内外

で廃棄物管理、廃止措置、燃料サイクル及び原子炉運転支援に至る幅広い専門領域の研究・

技術サービス契約の獲得を目指している 182。 
NNL は、官に対しては技術的な助言を、民間に対しては技術移転を積極的に行うことで

も知られている。NNL は、英政府からの要請に応じて産学と協力して、今後約 10 年程度の

期間における SMR の国内導入及びその先の SMR 関連産業の事業化についてのフィージビ

リティ調査を実施した。また、中国との研究協力の窓口としても機能するほか、福島第一原

子力発電所の廃炉に関連して、廃棄物処分時のガス発生対策について支援した実績も有す
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る。また、自らも廃止措置段階でのロボットの技術開発に強みを持つ。 

c. 先端原子力製造技術センター（NAMRC） 

先端原子力製造技術センター（NAMRC）は英国政府の低炭素作業戦略に基づいて、シェ

フィールド大学、マンチェスター大学及びロールス・ロイス社が主導する形で 2009 年に設

立された先進的な原子力製造技術の研究開発センターである。 
原子力発電所の新設を計画する英国政府は、原子力分野の国内製造業の能力を強化し、国

内に原子力サプライチェーンを再構築することを目指しており、NAMRC は 2011 年に、高

付加価値製造業（HVM）カタパルト（ビジネスとアカデミアをつなぐ研究開発拠点）とし

て位置付けられた。 
2018 年に政府と産業界が締結した原子力セクター・ディールでも、国内サプライチェー

ン構築や生産性向上の取組みが地方にも波及効果を及ぼすよう、地方自治体と民間企業の

パートナーシップに基づく地域企業パートナーシップ（LEP）を活用する方針が示されてお

り、NAMRC はその中心的役割を担うことが期待されている。 
NARMC は以前より、原子力資機材サプライチェーン再構築のため、製造業者に対する支

援を行っている。特に、新設、運転、廃止措置等において求められる品質水準に対する、個々

の製造業者の能力を評価し、助言するプログラムである Fit For Nuclear（F4N）を提供して

いることは特徴的である。 
2018 年 6 月に NARMC が発表した情報によれば、約 700 の製造業者が F4N を受け、

NAMRC の産業アドバイザーや原子力分野の専門家からの支援を受けているという。 
NAMRC のメンバーは英国内企業にとどまらず、カナダの CNL、米 EPRI、仏 Framatome、

米ウェスティングハウス、米 Curtiss-Wright 等も参加する。英国内では、ロールス・ロイス、

Cavendish Nuclear、Sheffield Forgemasters のほか公的機関である NDA や業界団体である NIA
もメンバーである。 

(3) 原子力産業の概観 

1) 運転・建設・廃止措置状況 

2020 年 3 月現在、英国内では 15 基の原子炉が運転中、2 基が建設中である。運転中の原

子炉のうち 1 基のみが PWR で、1995 年に運転を開始したウェスティングハウス製の原子

炉である。それ以外はガス改良型炉（AGR）である。建設中の 2 基はフランス EDF の子会

社 EDF エナジーが建設を進める欧州加圧水型原子炉（EPR）で、ヒンクリーポイント C に

立地する。 
 
以下に、英国における原子力発電プラントのステータスを示す。 
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表 3-21 英国における原子力発電プラントのステータス 

項目 基数 
計画中基数 2 基（PWR、サイズウェル） 
建設中基数 2 基（PWR、ヒンクリーポイント C） 
運転中基数 15 基（AGR4 基、PWR1 基） 
廃炉基数 30 基（GCR） 

（出典）IAEA, PRIS,2020 年 2 月 20 日アクセス, 
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=GB、WNA, , Nuclear Power in the 
United Kingdom 2020 年 2 月 20 日アクセス、https://www.world-nuclear.org/information-library/country-
profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx より三菱総合研究所作成 

2) 原子力産業の構造 

図 3-31 に、送配電事業者も含んだ、英国における原子力産業構造の概念図を示す。英

国は発送配電が分離されている。送電・系統運用は National Grid Electricity Transmission が

担い、配電は全国各地域に 10 社強の地域独占配電会社があるほか、独立系の配電事業者も

数社を数える。電力は、電力取引所 APX Power UK での取引のほか、相対取引でも売買され

る。 
発電会社は 180 社弱がひしめくが、原子力発電施設を保有し、発電を行っているのは、

フランス電力（EDF）の英国持ち株会社、EDF エナジーホールディングス（所有）と、その

子会社 EDF エナジー原子力発電会社（運転）が担う。 
英国には原子炉メーカーはなく、サプライチェーンの有力なプレイヤーとしては、大型鍛

造品の供給能力を持つ Sheffield Fogemasters、エンジニアリング会社の Doosan Babcock 等の

ほか、Rolls Royes などに限られる。 
 
 

https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=GB
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx
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図 3-19 英国における原子力産業構造の概念図 

（出典）公開情報より三菱総合研究所作成 

3) 主なサプライチェーンのプレイヤー 

a. EDF エナジー 

EDF エナジー社は、フランス電力（EDF）の 100％英国子会社であり、1998 年以降、英国

の電力関連会社及び石炭火力、ガス複合火力等の発電所の買収・統合を経て、2003 年 7 月

に設立された。 
同社は、2009 年 1 月に親会社の EDF がブリティッシュ・エナジー（BE）社を買収したこ

とで BE 社の原子力発電所及び石炭火力発電所も引き継いだ。 
現在英国で運転されている原子炉 15 基（AGR14 基、PWR1 基）はすべて EDF エナジー

グループが所有し、運転を担っている。 
EDF エナジー社は原子力発電について、気候変動問題への対処やエネルギーの安定供給

等で重要な役割を果たせるとの考えを示している。 
EDF エナジー社が英国で原子炉を新設するために設立した子会社、NNB ジェネレーショ

ン（NNB Gen Co）社がヒンクリーポイント C の原子力サイト許認可（NSL）を申請してい

る。 
EDF エナジーの原子力発電に関連する組織構造（略図）を以下に示す。 
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図 3-20 EDF エナジーの原子力関連組織構造 

b. Sheffield Forgemasters 

Sheffield Forgemasters は 1750 年代に創業され、1805 年に法人化されて以降、複数の英国

内の鉄鋼会社の買収を繰り返して現在に至っている。当初から大型の鋳鋼品の生産を手が

け、米国の鉄道敷設による需要を機に世界初の潜水艦の建造にも携わった。 
1890 年代を通じて装甲板製造のための大型鋳造機を所有していた数社が合併し、世界的

な事業展開を行うようになった。第二次世界大戦後は発電所・船舶向けのタービンローター、

鉄道高架等の鉄鋼製品とともに、コールダーホールにおける世界初の原子力発電所建設の

際の機器の製造も手がけた。 
同社は現在、国防、原子力、石油・ガス、発電所、海洋建設等の産業において事業を展開

している。1 万トンの油圧鍛造プレス機器を有し、300 トンまでのインゴットの扱いが可能

である xvi。 
原子力関連では、現在に至るまで英国の原子力潜水艦の建造に携わっているほか、民生面

では国内だけでなく世界各国に原子炉部品を供給している。ウェスティングハウス、三菱重

工業に対する PWR 関連製品の供給実績も有する。 

c. Rolls-Royce 

Rolls-Royce（ロールス・ロイス）社は原子力分野において 50 年以上にわたって民生・軍

事両面でサービスを提供してきている。同社は機器供給やプロジェクト管理、エンジニアリ

ングサービス等を含めた幅広いサービスを提供している。2018 年時点の従業員数は約 5.5 万

人である。 
同社のコアビジネスは民生航空宇宙事業、パワーシステム事業、防衛事業、航空機エン

ジン事業に分かれており、民生航空宇宙事業が売上の約半分を占める。民生原子力事業は、

上記のパワーシステム事業の一部に位置付けられ、2018 会計年度ベースで、パワーシステ

ム事業部門の売上高の約 5%（全社売上高からみると約 1.2%：約 1 億 7,400 万ポンド）を占

める。2016 会計年度、2017 会計年度においても民生原子力事業の売上高は同程度の水準で

 
xvi 1.5 万トンプレス鍛造施設の導入計画があったが、同社ウェブサイト上では導入が確認できていない。 
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推移している 183。原子力産業におけるサプライチェーンは世界に 200 社強、また、世界の

約 20 カ国の原子炉に何らか同社の技術が関連していると同社は説明している。 
 

 

図 3-21 ロールス・ロイス社の事業ポートフォリオ（2018 年売上高） 

（出典）Rolls-Royce Annual Report 2018 より三菱総合研究所作成 

 
ロールス・ロイス社は、EDF エナジー社との間で建設支援や設備機器の提供等に関する協

力協定を締結しており、また、現在では建設計画を凍結したホライズン社との間でも、新設

プログラム実施に向けた覚書（MOU）を締結していた。 
ロールス・ロイス社は、英国政府が進める、低炭素社会の構築に重要な役割を果たす産

業支援に協力しており、政府が設置を決めた産学連携の製造・管理工程、職業能力の開発等

を行う NAMRC の運営を主導するなど、政府との緊密な連携関係を有している。 
後述するとおり、ロールス・ロイス社は自社の SMR 技術を有しており、英国国内のみな

らず、東欧、中東、カナダ等の市場を有望市場と目している一方、特に英国において SMR
開発に対する政府支援が十分でなければ、必ずしも SMR 事業への投資を続けるものではな

いとも述べている。 
また、ロールス・ロイス社は、Global Supplier Portal(GSP)184を運営していることでも知ら

れる。GSP は、宇宙航空、海洋及び原子力分野における、ロールス・ロイス社の調達部門と

世界のサプライヤー間の双方向コミュニケーションを支援するウェブサイトで、サプライ

ヤーはロールス・ロイス社の部材調達に関する情報、取引条件等の情報にアクセスできるほ

か、部材検査プロセスにもエントリーできる 185。 
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図 3-22 ロールス・ロイス社グローバルサプライヤーポータル（GSP） 

（出典）Rolls Royce Global Supplier Portal, https://suppliers.rolls-royce.com/GSPWeb/ 

3.2.2 建設・運転保守分野 

(1) 建設分野における主要な施策 

1) 原子力白書（2008 年） 

3.2.1(1)1)で示したとおり、英国政府は温室効果ガスの削減目標の達成困難、国内の電力供

給の先行き不透明感等を背景に、2000 年代に入ってから原子力発電の積極利用へと政策を

転換した。この契機となったのが、2008 年の原子力発電白書である。政府は原子力発電白

書において、新規原子炉建設を推進するという決定に至った理由として以下のポイントを

挙げた。 
 
 発電における炭素排出量が少ないこと 
 低炭素排出電源の中では発電コストが最も安いこと 
 技術的に確かなものであり信頼できること 
 安全規制のもと安全が保たれてきていること 
 電源の多様性を確保できること 
 
政府は新規原子炉建設については、エネルギー市場の市場原理により決められることを

原則としながらも、今後の新設を進める上で必要な、以下のような政策的支援を行う方針を

原子力白書の発行以降、進めていった。 
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a. 国家政策声明書（NPS）によるサイト許可の迅速化 

英国で HPC 以前に最後に運転開始し、かつ、英国内で現在唯一運転中の PWR であるサ

イズウェル B 原子力発電所は、計画許認可の申請から発給までの間に実に約 6 年の時間を

要した。政府は今後の新設を円滑に進めるため、このときの経験を活かし「発電所や空港な

ど国家的に重要なインフラ・プロジェクト（NSIP）に対する計画許認可プロセスの効率化に

ついて定めた計画法」を 2008 年 11 月に制定した。同法の制定により、NSIP に対する計画

許認可プロセスは一本化され、許認可発給までの期間が短縮され、効率性と透明性が向上し

たことで、事業者はより高い確実性をもって新設に関する投資の意思決定が行えるように

なった。 
2009 年 1 月、政府は許認可プロセスの効率化の一環として、2025 年までに新設が可能な候

補サイトを事前に絞り込むための戦略的サイト評価（SSA）の基準を発表し、2009 年秋にか

けてまず 11 サイトについて SSA を実施し、最終的に 8 サイトを候補サイトとして選定し、

原子力に関する国家政策声明書（原子力 NPS）に記載した。原子力 NPS を含むエネルギー

NPS は 2011 年 7 月に発効した。これにより、その後事業者が新設の計画許認可申請をした

場合には、NPS を踏まえて審査される。 
EDF エナジー社は HPC での EPR2 基の新設計画について 2011 年 10 月に許可申請をし、

政府は計画許可を 2013 年 3 月に発給している。これはサイズウェル B に比べると数年間も

短くなっている。 

b. 発電電力の買取保証 

英国政府は2011年7月、低炭素電源への投資促進や消費者負担の軽減等等を目的として、

低炭素発電を対象とした固定価格買取差額決済契約（FIT CfD）を施策導入することを規定

したエネルギー法を 2013 年 12 月制定した。低炭素電源には、原子力発電のほか、炭素回

収・貯留（CCS）付火力発電、再生可能エネルギー発電も含まれる。 
 
FIT CfD 制度は、固定価格買取制度に金融デリバティブの考え方を取り入れた制度である。

発電事業者は CfD Counterparty と呼ばれる、政府指定の機関との間で CfD 契約を締結し、設

定された発電量（MWh）あたりのストライク・プライス（基準価格）を 
 
参照価格が上回った場合は、上回った額を事業者が CfD Counterparty に還元 
参照価格が下回った場合は、下回った額を CfD Counterparty が事業者に補填 
 
する仕組みである。なお、参照価格は過去の市場価格から統計的に算出される。 
原子力発電については事業者側との相対協議によって新設プロジェクトごとにストライ

ク・プライスが決定される。 
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図 3-23 FIT CfD の仕組み 

（出典）公開資料より三菱総合研究所作成 

c. 新設資金の債務保証 

エネルギー、道路、鉄道等国家的に重要なインフラ・プロジェクトへの投資を促進するた

めに制定された 2012 年インフラ法により、事業者によるプロジェクト資金調達に対して政

府が無条件・取消不能の債務保証を行えることとなった。 
2013 年 6 月、政府は、EDF エナジー社の HPC が保証対象になりうるとの予備承認を発表

した。財務省による予備承認のための審査では、プロジェクトの信用度、開発段階、保証の

必要性、重要度、VFM（Value For Money）が考慮され、予備承認後は、貸付側と IUK
（Infrastructure UK という財務省内の一部署）による審査（一般的な Due Diligence）を経て、

財務省内部のリスク委員会に諮られた後、財務大臣が承認する。2015 年 9 月には、HPC 新

設のための資金調達に関して、政府が約 20 億ポンドの債務保証を行うことを承認すること

が発表された。 
債務保証制度については、EDF エナジーだけでなく、当時ウィルヴァ・ニューウィッドで

の原子力発電所建設を目指していたホライズン社、同じくムーアサイドでの新設計画があ

った NuGeneration（NuGen）社も政府保証による資金調達に向けた協力合意書に署名してい

た。 

d. EU State Aid 規則と HPC への支援 

英国政府は、2013 年 10 月に HPC に対して FIT CfD 制度を適用し、また HPC の資金調達

において債務保証を行うことは EU の国家補助には当たらない旨を欧州委員会（EC）に報

告した。EC は予備審査の結果として、今後詳細な調査を行い、EU の国家補助（State Aid）
を禁止する規則に抵触するか否かを判断することを 2013 年 12 月に英国政府に回答した。

2014 年 10 月、EC は HPC への政府支援のレベルを下げることについて英国政府と合意した

ため、変更された支援内容は EU の国家補助規則に抵触しないと結論づけたことを公表し

た。この合意によって債務保証を受けるために事業者が英国政府に支払う保証料が当初よ

りも引き上げられた。また、HPC の資本利益率が想定値を超過した場合には固定買取価格
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を下げること等で事業者は政府側との間で超過利益をシェアし、当該利益を消費者に還元

することになっている。 

2) 原子力サプライチェーンアクションプラン（2012 年） 

英国政府は、2008 年の原子力白書発行以降、国内での新設の円滑な実現に向け、また、

国際市場において英国のサプライチェーン企業が主要な役割を果たすべく成長を遂げるこ

とも視野に、原子力産業の強化にも取り組んできた。政府は既に国立原子力研究所（NNL）
を設立して原子力産業に対する技術的な支援を行う準備を進めてきた。 
こうした中、政府は 2012 年 12 月に、国内の原子力サプライチェーンの競争力強化に向け

た「原子力サプライチェーンアクションプラン」を公表した 186。 
ここでは、EDF エナジーが提案中のヒンクリーポイント C、サイズウェル C 等の建設計

画に加え、ホライズンによるウィルヴァ・ニューウィッド、NuGen 社によるムーアサイドプ

ロジェクト等が控えていることを指摘した上で、これらプロジェクトによる原子力発電設

備容量は 1,600 万 kW に上り、サプライチェーンに対し、2012 年から 2030 年の間、年平均

7,600～9,800 人の直接的な新規雇用を生み、その投資総額は 600 億ポンドにも上るとして英

国サプライチェーンにとって極めて大きな事業機会になることを示唆した。 
また、同アクションプランで政府は、政府による原子力利用推進のコミットメントに揺る

ぎはないことを示した上で、政府は産業界と緊密に連携して必要な情報を提供し、必要な支

援を行うことを約束して、サプライチェーン各社が予見性を以て事業計画を推進できるよ

う支援する姿勢を明確に示した。 
ここでは、25 のアクションプランが提案されている。その主要な施策内容は以下のとお

りである。 
 
 2013 年第 1 四半期中に原子力産業会議（NIC）を新設して政府・原子力産業協会（NIA）

が共同運営し、原子力産業界共通の戦略目標を扱い、業界の利益を代表し、当アクショ

ンプランの進捗状況をモニタリングする 
 サプライチェーンの各部門の主要企業から成るワーキンググループを設置し、原子炉

新設の準備を促進するための課題や共同行動を明確化する 
 先端原子力製造研究センター（NAMRC）が中心となって原子力機器供給者の事業参入、

競争力強化を支援する。また、中小企業に対しても必要な助言を行い、原子力サプライ

チェーンの大口契約への応札を支援する 
 英国貿易投資省（UKTI）は国内企業の海外企業とのパートナーシップ、国内企業の海

外進出に係る支援を実施する。特にフランスの相対機関である UBIF との連携により円

滑な支援を進める 
 重要なスキルの不足に即応する形で、新しい人材の誘引のために既存のスキルの再配

置や関連産業からの適切な技術導入等を行う 
 合意された優先順位に即した統合的な原子力輸出戦略を策定し、組織的な統一行動を

促すことで、輸出機会に対する原子力産業の理解向上とアクセス確保を図る 
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3) 原子力産業戦略（2013 年） 

英国政府は 2012 年のサプライチェーンアクションプランに引き続き、2013 年には「英国

の原子力の未来」と題する原子力産業戦略を発表 187し、英国政府の原子力産業に対する確

固たるコミットメントを再確認した。ここでは、2030 年までに 5 カ所のサイトに原子炉 12
基（1600 万 kW）が建設されるとの見通しを改めて示し、2050 年には電源ミックスに占め

る原子力の比率が現在の 20%から、40~50%を占めることになるとの見方を示した。 
また、これまで英国の原子力産業を構成していた既設炉の運転・保守、廃止措置に加え、

今後は新設という大きな事業機会が訪れるとし、2013 年 3 月には、政府がヒンクリーポイ

ント C に対する開発同意令を発給したばかりであることも紹介した。 
英国政府は、原子力が未来の低炭素エネルギーミックス戦略の中で重要な役割を果たす

と宣言し、英国を民生用原子力産業のリーダー国に押し上げるためのビジョンと計画概要

をこの戦略の中で示した。 
特に官民連携による努力で国内市場での新規原子炉建設と運転・保守、実効性の高い放射

性廃棄物管理、廃炉措置、燃料サイクルサービスのすべての分野で覇者になるための 2050
年までのマイルストーン計画が示されている。 

英国政府は、国内での経験と安全運転の実績等に基づき、原子力分野（新規原子炉建設、

安全運転、廃止措置やクリーンアップ・除染、専門的なサポート＆サービス等）でグローバ

ル市場でのビジネスチャンスと収益機会の確保を目指す努力の重要性を強調している。 
この戦略文書には、国内市場においては 2030 年までに 1,600 万 KW、12 基の新設を見込

む一方、2030 年以降 2050 年までの間には第 4 世代炉だけでなく SMR も導入して英国のエ

ネルギー戦略を支えること、このために産官学が協力してイノベーティブな R&D に取り組

むこと、国内での新設・R&D の経験を活かして、2030 年までにはサプライチェーンのグロ

ーバル化を推進し、海外建設への関与や、開発・建設・燃料供給までをパッケージ化した事

業を第 4 世代炉及び SMR も含め提案できるよう、必要なスキル向上に投資を行っていくこ

と等を目標として盛り込んでいる。英国政府が次世代炉としての SMR の可能性に言及した

のは本文書が最初である。 

4) 原子力セクター・ディール（2018 年） 

2018 年 6 月に公表された原子力セクター・ディールは、2016 年 6 月の国民投票の結果、

欧州連合を離脱すること（Brexit）が決まった英国において、Brexit 後の産業基盤を確固た

るものとすることを目標に 2017 年に英国政府が発表した「産業戦略」を受けた、業種ごと

の官民協力イニシアチブの原子力産業版である。 
原子力については、産業発展のために設置された、英国政府と産業界の協議体である原子

力産業協議会（NIC）が、産業界の方針と英国政府への要望を示した原子力セクター・ディ

ール案を 2017 年 12 月に英国政府に提出していた。 
同案を受け、英国政府が 2018 年 6 月に公表した原子力セクター・ディールには、産業戦

略で示された生産性を高める 5 つの基盤、すなわち、アイデア、人材、インフラ、ビジネス

環境、地域のそれぞれについて、原子力分野での官民の取組みが示されている。 
原子力セクター・ディールで約束された取組みは、新設に係る事業環境整備、次世代炉開

発に係る政府の財政支援やサプライチェーン育成等、複数の領域にまたがる。特に建設・運
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転保守に関しては、ヒンクリーポイント C の事業予見性を高めつつ国民負担を低減する新

たな資金支援の取組みが「インフラ」の領域で、人材育成や軍事部門からの人材移転が「人

材」領域で扱われているほか、次世代炉開発については政府助成が「アイデア」領域や「ビ

ジネス環境」領域で広く扱われていることがうかがえる。以下に各領域の概要を示す。 

a. アイデア 

 政府が AMR 開発に 5,600 万ポンドを拠出する。 
政府は 2017 年時点でこのうち 4,400 万ポンドの研究開発支援計画を発表しており、

この計画の第 1 フェーズで実施するフィージビリティスタディに関する公募を行っ

た。この結果、8 社が選定されている。残りの 1,200 万ポンドは規制当局の AMR 規

制審査等対応に拠出する。 
 政府は核融合研究に 8,600 万ポンドを拠出する。 
 政府はウェールズにおける熱水力施設に 4,000 万ポンドを拠出する。 

b. 人材 

 官民で原子力技能戦略グループ（NSSG）の取組みに注力する。 
 政府は民生、軍事含め、原子力関連分野間での人材移転を実現する。 

c. インフラ 

 将来の新設プロジェクトに関して、ヒンクリーポイント C（HPC）プロジェクトに関す

る議会の指摘も踏まえ、政府が資金調達オプションを検討する。 
 英国にとって重要な戦略的産業である原子燃料産業を将来にわたって維持するため官

民が協力する。 
 産業界は 2030 年までに新設コストを 30％縮減し、廃止措置コストを現行の見積額から

20％削減する。 

d. ビジネス環境 

 デジタルエンジニアリング等の先進的な製造・建設技術開発に対し、政府が 2,000 万ポ

ンドを、産業界が 1,200 万ポンドを拠出する。 
 新たな国内サプライチェーン構築・生産性向上プログラムに対し、政府が 1,000 万ポン

ドを、産業界が 2,000 万ポンドを拠出する。 

e. 地域 

 国内サプライチェーン構築・生産性向上プログラムの地域への波及効果を狙い、地方自

治体と民間企業のパートナーシップに基づく地域企業パートナーシップ（LEP）の枠組

みを活用したサプライチェーン構築を官民で検討する。 
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(2) 建設分野における産業動向と取組み事例 

1) 主要な建設計画 

a. 建設計画の概観 

英国では 2020 年 3 月現在、下表のような新設が計画・提案されている。 

表 3-22 英国の建設中・計画中プロジェクト 

発電所名 所有者 運転者 設備容量 
（万 kW） 

炉型 建設 
開始 

運転 
開始 

建設中 HPC 
（2 基） 

仏 EDF 
中 CGN 

EDF 
エナジー 

165 EPR 2019 2025 
（予定） 

計画中 サイズウェル C 
（2 基） 

仏 EDF 
中 CGN 

EDF 
エナジー 

165 EPR   

ブラッドウェル 
（2 基） 

仏 EDF 
中 CGN 

EDF 
エナジー 

100 華龍 1   

凍結 ウィルヴァ・ニ

ューウィッド 
（2 基） 
オールドベリー 
（2 基） 

ホライズン ホライズン 135 ABWR   

撤回 ムーアサイド 
（3 基） 

NuGen NuGen 115 AP1000   

（出典）各種公開資料より三菱総合研究所作成 

 
仏 EDF、中 CGN、英国政府の 3 者は 2016 年 9 月、FIT CfD を含めた HPC に対する政府

支援に関する契約及び投資合意書に署名した。政府支援に関する契約で示された、運開から

35 年にわたって適用される固定買取価格は、HPC とサイズウェル C の両発電所を建設する

場合は 89.5 ポンド／MWh、HPC のみの場合は、コスト削減効果が見込まれないことから

92.5 ポンド／MWh とされている。 
ホライズン社は、ウィルヴァ・ニューウィッド原子力発電所における 2 基の ABWR の新

設に関する許認可申請準備等を進め、2017 年 4 月に ONR に対して原子力サイト許可を申請

するとともに、資金調達に関する政府支援について英国政府と協議を行ってきたが、ホライ

ズン社の親会社である日立製作所は2019年1月、民間企業としての経済合理性の観点から、

プロジェクトを凍結することを発表した。 
NuGeneration（NuGen）社も、AP1000 を 3 基建設する計画であったが、AP1000 のサプラ

イヤーであるウェスティングハウス社の米国連邦倒産法上の再生手続き申し立てにより、

NuGen 社の株式の 40%を所有していた仏 ENGIE 社が 2017 年 4 月に撤退を決定し、ENGIE
社の全株式を東芝が 7 月に買い取った。東芝自身も経営危機に陥ったことを受け、同社は韓

国電力公社（KEPCO）を優先交渉権者として NuGen 社株式売却の協議を行っていたが、2018
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年 7 月に KEPCO に対する優先交渉権を解除し、11 月には NuGen 社の解散を決定した。 

b. 中国との協力 

ア）新設プロジェクトへの資金協力 

中国では、習近平国家主席や李克強国務院総理が主導するトップ外交で、中国製プラント

の海外市場開拓が進められた経緯がある。この最も顕著な成功例として、中国広核集団

（CGN）と仏 EDF が協力して推進するヒンクリーポイント C、サイズウェル C 及びブラッ

ドウェル B 建設のプロジェクトを挙げることができる。 
英国政府は 2015 年 10 月、EDF と CGN が HPC の新設投資に関する戦略的投資合意書に

署名し、EDF が 66.5%、CGN が 33.5%の割合で出資を行うことで合意したことを公表した。

このことは、英国政府と EDF によって HPC に関する FIT CfD の詳細内容が最終確定された

ことと同時に発表され、CGN との戦略的投資合意が同プロジェクトを前進させる極めて重

要な要素であったことを示唆するものといえる。 
このとき英国政府は、英エネルギー・気候変動省（DECC）と中国国家能源局（CNEA）

による 2015 年民生原子力分野における協力声明書（2015 年 10 月署名）も公表し、DECC と

CNEA が、英中両政府が締結した 2013 年民生原子力分野における協力強化に関する覚書

（MOU）に基づいて、今後、具体的な協力活動内容を特定し、協力活動を進めていくこと

や、これまでの英中民生原子力ワーキンググループによる活動成果を確認した。 
同声明書での主な内容は以下のとおりである。 

 

 英中両国における原子炉新設プログラムへの相互投資・参加、HPC 建設への EDF と

CGN による投資、英国政府と EDF による FIT CfD についての最終合意、投資者側と

DECC 大臣との合意内容の最終化を歓迎する 

 今回の英国・中国・フランスの 3 カ国協力はそれぞれの国に相互利益を生み出すことに

なる 

 EDF エナジー社が計画するサイズウェル C（EPR2 基）の新設への中国企業によるマイ

ノリティ出資を歓迎する 

 計画、環境、安全、及びその他の要件を満たす限り、EDF との協力のもとでの中国側主

導によるブラッドウェル B の新設を歓迎する 

 中国国産炉を英国において建設するためには、規制当局による GDA による認証を取得

する必要があり、2016 年中に GDA の申請が行われる予定である（GDA に関して、中

国企業側は GDA の経験がある企業 xviiと協力していくことになる）。 

 2014 年の覚書（MOU）188に基づく燃料サイクルに関する協力が進められており、燃料

サイクルのバックエンド分野での協力が強化されていくことに期待するとともに、燃

料サイクル分野における両国企業間の協力促進が両国政府関連機関によって進められ

 
xvii この合意当時、GDA を完了していたのは仏 AREVA 社の EPR のみ。その他、最終評価段階にある米ウ

ェスティングハウス社の AP1000、第 3 段階にある日立 GE ニュークリア・エナジー社の ABWR がそれぞ

れ GDA の受検中であった。 
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ることを歓迎する。 

 英国の国立原子力研究所（NNL）と中国核工業集団公司（CNNC）による原子力の共同

研究・イノベーションセンター（UK – China Joint Research and Innovation Centre、JRIC）
xviiiの設置・運営のために協力していくことに合意する。 

 
一方、EDF エナジー社も 2015 年 10 月に今回の HPC に関する中国側との合意についての

プレスリリース 189を公表しており、その主な内容は以下のとおりである。 
 

 英中両首脳立会いの下、EDF と CGN が HPC に関する戦略的投資合意書に署名した 

 HPC 建設のために EDF が 66.5%、CGN が 33.5%を出資するが、EDF は今後、他の投資

者も受け容れる意向 

 CGN は英国で新たに General Nuclear International （GNI）社を設立し、同社を通じて投

資 xixを実施する 

 戦略的投資合意書にはサイズウェル C とブラッドウェル B の新設におけるパートナー

シップも含まれるが、詳しい内容については HPC への最終投資決定（FID）後に確定さ

せる。サイズウェル C の建設には EDF が 80%、CGN が 20%、ブラッドウェル B につ

いては EDF が 33.5%、CGN が 66.5%を出資する予定である 

 ブラッドウェル B において中国国産炉の華龍 1 号機（HPR1000）を建設するため、EDF

と CGN は英国規制当局の一般設計評価（GDA）による認証取得に向けた協力を行う 

 英国政府と EDF との諸契約内容が今回、最終的に確定した 

イ）英中共同の研究・イノベーションセンター（JRIC）の設立 

上述のとおり、EDF エナジーによる英国新設プロジェクトに対する中国企業の資本参加

で合意した、企業間の戦略的投資合意書と並んで、英国政府と中国 CNEA 間で合意された

2015 年民生原子力分野における協力声明書で約束されていた、共同研究・イノベーション

センター（JRIC）は、その後 2016 年 11 月に開所された 190。JRIC の概要は以下のとおりで

ある。 
 
 JRIC の活動は、英 NNL と中国 CNNC がそれぞれの国の代表機関となって進める 
 双方の協力の下、重要な優先課題領域を定め、作業プログラムを早期に決定する。 
 知的所有権に関する基本的合意は政府の支援の下で既に確認されている。 
 
初期の作業プログラム案には以下を含むことが示されている。 

 
 先進的な製造技術の開発により、モジュール製造を迅速化し、コストを削減する 

 
xviii JRIC については 2015 年 9 月 21 日、英国ジョージ・オズボーン財務相が JRIC の設置・運営のため、5
年間で英中両国が総額 5,000 万ポンドを拠出すると発表している。なお、JRIC には両国の産学機関も参加

する。 
xix 投資先は HPC 及び SWC の建設・運転を実施する英 NNBG 社となる。 
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 他産業において実現されているバーチャルエンジニアリングのイノベ―ションを原子

力領域にも導入し、原子力産業界のマインドセットを変える。 
 

NNL と CNNC が連名で公表したプレゼンテーション資料 191によると、両者は、5 年間に

わたり、2,500 万ポンドのマッチングファンド（50%支援）を組成し、双方のサプライチェ

ーン、研究機関に対してアクセスできる何らかのプラットフォームを構築し、上に示したよ

うな研究領域において共同研究を進めるとの方向性が示されている。また、この共同研究の

成果によって、グローバル市場への進出を目指すこと、両国において人材スキルを高め、雇

用を創出すること等も謳われている 

2) ヒンクリーポイント C 建設プロジェクトの概要 

a. プロジェクト概要 

ヒンクリーポイント C（HPC）は、英国内で約 30 年ぶりの新設となる。建設地はサマセ

ット州で、既に立地しているヒンクリーポイント A 及びヒンクリーポイント B 発電所に近

接する。 
国産の原子炉メーカーを持たない英国では、Framatome（当時は Areva）の欧州加圧水型

原子炉（EPR）を採用する。建設予定は 2 基、出力は 1 基あたり 160 万 kW、合計 320 万 kW
となる。 

2012 年 11 月に GDA の設計認証書（DAC）と設計受容証明書（SoDA）が、2013 年 3 月

に原子力サイト許可（NSL）と英国政府による HPC の新設事業計画許可である開発合意令

（DCO）が発給された。規制当局である ONR が 2018 年 11 月に HPC サイトの基礎コンク

リート打設を承認し、同年末に開始された打設作業は完了し、2019 年 6 月以降、地上建屋

の建設が開始されている。 

b. サプライチェーン構造 

ここでは、ヒンクリーポイント C プロジェクトのサプライチェーン構造を示す。 
プラントオーナーかつ建設・運転の責任はフランス電力（EDF）の子会社である EDF エナ

ジーが担う。 
導入される原子炉は仏 Framatome（旧 Areva）が基本設計を行った EPR である。Framatome

は、原子炉のほか、燃料及び計装制御（I&C）設備一式も納入する。 
アーキテクトエンジニアは、EDF エナジーの親会社である EDF が担う。 
EPC は EDF エナジー社の子会社、NBB Gen Co が担う。 
圧力容器用の大型鍛造品は日本製鋼所（JSW）が鍛造品を提供し、Areva グループの鍛造

工場であるクルゾ・フォルジュで完成品とされる。このほか、安全上重要な機器である原子

炉容器、1 次系ポンプもフランス Areva 工場からの調達となる。 
土木はフランス大手土木建築の Buoygues TP と英国の建設会社 Laing O’Rourke の JV が担

う。蒸気タービンはフランスのアルストム・パワーシステムズ（2015 年に GE が買収）、熱

交換器は Rolls-Royce、換気空調は Doosan Babcock、補助建屋建設、ポンプ、弁の供給、配

管等の役務サービスは英国の大手エンジニアリング会社 Cavendish Nuclear と、フランスの
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エンジニアリング会社で、フランス国内の既設炉のエンジニアリング、機器供給、据付に経

験を有し、フランス国内で建設中のフラマンヴィル 3 号機プロジェクトにも参画している

Boccard の合弁である Cavendish- Boccard が担当する。 
このように、英国での約 30 年ぶりの新設プロジェクトのサプライチェーンの基軸は原子

炉を供給するフランスのサプライチェーンが大部分に関与する形となっている。例えば大

型鍛造品については、英国内にも歴史ある企業、Sheffield Forgemasters 社があるが、このプ

ロジェクトにおいては同社の大型鍛造品は採用されていない。 
 

 

図 3-24 ヒンクリーポイント C のサプライチェーン構造 

（出典）公開情報より三菱総合研究所作成 

c. EDF エナジーによる地域サプライチェーン支援 

HPC の建設地であるサマセット州・西サマセット州では、EDF エナジー、サマセット商

工会議所らが官民連携で地場企業を支援する取組みが行われている。EDF エナジーは、「建

設工事費用の約 64%を地場企業に発注」することをコミットしており、このメントに沿う

手厚い支援が提供されている。 
EDF エナジーとサマセット商工会議所が共同運営する「Hinkley Supply Chain」ポータル

サイトでは、ポータルサイトへの地場企業登録をサイト運営者が支援し、図 3-24に示した、

HPC プロジェクトの Tier-1 コントラクタから地場企業に対する発注予定情報を、役務領域

（Work Package）ごとに提供している。 
商工会議所（及び EDF エナジー）は、地場企業に対する技能審査による入札参加資格を

付与する機能も有するが、単に技能審査を行うだけでなく、入札参加資格を得られる「認定

サプライヤー」となるためのステップバイステップ入門マニュアル（Booklet）を作成・公開

してガイダンスを行っている。さらに、プロジェクトが求める技能と、地場企業が有する技

能との間のギャップを審査時に判定し、必要に応じて技能の向上を支援するサービスも行

っている。 
このほか、地場企業に対しては金銭面、法務面のアドバイザリサービスを提供する「プロ

フェッショナルサービスグループ」を設置して地場企業からの相談にも対応する。 



120 
 

Hinkley Supply Chain ポータルサイトは、EDF エナジー、Tier-1 サプライヤーにとっても

地場企業との契約を容易にするサイトとして機能していると、win-win の関係であることを

強調し、HPC の次の新設予定地であるサイズウェル C でも同様の取組みを実施する予定で

あると述べている。 
 

 

図 3-25 Hinkley Supply Chain ポータルサイト 

（出典）Hinkley Supply Chain ポータルサイト、2020 年 2 月 20 日アクセス、 
https://www.hinkleysupplychain.co.uk/work-packages/handling-ventilation/ 

 
2020 年 2 月現在、このポータルサイトで示されている発注情報（Work Package）には例

えば以下のような領域が含まれている。 
 

• 土木 
• 燃料等取扱・クレーン作業 
• 換気空調（原子炉建屋・BOP） 
• タービン周辺機器 
• 各種ポンプ、バルブ 
• NSSS（Framatome 供給）の周辺機器 
• EDG 
• シミュレータ 
• 消防 
• 電源機器 

 
これらのリスト内容からも読み取れるとおり、求められているのはあくまでも Tier-1 の

下請けとしての汎用的な機器・部材・役務の提供が中心とみられる。 

https://www.hinkleysupplychain.co.uk/work-packages/handling-ventilation/
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d. ヒンクリーポイント C プロジェクトが直面する課題 

ア）サプライチェーンマネジメントに対する検査 

英原子力規制局（ONR）192は 2018 年 3 月、ヒンクリーポイント C 原子力発電所（HPC）
のサプライチェーン・マネジメントに関して、仏原子力安全機関（ASN）と共同で実施した

規制検査結果を発表した 193。ONR は HPC を建設・運転する NNB Gen Co 社に対し、自己

評価の強化、品質管理の改善等の 5 つの規制問題（RI）を指摘した上で、RI の解決が、コ

ンクリート打設開始の条件であるとした。 
ONR は、HPC の主要機器供給者である仏クルゾ・フォルジュ社の製造文書の不備の問題

が 2016 年に発覚したことを重く見て、NNB GEN Co 社のサプライチェーン・マネジメント

にテーマを絞って、2017 年 10～11 月に検査を実施していた。 
ONR は、この検査の狙いについて、NNB Gen Co 社が HPC の建設や本格的な機器調達に

入る前に検査を実施し、サプライチェーン・マネジメントに関連する問題点を同社に指摘し、

これを解決させることで、同社が品質に問題のない機器を調達し、建設スケジュールを維持

できるようにするためとしている。 
ONR は、今回の検査の結果、以下の 5 つの点が規制基準以下のレベルにあるとして、NNB 

Gen Co 社に対し具体的な改善内容と実施期限等を含む詳細な改善計画の提出を求めた。 
 
 仏クルゾ・フォルジュ社の製造文書の問題から得られた教訓を NNB Gen Co 社が実務

に反映していることを示す資料が提出されなかった 
 仏クルゾ・フォルジュ社の問題を受けて ONR が 2017 年 2 月に開催した会合での指摘

を受けて、NNB Gen Co 社はサプライチェーン改善プログラムを作成した。しかし、実

施優先順位・期限やリソース配分を見ると、同プログラムは HPC 建設スケジュールと

整合が取れておらず、また改善活動の効果的な実施のためのガバナンス等も不十分で

あった 
 機器の受入検査計画・内部保証等、サプライチェーンに係る品質マネジメントシステム

（QMS）は相当の改善の余地が多い 
 効果的な QMS が確立されておらず、品質管理体制において誰がリーダーシップを取る

のかが明確にされていない 
 サプライチェーン・マネジメントにおける内部保証体制に改善すべき不備な部分があ

る 
 

ONR は NNB Gen Co に対し、サプライチェーン管理体制も含めた包括的なアセスメント

を実施した結果、2018 年 11 月に基礎コンクリート打設を承認した 194。 

イ）コストオーバーランの懸念 

EDF は 2019 年 9 月、HPC 建設に関して、土壌整備に想定以上のコストがかかったこと、

EPR の機能設計の実装に係る追加的なコストが発生したことを理由として、建設コストの

上振れを発表した。新たに試算された総コストは 215～225 億ポンド（2015 年価額）で、2017
年時点の試算額から 19～29 億ポンドの増加となっている。既に政府と合意済みのストライ

クプライスを前提として、2016 年時点では 9%と試算されていた内部収益率（IRR）は、7.6
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～7.8％に低下する見通しとなった。 
EPR の建設はフランス（1 基）に加え、中国（2 基）、フィンランド（1 基）で先行して

行われている。中国では 2018 年末に 1 基が商業運転を開始し、2 基目も既に送電網に併入

されて商業運転開始が近いが、フランス、フィンランドではそれぞれ当初計画に対し大幅に

建設が遅延している。 
例えばフランスのフラマンヴィル 3 号機は、当初の運転開始計画 2012 年から 10 年遅れ

の 2022 年末にようやく燃料装荷が可能となる状況であり、建設総コストは現状の試算額か

ら 15 億ユーロ上振れて 124 億ユーロ（2015 年価額）にのぼる見通しである。フランス政府

が 2019 年に実施した建設遅延とコストオーバーランの原因分析によれば、プロジェクトの

規模や複雑さ、最初の計画と見積の甘さ、不適切なプロジェクトマネジメント体制、規制対

応、新設が途絶えたことによる事業者の技能喪失等が指摘されている。英国においても新設

が途絶えていたことは同様であり、上述の規制当局の指摘にも照らせば、依然としてコスト

オーバーランの可能性は払しょくできた状況とは言えない。 

3.2.3 廃炉分野 

(1) 廃止措置の状況と施策 

英国では現在、30 基のガス炉（GCR）が廃止措置中であり、国の機関である NDA が現在

のところ一括して廃止措置事業に責任を有している。 
NDA は、即時解体戦略を採用しておらず、80～100 年かけて廃炉を完了させる戦略を策

定しており、これら 30 基は安全貯蔵状態に置かれている状況にある。即時解体を選択しな

いメリットは、放射能が減衰することにより安全面の確保がしやすいこと、廃止費用が割安

となること、その間に新たな廃止措置技術が開発されることも期待できること、積立金の運

用益を廃止措置費用に充当できること等が挙げられる。一方で、長期貯蔵によるデメリット

は、技術や経験が失われる可能性があること、資金や企業の存続について不確実性があるこ

と等がある。 
廃止措置は、長く新設が途絶え、自国の原子炉メーカーを持たない英国にとっては、海外

市場にその知見・技術をアピールできる領域のひとつと位置付けられており、2013 年の原

子力産業戦略の中においても、これまでの英国原子力産業界の知見と経験に照らして、廃止

措置やクリーンアップ・除染、専門的なサポート＆サービス等を海外に展開していく努力を

傾けていくことが謳われている。 

(2) 廃炉分野を統括する NDA の状況と課題 

1) NDA 主導による PBO-SLC 廃止措置体制 

英国では 2004 年、英国核燃料会社（BNFL）と英国原子力公社（UKAEA）の原子力債務

を管理するために、原子力廃止措置機関（NDA）が設立された。 
当時、BNFL が主導していた GCR の廃止措置コストが高騰して巨額の赤字を計上、GCR

の廃止措置も含め、政府管轄下のサイトのクリーンアップまでに約 12 兆円の費用が必要と

試算された。政府は、GCR 以外の、原子燃料サイクル施設、及び初期の原子力研究開発施
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設の廃止措置も実施する必要があることを認識し、こうした長期（100 年以上）にわたるク

リーンアップ作業に責任を果たす機関が必要と判断した。また、廃止措置の知見・技術を一

カ所に集中させる必要があるとの判断の下に、NDA が一括して廃止措置を担う体制が構築

された。 
NDA のミッションは、指定された原子力施設の運転、指定された原子力施設の廃止とク

リーンアップ、危険物の処理、貯蔵、輸送、処分及びそれに係る施設の運用、NDA に帰属

する指定された設置物の廃止である。 
英国の廃止措置は GCR に対して実施されているが、NDA を中心とした体制は、民間企業

の参入を前提とし、効率的な廃止措置実施の際には民間企業に利益がもたらされるという

市場原理に立脚した、独特のものである。 
NDA は競争入札によって選定された民間企業との間で、サイト許可会社（SLC）の親会

社（PBO）となる契約を締結し、PBO は NDA との契約のもと、親会社として、SLC に上級

管理職を派遣し、SLC の事業計画の策定やリスク管理等、SLC が実施する事業の管理全般

を担う業務管理を行う。また、NDA は SLC との間でサイトの管理・操業契約を締結し、SLC
が実施する事業内容、予算上限、スケジュール等の業務スコープを定める。 

NDA による廃止措置・クリーンアップの将来費用は、政府支出及び燃料サービス（再処

理）事業による収入によって賄われる。 
 
体制図イメージは図 3-26 のとおりである。 

 

図 3-26 英国 NDA による廃止措置体制 

（出典）公開資料より三菱総合研究所作成 

 

2) PBO-SLC 体制のほころび 

しかし、こうした官民協力による廃止措置事業にも一部ほころびが出始めている。 
政府は、PBO-SLC 体制が取られていたセラフィールド・サイト及びマグノックス社サイ

トにおいて、NDA が直接 SLC の株式を保有し、子会社として廃止措置実施を監督する方針

に転換した。これにより、セラフィールド・サイトの PLC であるセラフィールド社の所有

権は、同社 PBO であった原子力管理パートナーズ（NMP）社から NDA に 2016 年 4 月に移
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転された。またマグノックス社の所有権は、PBO であった Cavendish-Fluor Partnership（CFP）
から NDA に 2019 年 9 月に移転された。現在 NDA は GCR10 サイト 22 基のほか、セラフィ

ールドサイト等を直接所有し、それぞれの廃止措置に取組んでいる。その経緯は以下のとお

りである。 
CFP は、英 Babcock International 社の子会社である Cavendish Nuclear 社と米 Fluor 社の共

同出資会社である。同社は競争入札によって、マグノックス原子力発電所と研究炉の廃止措

置を実施している SLC であるマグノックス社の PBO に 2014 年 4 月に選定された。 
しかしその後サイトの実態を踏まえた作業の詳細化が開始されたところ、入札時点で NDA
から提供されたサイトの情報に基づいて CFP が当初 38 億ポンドと見積もっていた解体コ

ストが 60 億ポンドにのぼることが明らかになった。 
コスト上昇の原因は、発生する廃棄物量が入札時点での想定よりも増加する見通しとな

ったこと等であるが、当初の契約を大幅に変更することに伴う法的リスクを考慮し、NDA
は 2017 年 3 月、当初 14 年間とされていた契約を、2019 年 8 月末で終了することを決定し

た。 
NDA には、新たな PBO を選定するか、あるいはマグノックス社を NDA の直接子会社と

するか両方のオプションがあったが、NDA は 2018 年 7 月、PBO に一括してマネジメント

契約を委託するのではなく、マネジメントは NDA 自らが行い、民間企業には個別業務を委

託する方針を選択した。 
英国独自の PBO-SLC 体制による廃止措置方式は、想定されたコストを下回って廃止措置

を実施して利益が発生した場合、これを配当によって PBO に還元するというインセンティ

ブを働かせることで、廃止措置をコスト効率的に実施することを企図したものである。しか

し、廃止措置サイトはその実態把握に多くの不確実性が伴い、プロジェクト開始前の、想定

コストの試算も容易ではない。コストが見通せない以上、廃止措置責任を担う当事者が負う

リスクは必然的に大きくなり、このことがNDAが敷く体制の難しさを露呈させたといえる。 
廃止措置においては想定外のサイトの実態が廃止措置作業の途中段階で明らかになるよ

うな状況は避けがたいものがあり、こうした実態に即した高度な専門的判断と、適時の計画

のローリングが欠かせないことは教訓といえる。 
 

3) NDA のサプライチェーン戦略 

NDA は一方、サプライチェーンやその支援組織、事業者団体からの代表者を交えて、サ

プライチェーン開発戦略の策定を行ってきた。その最終文書が 2009 年 5 月に発行されてい

る。その主な内容は以下のとおりである。 
 

目的：NDA によるサプライチェーンの最適な利用により、安全かつ適正な価格で、費用対

効果のある革新的な廃止措置・クリーンアップ事業の市場を実現させることを目的とする。 
 

4 つの原則：同戦略において NDA は、サプライチェーン構築のために、NDA 自身やその子

会社、納入業者による活動の土台となる原則を明確化している。NDA は以下の 4 つの原則

を掲げ、各原則のもとで具体的な実施内容を示している。この時立案された戦略は、セラフ

ィールドサイトのサプライチェーン戦略に引き継がれている 195。 
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①すべてのレベルにおいて、透明で開かれた、また時宜を得た一貫したコミュニケーション 
②サプライチェーンに関するプロセスの最適化 
③サプライチェーンにおける関係者の関わり合いの最適化 
④未顧客の原子力事業者や他の産業界との相乗効果の模索 

(3) 廃炉分野におけるサプライチェーンの状況 

1) サプライチェーンの主要プレイヤー 

a. Amec Foster Wheeler 

Amec Foster Wheeler は John Wood Group を親会社とする総合エンジニアリング会社であ

る。廃止措置領域においては、廃止措置計画立案、プログラムマネジメント、許認可取得支

援等に実績を有し、廃止措置の準備段階から、放射線計測、許認可取得支援等のサービスを

展開できる。 
ドーンレイ原子力発電所での廃止措置において、Orano、EDF-Cyclife 等の企業と提携し

Dounreay Wood Alliance を作り、廃止措置を実施している。また、日本の原子力損害賠償・

廃炉等支援機構に対して、福島第一原子力発電所の放射性廃棄物の長期管理戦略立案を支

援した実績を有する。 

英セラフィールドサイトの管理を受託しているほか、リトアニアのイグナリナ原子力発

電所の廃止措置にも関与する。なお John WoodGroup は 2019 年 8 月、エンジニアリング大

手の Jacobs に対して 2.5 億ポンドで原子力事業を売却することで合意している 196。 

b. Cavendish Nuclear 

Cavendish Nuclear は Babcock International Group を親会社とする Cavendish 社の原子力事業

部門である。廃止措置に関しては、英国の 37 のサイトのうち 13 サイトに関与してきた実

績を持つ。 
同社は廃止措置において、特にプログラムマネジメントの実績を多数有し、廃棄物管理、

サイト回復戦略、コスト評価、最適な技術選定、コンセプトデザイン、オンサイトでの実

施、ナレッジマネジメントを統合させた廃止措置計画の策定や放射線計測に強みを持つ。

サービス可能領域は、除染（事前の計測を含む）、解体、廃棄物輸送・管理、環境回復ま

で幅広い。 
日本との関係では、日立 GE と福島第一原子力発電所の燃料デブリ取り出しプログラムで

協力関係がある。 
英国での廃止措置プロジェクト関与実績として、商用炉の廃止措置のほか、ハーウェル原

子力研究所、ウィンフリス原子力研究所の解体への関与のほか、ドーンレイサイトでは、

Dounreay Site Restoration Limited という子会社を Cavendish Dounreay Partnership（Jacobs 
Engineering Group、AECOM が含まれる）が持ち、除染と解体を実施している。セラフィ

ールドサイトでは前述のとおり Flour との間でパートナーシップを組んで廃止措置を実施

してきたが、2019 年に NDA へ事業を移管している。 
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c. James Fisher and Sons 

James Fisher and Sons はカンブリア州に本拠地を有する、海洋、石油・ガス、原子力、エ

ネルギー、防衛等の複数セクターをカバーする老舗総合エンジニアリング会社である。子会

社の James Fisher Nuclear（JFN）が、英国において研究炉、商用炉の複数の廃止措置（マグ

ノックス、セラフィールド等）に、Tier2（二次下請け）レベルで関与している。特に、遠隔

減容装置、遠隔操作型無人潜水機（ROV）、マニピュレータ等の技術を有する。 

マグノックス SGHWR での廃止措置プロジェクト管理、セラフィールド WAGR での廃止

措置設備供給の実績を有するほか、ドーンレイサイトでは、WYG Engineering、Shepley 

Engineers Ltd、REACT Engineering らと Nuclear Decommissioning Ltd を設立して廃止措置を

実施している。 

日本との関係では、ROV 技術が福島第一原子力発電所のデブリ取出内部調査プロジェク

トで MHI の下請けとして採択されている 197。 

 

d. NUVIA(Vinci) 

Nuvia は、建設、運転、メンテナンス及び廃止措置事業において EPC 事業を手がける国際

企業 Vinci Construciton の子会社である。廃止措置においては、廃止措置戦略や予算の策定、

廃止措置計画の実施、廃止措置作業員の教育訓練、廃止措置作業の現場進行、廃棄物管理等

を事業領域とする。放射線防護や線量測定を強みとしている。 

(4) BECBC クラスター施策 

1) 英国エネルギーコースト（BEC）の概要 

英国エネルギーコースト（BEC：Britain's Energy Coast）は、2009 年に設置された西カンブ

リア（アラデール市とコープランド市）地域の経済発展を促進させるための経済開発組織で

ある。立ち上げには、英国の原子力関連施設の廃止措置を担う NDA のほか、セラフィール

ド社等が関わった。 
BEC は現在、地元自治体と原子力事業者及び地域経済の有力者を含めた官民パートナー

シップへと発展した 198。特に、英国原子力産業界における西カンブリアのプレゼンスの強

化と、再生可能エネルギー、バイオマス、風力、太陽光等、低炭素及びクリーン技術分野に

おける展開を支援しており、ベンチャー企業や原子力サプライチェーンの既存企業等と密

接に協力しつつ、あらゆるエネルギー分野におけるイノベーティブな製品とサービスの提

供に尽力している。 
BEC は、国内外のさまざまなパートナーとも協力実績があり、設立にかかわった NDA、

セラフィールド社はもちろん、NNL、James Fisher Nuclear のほか、海外のパートナーの参加

もある。 
BEC は、50％を NDA が、残り 50％をアラデール市議会、コープランド市議会、カンブリ

ア州議会が所有している 199。活動資金の一部はこれら所有者が拠出するほか、地域内及び

国内の幅広い組織とも協力して活動を展開している。 
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BEC の理事会は、官民両セクターの代表者を含み、BEC の所有者である 3 社の代表者、

関連する 3 つの地元議会（カンブリア州、アラデール市、コープランド市）の代表者、及

び地域の個別メンバーから構成される 200。 
BEC は、英国政府による気候変動やエネルギー安全保障等の喫緊の課題への対応を支援

しつつ、西カンブリアの地域社会に直接に利益をもたらす、新たな富、投資及び雇用を促進

するため、ダイナミックで革新的かつ起業精神にあふれた環境の創出を目指して活動して

いる 201。 
近年の主な活動内容は、1)「低炭素」及び「クリーン技術」の支援、2)地域のビジネス支

援、3)スキル開発と教育の 3 つを柱としている。BEC の活動の中心の 1 つは、「低炭素」及

び「クリーン技術」の支援であり、これらに関連した地域経済の発展のための戦略の策定（及

び関連調査の実施）とプロジェクトも積極的に実施している 202。 

2) BEC ビジネスクラスター（BECBC） 

a. BECBC の概要 

BECは、地域のビジネス支援の柱となる機関として、BECビジネス・クラスター（BECBC）
を設置している。BECBC は主に地域の企業に対して、主にネットワーキング、情報・意見

交換等のための機会を提供する。 
BEC は会員会費、スポンサーシップ及びイベントの参加費による収益を通じた独立採算

制組織である。現在約 300 社の会員を有している。業種別には工学・建設・科学系企業が

140 社弱、専門サービス企業が 160 社強のほか教育機関、地方自治体、公益法人等も参加す

る。大部分が国内企業であるが、海外企業も 20 社余りが参加する 203。 
BECBC では、1）ビジネスサポート、2）建設、製造及び原子力発電所新設、3)原子力廃

止措置及び放射性廃棄物（貯蔵を含む）、4)再生可能エネルギー、5)社会経済の 5 つの部門

を設置している。 
BECBC のメンバーは、関心や組織の関係等に鑑み、複数の部門に参加することができる

204。この部門グループは、業界内の他企業と知り合い、最新のトレンドや機会の発掘、将来

的なパートナー/顧客/サプライヤー候補企業と情報や知識を共有するためのフォーラムを

提供している。 
表 3-23 に、建設、製造及び原子力発電所新設、原子力廃止措置及び放射性廃棄物（貯蔵

を含む）の 2 つの部門グループの概要を記す。 
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表 3-23 BECBC の原子力関連部門グループの概要 

（出典）BECBC ウェブサイト 205より三菱総合研究所作成 

b. BECBC の原子力部門 

BECBC によれば、セラフィールド地域の商品・サービス消費の総費用は 12 億ポンドに

のぼり、そのうち 50%がカンブリア州で消費されている。また、セラフィールド関連事業は

サイトに最も近い地域であるコープランド地域の総付加価値の 60%以上を占め、約 12,000
人の直接雇用のうち 86%がカンブリア州の住民である。また間接雇用も含めれば、合計

24,000 人のカンブリア州の住民がセラフィールド及びそのサプライチェーンに雇用されて

いる。セラフィールドサイトは地域経済の柱であり、セラフィールドサイトの事業に対して

適時に適切な人材を提供することは BECBC にとって重要な使命といえる。 
BEC は人材育成の目的で、建設スキル・センターを設置し、原子炉建設事業に必要な技

能研修を実施している。同センターは、BEC の経済活性化及びスキル開発戦略の一環を成

すものである。 
建設スキルセンターには、BECのオーナーグループが 400万ポンドを出資しているほか、

NDA が出資して運営されている BEC キャンパスが 200 万ポンドを提供、レイクス・カレッ

ジが設備や施設を提供する形で、100 万ポンド相当の現物出資を行っている。 
建設スキルセンターの設立目的は、セラフィールドサイトの 12,000 人の熟練労働者が退

職あるいは転職した場合の後任・補充者となる若い専門労働者を訓練すること、及び地域の

若者が、既存あるいは新規の職に確実に就業できるようにすること。また、それに通じて、

地域内外の原子力発電所の新設及び成長途上の再生可能エネルギー・セクターを支援する

ことである。また、今後数年にわたる当該地域における広範なインフラ開発の実現に役立つ

スキルと専門知識を維持することである。 
建設スキルセンターは、最大 600 名の学生を受け入れられる最先端の教室や実習室を備

えており、学生は、電気設備、配管工事、れんが積み、大工仕事と建具技術、塗装・装飾、

分野 内容 

建設、製造及び原子

力発電所新設 
 新設事業及びインフラ工事のサプライチェーンに従事するメンバー

企業を集めることに成功している。 
 大手建設会社から、小規模のサプライヤー及び契約業者まで、さま

ざまな企業が参加している。 
 プロジェクトの最新の進捗状況の共有、新たな関係構築と協同作業

の可能性の特定、調達に対するフィードバックやその他知識の共有

等が機能している。 

原子力廃止及び放射

性廃棄物 (貯蔵を含

む) 

 原子力廃止措置、放射性廃棄物の管理及び貯蔵に関わるすべての面

で活動しており、商業的地位の向上、ビジネス機会の拡大、廃止措

置及び放射性廃棄物の管理における西カンブリア企業の能力向上と

いうビジョンを掲げている。 
 カンブリア州外で同時期に進行しているプロジェクトとも積極的に

繋がりを広げている。 
 カンブリア州の専門知識とサプライヤーのプレゼンスを国内外に示

すため、50 社以上のメンバー企業は、関連情報の共有とグループ内

でのパートナーシップや提携構築を推奨されている。 
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高性能な新種の溶接・組立、機械工作作業等の実践的なスキルを学ぶことができる。同時に、

同センターは、太陽光発電や太陽熱温水システムといった再生可能エネルギー技術に関す

る教科やスキルも提供する 206。 

(5) 廃炉分野における海外展開への意欲 

1970 年～80 年代にかけて世界で建設・運転されてきた原子炉は今後、徐々に廃炉の時期

を迎えるため、廃止措置の世界市場規模の拡大が見込まれる。特に英国は廃止措置及び関連

活動の経験を豊富に有していると自認しており、廃止措置は原子力領域の中でも英国政府

が海外展開に期待を寄せる領域である。 
2013 年、英国政府の海外貿易促進部門である DIT（国際貿易省）は、英国原子力産業協会

（NIA）、Britain’s Energy Coast（英国エネルギーコースト）及び NDA の協力を得て、除染、

廃止措置及び解体、廃棄物の管理・搬送・処分、放射線の評価及び防護ならびに環境回復と

いった幅広い分野における高い能力と専門知識を有する英国企業 60 社以上を収録した企業

目録を発刊した 207。同目録は、世界各地の英国大使館や在外公館に配布され、さまざまな

国際会議や貿易促進ミッションの場において英国の専門技術のアピールに活用されている。 
さらに最近では、政府の原子力セクター・ディールの一環として、DIT が国際輸出戦略の

策定を目指して産業界との連携を進めており、輸出市場の見直しを行うほか、海外市場の需

要に合わせるための英国の能力評価を進めている 208。既に 8 つの市場が廃止措置技術の潜

在的輸出機会があると分析されており、これらは中欧、フランス、ドイツ、スウェーデン、

日本、韓国、台湾、ウクライナ、米国である。英国は、顧客ニーズに照準を合わせたオファ

ーを提示すべく、民間企業及び海外パートナーとの連携を強化するアプローチを採用して

いる。 
英国は特に、国際協力の好例として日英の協力関係に注目している。両国は、日本初の原

子炉となる GCR が東海発電所に建設された 1960 年代以降、原子力分野の長期的協力関係

を維持しており、NDA は長年、日本の原子力団体と対話を続けている。 
NDA は、福島第一原子力発電所の廃止措置にも関与し、福島の現地で英国の技術企業が

事業を展開している。 
また、今後は日本原子力研究開発機構（JAEA）のナトリウム冷却高速炉である「もんじ

ゅ」の廃止措置に関するライフタイム・プランの策定及び「もんじゅ」から取り出したナト

リウム冷却液の処理に関する実行可能性調査に対して技術的支援を提供したい意向である
209。 
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3.2.4 SMR を含む次世代炉・革新炉の開発動向とそのサプライチェーン構築状況 

(1) 次世代炉開発戦略 

1) SMR 開発支援から AMR 開発支援へ 

a. SMR 開発支援の開始 

英国政府が小型モジュール炉（SMR）開発について最初に詳細に言及したのは、2013 年

の原子力産業戦略であった。同文書で政府は、SMR は従来の原子炉に比べて建設期間を短

縮でき、発電コストを下げ、また英国産業界に新たなビジネスチャンスをもたらすなどの便

益が潜在的にあることを指摘していた。 
2014 年に、英政府からの要請に応じて国立原子力研究所（NNL）が産学と協力して、今

後約 10 年程度の期間における SMR の国内導入及びその先の SMR 関連産業の事業化につい

てのフィージビリティ調査を実施した。その調査報告書では、SMR の世界市場規模は設備

容量では 6,500～8,500 万 kW（うち英国内は 700 万 kW）、経済価値では 2,500～4,000 億ポ

ンド相当と見込まれ、SMR を開発しているベンダーとパートナーシップを組めば英国も将

来 SMR 市場をリードする立場になりうるとされた。 
また、同報告書では SMR の国内導入に向けた提携先として、SMR を開発中の中国核工業

集団公司（CNNC）、米 Babcock&Wilcock（B&W）社らのジョイント・ベンチャーであるジ

ェネレーション mPower（GmP）社、ウェスティングハウス社、NuScale Power 社の 4 社が有

望とされた。 
英政府はその後 2015 年 11 月 25 日に公表した今後 5 年間の歳出計画レビューにおいて、

原子力研究開発のために少なくとも 2 億 5,000 万ポンドを支出する意向であることを明ら

かにした。この研究開発予算には、SMR の開発支援費用が含まれており、国の予算を充当

して開発する SMR の炉型は競争プロセスにより選定する予定で 2016 年にその詳細内容を

公表するとした。 
政府はまた、炉型が選定された後は、ONR 等の規制機関による GDA に約 4 年、GDA 終

了後、建設に向けた原子力サイト許可審査に約 2 年を要するとの見立てを示した。 
政府は、今後 10 年程度で英国独自の SMR を開発していくことは困難だとの見方を示し

ているが、長期的には英国製 SMR の開発及びその SMR の国内での建設、さらには海外輸

出といったビジネスチャンスも視野に入れた検討をしている。SMR 開発については議会も

政府の支援なしではリスクが大きく、事業者が独自で開発できないことを認識している。 

b. SMR 開発事業者選定プロセス（第 1 段階） 

2016 年 3 月に英国エネルギー・気候変動省（DECC）は、英国における建設実現に向けて

英国政府予算によって SMR を開発する事業者の選定プロセスの第 1 段階を開始したことを

公表した 210。第 1 段階では、DECC はまず関連情報の収集・討議を行うための参加者を公

募し、公募で選定した者からの情報収集・討議を実施するが、参加希望者は関心表明（EOI）
を DECC に提出しなければならない。DECC は技術開発事業者、電力会社、投資家等に広く

EOI の提出を呼びかけた。 
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DECC は、第 1 段階において、SMR の各炉型についての詳細な情報を取得するとともに、

英国にとっての潜在的ビジネスチャンスの有無を確認し、これまでに SMR ベンダーが投資

を惹きつけ商業化への道筋を描くために実施してきた開発の状況についても理解を深め、

英国での SMR開発のための政府支援の必要性と産業界が望む支援内容について把握したい

とその目的を説明した。 
また DECC は第 1 段階の実施と並行して、SMR 建設に向けた政策枠組や、適性を有する

立地サイトを選定するための詳細なプロセス等を含む SMR ロードマップを作成し、第 1 段

階が 2016 年秋頃に終了した後に、第 2 段階以降の実施内容とともにロードマップも公表す

ると述べた。 

c. SMR 開発支援の遅延 

2016 年 3 月に募集が開始された SMR 開発事業者選定プロセス第 1 段階の結果は 2017 年

に入っても公表されない状況が続いた。当初の予定では、英政府は 2016 年秋には第 1 段階

を完了し、第 2 段階以降の実施内容とともに、1 つ以上の炉型の SMR を開発していく枠組

みやステップ等を示したロードマップも示す予定であったが、2017 年に入っても第 1 段階

は完了しておらず、その完了時期は秋頃になるとの見通しが政府から示されていた。 
こうした中で 2017 年 9 月、ロールス・ロイス社は、SMR の開発に関する調査報告書「英

国 SMR：国家的事業」を公表し、英政府による SMR 開発支援の加速化を要請した 211。 
同報告書では、SMR 開発に対して自社がもし英政府の支援を受けられれば、SMR の発電

コストを 60 ポンド／MWh 程度に抑えることが可能と主張した。 
ロールス・ロイス社は、先行する国外の SMR 開発事業者とは協力せず、現在独自の SMR

設計概念を開発中である。同社は、SMR 開発は次世代炉の設計・製造・運転を英国企業が

実施できる、英国原子力産業にとって千載一遇の機会であり、開発により国内では 4 万人の

技能職の雇用が創出され、1,000 億ポンドの経済効果が見込まれ、さらには 4,000 億ポンド

規模とされる海外市場に進出できる機会も得られるとして、政府による選定プロセスの進

捗を加速させることを強く求めた。 
しかし、英国政府による SMR 開発支援をめぐる環境は、第 1 段階公募以降、不安定化し

ていた。EU 離脱後の経済悪化による電力需要低迷の可能性、再生可能エネルギー発電コス

トが低下し、価格競争力のある低炭素発電容量が増加する可能性が出てきたことに加え、

2020 年代後半に運転開始予定のベースロード電源であるヒンクリーポイント C、サイズウ

ェル C、ウィルヴァの各原子力発電所への政府支援及び支援によって生じるであろう巨額の

需要者負担が英国会計検査院（NAO）や再生可能エネルギー推進団体等から批判を浴びて

きた。納税者負担によって、SMR という新たな原子力開発を支援していくことに理解を得

る必要があること等のさまざまな要素が絡んでいたことは想像に難くない。 
一方、以前から英国で SMR 事業を展開していく意向を示している米国 NuScale Power 社

も 2017 年 9 月に、英国産業界とのパートナーシップによる SMR 建設実現に向けた「英国

SMR 行動計画」を公表している。同社はこの行動計画において、2020 年代に SMR 開発を

実現し、既存発電所の閉鎖や老朽化による電力供給課題の解決、英国経済への貢献、さらに

は海外市場での米英パートナーシップによる主導権確保のために貢献していきたいと意欲

を示しており、そのためにも英国政府の支援が必要であると主張していた。 
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d. AMR 支援への方向転換 

英国政府は 2017 年 12 月に入り、政府予算による SMR 開発に向けて 2016 年 3 月に開始

した SMR 開発事業者の選定プロセスの第 1 段階を 2017 年 10 月に完了したこと、また 同
プロセスは終了し、新たな支援プログラムを実施していくことを発表した 212。 
英政府は SMR を含めた先進モジュール炉（AMR）の開発支援プログラムとして、今後 3

年間で合計 4,400 万ポンドの予算を確保したと説明した 213。 
政府は、今回の支援対象を先進原子力技術分野とし、プログラムの対象スコープを第 4 世

代炉に限定した。政府は、SMR 開発事業者選定プロセスで収集した情報をもとに対象スコ

ープを決定したと考えられるが、そのプロセスで政府は CNNC、英 EDF エナジー社、米 GE
日立ニュークリア・エナジー社、米 NuScale Power 社、英ロールス・ロイス社、加テレスト

リアル・エナジー社、米ウェスティングハウス社等 33 の事業者・機関と情報交換や協議を

実施したとしている。 
政府は、AMR 新設の許認可プロセス、及び同プロセスに入る前に、事業者が規制機関と

早期に事前協議を行うためには、規制機関のリソース・能力の向上が必要だとして、そのた

めの資金 700 万ポンドを規制機関に提供する方針も示した。 
さらに政府は、AMR 新設に向けた投資環境整備のために、小型炉ファイナンス専門家ワ

ーキング・グループ（EFWG）を設置し、同グループに投資障壁の特定や投資実現のための

戦略策定をさせた（勧告内容は 2)b に詳述）。 
新たに設定された開発支援プログラムは 2 段階で構成され、第 1 段階では予算 400 万ポ

ンドで、原子炉ベンダー8 社程度を支援、第 2 段階に進んだ 3、4 社を対象に予算 4,000 万ポ

ンドで開発を支援する方針である。この発表と同日の 12 月 7 日から、AMR 開発支援プロ

グラムの第 1 段階を実施する事業者の選定プロセスが開始された。 

2) 政府支援の状況 

a. AMR 開発支援 

前述のとおり、英国政府は産業界から押される形で 2017 年 12 月、今後 3 年間で合計 4,400
万ポンドの予算で、SMR を含む第 4 世代の先進モジュール炉（AMR）の開発を支援する方

針を示した。支援プログラムは 2 段階で構成され、第 1 段階では予算 400 万ポンドで原子

炉ベンダー8 社を支援、第 2 段階に進んだ 3、4 社を対象に予算 4,000 万ポンドで開発を支

援する。第 1 段階で選定された事業者は以下の 8 社である。これらの内容は、2018 年 6 月

に公表された原子力セクター・ディールの中でも紹介された。 
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表 3-24 英国の AMR 開発支援対象となった 8 社 

選定企業 次世代炉技術 

◆低コスト発電領域 

アドバンスト・リアクター・コン

セプツ 

ARC-100、100MWe、ナトリウム冷却高速炉（SFR）、

濃縮ウラン金属合金燃料 

ウェスティングハウス UK 鉛冷却高速炉、初号機（FOAK）は 300MWe、その後

の後続機（NOAK）は 450MWe、二酸化ウラン濃縮又

は MOX 燃料 

リードコールド 鉛冷却高速炉、SEALERUK（英国向け小型・経済的・

機動的冷却高速炉）、鉛冷却高速炉（SFR）、55MWe、

窒化ウラン燃料。 

◆フレキシビリティ領域 

モルテックス・エナジー 溶融塩炉、英国向けピン型溶融塩炉（Stable Salt 

Reactor）、1～3GWe の溶融塩炉（MSR）、燃料は NaCl

ベース、冷却材は ZrF ベース。モルテックスは、2028

年にカナダで実証プラント建設を目指す。 

◆新付加価値（熱供給等）領域 

DBD（DBD Limited） 中国設計の高温ガス炉（HTR）、100MWe、二酸化ウ

ラン核、黒鉛ペブルの TRISO 燃料、冷却材はヘリウ

ム、減速材は黒鉛。 

ウルトラ・セーフ・ニュークリア 高温「マイクロモジュール炉」（HTR）、24MWe、

二酸化ウラン核、SiC マトリックス（FCM ペレット）

の TRISO 燃料、冷却材はヘリウム、減速材は黒鉛。 

トカマクエナジー 球状トカマク、融合炉（FR）、燃料は重水素とリチ

ウム、冷却材はリチウム。 

ウレンコ・U-バッテリー 高温ガス炉（HTR）、4MWe、二酸化ウラン核、TRISO

燃料、プリズム状、一次冷却材はヘリウム、二次冷却

材は窒素、減速材は黒鉛。ウレンコは、プロセス熱応

用を主要目的として 2024 年に実証プラントを実現

することを目指している。 
（出典）NIRO, UK progress in enabling SMRs and Advanced Nuclear Technology, 9th July 2019, 2020 年 2 月 20

日アクセス、https://nucleus.iaea.org/sites/htgr-kb/twg-smr/Documents/TWG-
2_2019/D10_A%20UK%20framcework%20for%20Advance%20Nuclear%20Technologies%20IAEA%20T
WG-SMR%20draft.pdf 

 
これらの企業は、表 3-24 に示すとおり、低コスト発電の実現、フレキシビリティの確保、

熱供給等を含む新たな付加価値の提供という観点から選定されているが、ウェスティング

https://nucleus.iaea.org/sites/htgr-kb/twg-smr/Documents/TWG-2_2019/D10_A%20UK%20framcework%20for%20Advance%20Nuclear%20Technologies%20IAEA%20TWG-SMR%20draft.pdf
https://nucleus.iaea.org/sites/htgr-kb/twg-smr/Documents/TWG-2_2019/D10_A%20UK%20framcework%20for%20Advance%20Nuclear%20Technologies%20IAEA%20TWG-SMR%20draft.pdf
https://nucleus.iaea.org/sites/htgr-kb/twg-smr/Documents/TWG-2_2019/D10_A%20UK%20framcework%20for%20Advance%20Nuclear%20Technologies%20IAEA%20TWG-SMR%20draft.pdf
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ハウス社を除けばほとんどがスタートアップ企業である。また、選定された企業の技術の出

自もまちまちで、リードコールド社の Sealer はスウェーデン、ウルトラセーフ・ニュークリ

ア社のマイクロリアクターは多国籍企業、DBD 社の高温ガス炉は中国で設計されたもので

ある。 

b. ファイナンス環境の整備勧告 

英国政府が 2017 年 12 月に先進原子炉開発支援を行う方針を発表したことを受けて 2018
年 1 月に、小型炉開発に対する民間投資を活性化するための施策を政府に提言する目的で

小型炉ファイナンス専門家ワーキング・グループ（EFWG）が設置された。 
EFWG は原子力を含むエネルギー、インフラ関連プロジェクトに携わった経験を持つ、財

務分野の専門家で構成されており、資金調達や小型炉開発のビジネスモデルについて、事業

者の見解も聴取した上で、2018 年 8 月、以下の 7 つの提言を政府に示した 214。 
 
1. 政府は、開発する技術の範囲を狭めることなく、明確な政策と市場の枠組みを整備する

ことで小型炉開発を促進するべきである 
2. 政府は、エネルギー、原子力、ファイナンス分野のステークホルダーと共同し、小型炉

開発に関するリスクについての共通理解を図るべきである。これによって、その他の低

炭素電源と競争条件を平等にする上で障壁となっていたリスクに対する懸念が取り除

かれる 
3. 政府は 2030 年までに商業利用が可能な小型炉の初号機を市場に投入できるよう、知財

権と引き換えに補助金を提供することにリソースを集中するべきである 
4. 政府は、バランスオブプラント等に必要な機器を供給し、市場におけるコストを下げる

ための先進的なサプライチェーンを構築するべきである 
5. 政府は原子力規制局（ONR）及び環境規制機関（EA）と共同し、規制手続きを見直し、

一般設計評価（GDA）を通じた効率的かつ柔軟なアプローチを構築するべきである 
6. 政府は小型炉の初号機の建設が可能なサイトについて、既に許認可が取得されている

原子力サイトを建設サイトに採用することで、小型炉開発の事業者のリスクを減じる

べきである 
7. 政府は 2030 年までに商業利用が可能な小型炉の初号機を市場に投入できるように、以

下のような資本コストの削減及びリスクシェアを行うべきである 
 政府も出資するインフラ基金の新設、政府の直接出資、事業者に対する政府保証の

付与 
 固定価格買取差額決済契約（FIT CfD）や規制資産ベースの資金調達支援等を通じ

た、事業者への資金調達支援 
 

EFWG は、小型炉に対する民間事業者の投資を促進し、初号機を市場投入するために政府

の支援が必要であると指摘している。一方で EFWG は、2 号機以降の建設は、既存炉と同様

に、市場に任せるとしており、最初のハードルをクリアすることがいかに重要であると

EFWG が認識しているかがうかがえる。 
EFWG は、英国内における小型炉市場の創出だけでなく、気候変動対策や、国連の持続可

能な開発目標（SDGs）達成のためにも、小型炉開発を政府が支援するべきであると指摘し
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ている。PWR や BWR といった既存炉に関しては、自前の技術を持たないだけに、発展途

上の小型炉市場開拓に官民挙げて注力し、国際市場におけるプレゼンスを取り戻したいと

いう意思が明確に表れた形である。 

c. SMR サプライチェーン開発支援 

英国政府は、EFWG の提言も踏まえ、炉型候補を現段階で絞り込んで支援を進める方向性

に対してさらに微修正を行い、SMR に対しても、特にサプライチェーン基盤を充実させる

ことを目的とした支援を継続する意向を見せた。この動きが、2019 年 7 月の、英国ビジネ

ス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）による、ロールス・ロイス社を中心とするコンソーシ

アムが開発中の小型モジュール炉（SMR）に対する資金援助の方針の発表である。ロール

ス・ロイスを中心とするコンソーシアムは英国政府に対し、官民マッチングファンド形式で

総額 5 億ポンドを投じて SMR 開発を行う計画を提案し、政府がこれを採択した。ロールス・

ロイスコンソーシアムが獲得しようとする資金は、主に SMR 設計の具体化、製造技術課題

への取り組み、規制対応等に投じられる。 
BEIS は、第 1 段階の資金援助として、2019 年秋までに 1,800 万ポンドをコンソーシアム

に提供する。なお、ロールス・ロイスコンソーシアムの主要メンバーは Assystem, SNC 
Lavalin/Atkins, Wood, Arup, Laing O’Rourke, BAM Nuttall, Siemens, NNL、NAMRC である。 

ロールス・ロイス社を中心とするコンソーシアムが得た資金は、2017 年 11 月に英国政府

が策定した産業戦略に基づき設置された、「産業戦略チャレンジファンド」を原資としてい

る。コンソーシアムが官民マッチングファンド方式で投じようとしている 5 億ポンドの投

資額の負担割合は不明であるが、報道情報によれば、コンソーシアムは政府から最終的に 2
億ポンド程度の投資を期待しているという。 
なおコンソーシアムは、政府とコンソーシアムからの投資の他、さらに第三者からの投資

も受け入れる意向を示している。 
2018 年 6 月に発表された、政府による開発支援対象にロールス・ロイスは選定されなか

った。報道によれば、この結果が明らかになった時点でロールス・ロイス社は、政府支援が

なければ、SMR の開発を中止する可能性を示唆していたという。 
SMR は、規模の経済がきく既存の中・大型炉に対していかに経済的な競争力を持つかが

商用化における大きな課題である。モジュール化や標準化を推進しつつ、大量生産・大量建

設を確実に実現することによる建設コスト低減、さらに、工期遅延やコスト上振れなく、

SMR を安定的に建設することによるリスクと資金調達コストの低減が必須であるが、英国

政府の AMR に対する支援は、そうした、開発後の建設プロセスまでを十分に見据えたもの

とはなっていない。 
英国内における中大型炉の建設計画が縮小する可能性もある中、政府としては、AMR に

比べれば短・中期的な実現可能性が高い UK SMR の開発・実用化にも支援を行うことで、

英国事業者を中心として開発する、いわば国産の SMR の建設可能性を高めることにも目を

向け始めたものとみられる。 

d. 先進的機器製造プログラム（AMM） 

2050 年のカーボンニュートラル実現等の目標を掲げる英国政府は、2017 年 10 月のクリ
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ーンエナジー戦略において、革新的なクリーンエネルギー技術及びプロセスの市場投入の

加速を目指す、エネルギーイノベーションプログラムをBEIS主導で実施する方針を示した。 
エネルギーイノベーションプログラムには総額約 5 億ポンドが投じられる予定であり、

このうち 1.8 億ポンドが原子力イノベーションプログラムに支出される 215。 
先進的機器製造プログラム（AMM）は、この原子力イノベーションプログラム 5 テーマ

の 1 つである。 
AMM では、2030 年までに小型モジュール炉（SMR）のコンポーネント製造技術を国内で

確立、2050 年には英国事業者が国際的なコンポーネント供給プレイヤーに成長することを

目指す。 
 

 

図 3-27 政府のイノベーション政策における AMM の位置付け 

（出典）公開資料より三菱総合研究所作成 

 
AMM は 2 つのフェーズに分かれており、フェーズ 1 は 2017 年 4 月から 2019 年 4 月の間

で実施され、500 万ポンドが拠出されて機器、原子力コンポーネント製造、大規模な製造と

組立、プレハブモジュール開発、製造に係るコード開発等が行われた。 
このフェーズには、大手エンジニアリング会社の Wood 社のほか、シェフィールド大学、

フレイザーナッシュコンサルタント社、先進原子力機器製造研究センター（AMRC）、造船

会社キャメル・レアード社、エンジニアリング会社 Arup 社、国立原子力研究所（NNL）等

が参加している。 
 
AMM フェーズ 1 の体制を図 3-28 に示す。 
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図 3-28 AMM 開発体制 フェーズ 1 

（出典）BEIS Nuclear Innovation Programme216, 2018 年 10 月 

 
例えば、大規模パーツのインテリジェントな最適組立（INFORM）プロジェクトでは、以

下のような鍛造から組立、組立後の溶接等のプロセス開発に取り組んだとされている。 
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図 3-29 INFORM プロジェクトで開発を進めるインテリジェントな製造・組立 

（出典）BEIS Nuclear Innovation Programme217, 2018 年 10 月 

 
その他の分野、プロジェクトに関しては、以下のような取組みが行われたとされている。 
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表 3-25 AMM フェーズ 1 の取組み内容 

AMM の分野 プロジェクト名 取組み概要 
機器 Nano-structured Steels for 

Nuclear Reactors 
新たな高付加価値ナノ構造

鋼の市場化 
Improved Understanding and 
Modelling of Advanced 
Joining Techniques 

コードを使った接合技術の

評価手続きを向上するため

の先進的な接合方法に関す

る理解の向上 
プレハブモジュール開発 Fit 4 Modules オフサイトでのモジュール

製造による原子炉新設が、

オンサイトでの建設に比べ

て原子炉新設に係るリスク

を低減する可能性を検証 
コードと基準 Codes and Standards for the 

design of SMRs and Gen IV 
Reactors 

SMR と第 4 世代炉設計・製

造向けのコードと基準を特

定するための長期プログラ

ム策定 

（出典）BEIS Nuclear Innovation Programme, 2018 年 10 月 

 
フェーズ 1 で助勢対象となった技術の市場化を目的として実施されるフェーズ 2 は 2020

年 4 月からの開始が予定されている。 
フェーズ 2 はさらに複数の段階に分かれて実施される予定であるが、総額 2,000 万ポンド

が助成金として拠出される。第 1 段階は 2020 年 4 月～2021 年 3 月の実施が予定されてお

り、1,000 万ポンドが交付される予定である。対象領域は、原子力コンポーネント製造、大

規模製造・組立、プレハブモジュール開発、製造に係るコード開発、先進的建設分野等であ

る。第 2 段階の詳細は未定である。 
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表 3-26 AMM のプログラム計画 

フェーズ 1（2017 年 4 月～2019 年 4 月） 

500 万ポンドを拠出 
機器、原子力コンポーネント製造、大規模な製造と組立、プレハブモジュール開

発、製造に係るコード開発等 
参加企業：Wood 社、シェフィールド大学、フレイザーナッシュコンサルタント

社、先進原子力機器製造研究センター（AMRC）、造船会社キャメル・レアード

社、エンジニアリング会社 Arup 社、国立原子力研究所（NNL） 
フェーズ 2（2020 年 4 月～ 

総額 2,000 万ポンドを拠出 
第 1 段階（2020 年 4 月～2021 年 3 月）1,000 万ポンド 
対象領域：原子力コンポーネント製造、大規模製造・組立、プレハブモジュール

開発、製造に係るコード開発、先進的建設分野 
第 2 段階（未定） 

（出典）BEIS、Nuclear innovation programme: advanced manufacturing and materials competition, Phase 2、
2020 年 1 月 8 日アクセス、https://www.gov.uk/government/publications/nuclear-innovation-programme-
advanced-manufacturing-and-materials-phase-2 

(2) 次世代炉等の開発状況 

前述のとおり、英国の SMR・AMR を含む次世代炉の開発は緒に就いたばかりであり、

SMR については当初、海外からの原子炉の導入が目指されてきたほか、AMR についても、

FS 段階の企業に助成金を支給して研究を後押しするという状況にとどまっている。 
英国の次世代炉開発戦略は、既に世界に後れを取った SMR については、原子炉の知財を

収益の源泉とするのではなく、今後英国で建設される原子炉のサプライチェーンの裾野を

掌握し、以て 2050 年頃には世界の原子炉のサプライチェーンを主導しようというものであ

る。一方の AMR については、まだ他国との競争の余地があるとして、研究開発段階に助成

を行う方針である。研究開発が進展し、他国が開発する次世代炉との競争が可能となった折

には、SMR で培ったサプライチェーン基盤を活かすことが企図されている。 
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3.3 ロシア 

3.3.1 原子力産業の基本情報 

(1) 政策・規制の概観 

1) エネルギー政策の中の原子力の位置付け 

豊富な天然資源を有するロシアは、持続的な経済成長や国際的立場の強化のために、エネ

ルギー資源を効率的に利用することをエネルギー政策の目標として掲げている。この目標

の実現に向けてロシア政府が 2009 年に閣議決定した「2030 年までのロシアのエネルギー戦

略」（ES-2030）では、2030 年までにエネルギー消費量は 40％以上増加（2005 年比）する

見通しである。そのうち一次エネルギー消費に占める天然ガスの割合を 52％から 46～47％
に減少させる一方、非化石エネルギー（原子力と再生可能エネルギー）の割合を 11％から

13～14％に増加させる方針を示した。 
なお、最新のエネルギー戦略を示す「2035 年までのロシアのエネルギー戦略」は 2014 年

を草案提出期限と定めて策定作業が進められてきたが、同年頃からの原油・天然ガス価格の

国際市場での下落を背景に作業が滞り 218、2020年 3月現在、未だ確定には至っていない 219。 
この草案の中では、原子力及び燃料サイクルについての記述があり、原子力開発のために

解決すべき課題として、原子炉の全ライフサイクルを考慮に入れた経済競争力の改善、先進

的軽水炉及び高速炉を活用した燃料サイクル確立に向けた技術プラットフォームの構成、

及びロシアの原子力技術の輸出潜在力の向上が挙げられている。 

2) 原子力政策 

1986 年にチェルノブイリ事故を経験し、その後 1991 年のソビエト連邦解体を経験したロ

シアでは、事故後しばらくは原子力発電の占める割合がその他の化石燃料による発電と比

較しても少ない時期が続いたが、1992 年 9 月に発表された「ロシア連邦における原子力開

発の構想」では、石油や天然ガスを輸出しながら、国内の発電を原子力に一層依存していく

ことが望ましいとの見方が示された。その後、1995 年 3 月の「2010 年までのロシア・エネ

ルギー政策の基本方針」では、原子力は経済性などの面で有用性が裏付けられているエネル

ギーと位置付けられ、これ以降、徐々に原子力発電の積極利用への回帰が進んだ。 
2000 年 5 月にロシア政府が承認した「21 世紀前半におけるロシアの原子力電源開発の戦

略」では、2010 年までに原子力発電設備容量を 3,000 万～3,200 万 kW に引き上げ、原子力

関連輸出を拡大する目標が示された。2006 年 10 月にロシア政府が承認した連邦目標計画

「2007～2010 年及び 2015 年までのロシア原子力産業複合体の発展」では、原子力発電の比

率を 2015 年までの間に 15.6％から 18.6％へと引き上げ、2025 年までに 25％まで引き上げ

ることが目標とされた。目標達成のために 2009 年から毎年 2 基のロシア製軽水炉 VVER を

着工し、既存炉の寿命延長を実施することが重点項目となった。 
これと前後して、原子力行政の大きな改編も進んだ。ソ連解体後のロシアでは、ロシア連

邦原子力省が原子力行政を担ってきたが、2004 年 3 月に原子力省はロシア連邦原子力庁へ

と改組された。その後 2007 年 12 月に連邦原子力庁が改組され、ロスアトム（ROSATOM）
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国営原子力会社（以下、ROSATOM 社という。また、統合企業体として称するとき、ROSATOM
グループという）が設置された。 

 
現在のロシアの原子力行政体制は図 3-30 に示すとおりである。 
 

 

図 3-30 ロシアの行政体制 

（出典）各種政府公表資料より三菱総合研究所作成 

 
原子力政策に関する最新の公文書は、2019 年 3 月 28 日に改定された 2014 年 6 月 2 日の

ロシア連邦政府決議 N 506-12 により承認された「原子力産業発展に関するロシア連邦政府

の国家計画 220」である。 
ここでは、2012～2027年を対象期間として、原子力発電電力量を 2020年までに 220.7 TWh/

年とするとし、1.4 GW の原子力発電プラントの廃止措置を考慮して、既存の原子力発電所

の総発電設備容量を 30.4 GW とすることを実現し、さらに新サイトで 6 基の原子力発電プ

ラントの試運転を開始することを政府のターゲットとしている。 
特に恒久閉鎖するビリビノ原子力発電所（1 号機は既に 2019 年 1 月に恒久閉鎖）の代替

として、ペベックに浮揚型原子力発電プラントの商用運転を開始することや、海外における

原子力発電所の建設プロジェクトの実施し、その成果として国内の設計、電力工学、建設及

び設置組織の能力拡充を図りつつ、原子力砕氷船の試運転と安全な運転を確保すること等

が示されている。 

3) 燃料サイクル政策 

ロシアはクローズド燃料サイクル政策を堅持している。2009 年 7 月 30 日にプーチン首相

が承認した連邦目標計画「2010-2015 年と 2020 年までの新世代原子力技術」では、以下の二

段階で燃料サイクルについての目標が示された。 
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表 3-27 ロシアの燃料サイクル戦略目標 

段階 時期 主要目標 
第一段階 2010 年～2014 年 鉛、鉛ビスマス、ナトリウムを冷却材として用いた高速

炉の開発及び高速炉用の MOX 燃料加工施設の 2014 年

操業開始 
第二段階 2015 年～2020 年 鉛及び鉛ビスマス冷却によるパイロット実証の高速炉

の建設、高速炉用燃料を製造する産業施設の操業開始、

クローズド燃料サイクル技術を完成させるためのパイ

ロット実証施設の建設 

（出典）アトムエネルゴプロム社ウェブサイトより三菱総合研究所作成 221。 

なお、メドベージェフ大統領（当時）は、2009 年 7 月 22 日、ロシア経済近代化・技術開

発委員会の会合において、世界の原子力市場で 25％以上のシェア獲得を目指すとして、実

現に向けて i)2~3 年以内に VVER 炉の改良、ii)高速炉によるクローズド燃料サイクルの確立

（中期目標）、iii)制御熱核融合技術の開発（長期目標）を実施する必要があると述べたこと

に見られるとおり、原子力政策、輸出政策とクローズド燃料サイクル政策は不可分のものと

して考えられている 222。 
 
ロシアは、核兵器国として国内に精錬、転換、濃縮、燃料加工の各プロセスを実施できる

燃料供給のサプライチェーンを有している。この能力を活かし、旧ソ連時代に東欧諸国等に

輸出した VVER 等にも燃料を供給している。 
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表 3-28 ロシアのフロントエンド施設 

燃料サイクルプロセ

ス 

主な施設 

ウラン採鉱・製錬 操業中：プリアルグンスク、ダルル、ヒアグダ 

建設計画中：エルコン、ルーンナエ 

転換 操業中：エレクトロスタリ転換プラント（モスクワ東方 50km に

立地） 

閉鎖済：アンガルスク転換プラント（2014 年閉鎖） 

計画中：セベルスク（TVEL）に建設予定 

濃縮 操業中：アンガルスク、セベルスク（シベリア化学コンビナート

（SCC））、ゼレノゴルスク、ノボウラルスク（いずれも TVEL

社傘下施設） 

燃料加工 操業中：エレクトロスタリ機械製造プラント（エレマシ）、ノボ

シビルスク化学精鉱プラント（TVEL 社傘下施設）の 2 カ所で

VVER-440、VVER-1000、RBMK 向けの燃料を製造 

MOX 燃料加工 操業中：アジョルスク（マヤク）、セベルスク（シベリア化学コ

ンビナート（SCC））、ディミトロフグラード（RIAR）、ゼレノ

ゴルスク鉱業化学コンビナート（MCC））で MOX ペレット、窒

化物燃料等の燃料を製造 
（出典）WNA, Russia’s Nuclear Fuel Cycle, 2020 年 2 月 20 日アクセス、https://www.world-

nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/russia-nuclear-fuel-cycle.aspx より三菱総合

研究所作成 

また、ロシアは原則、使用済燃料を再処理する方針であることから、現在は、VVER-440、
BN-600、原子力潜水艦等から発生した使用済燃料等が国内の複数の再処理施設に持ち込ま

れ、一部の再処理が行われている。再処理前の使用済燃料は、各サイトの貯蔵施設またはゼ

レノゴルスク鉱業化学コンビナート（MCC）に設置された集中貯蔵施設で管理されている。 

  

https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/russia-nuclear-fuel-cycle.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/russia-nuclear-fuel-cycle.aspx
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表 3-29 ロシアの再処理施設 

燃料サイクルプロセ

ス 

主な施設 

再処理 操業中：RT-1（アジョルスク原子力複合施設マヤク）VVER-440、

VVER-1000 の使用済燃料を再処理 

建設中：RT-2（ゼレノゴルスク鉱業化学コンビナート（MCC））

VVER-1000、RBMK の再処理施設として建設中。海外用にも利用

を予定。 

パイロット操業：PDC 実証センター（MCC）2016 年より操業、

拡大を予定 
（出典）WNA, Russia’s Nuclear Fuel Cycle, 2020 年 2 月 20 日アクセス、https://www.world-

nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/russia-nuclear-fuel-cycle.aspx より三菱総合

研究所作成 

4) 原子力輸出政策 

ロシアは、重視する産業分野に対して連邦ターゲットプログラム（FTP）を策定し、特別

予算を配分してその振興に当たっている。原子力については、2006 年に策定された「2007
年～2010 年、さらに 2015 年までのロシアの原子力複合産業の発展 FTP」で、その中で、戦

略的に原子力を輸出していく方向性が明確に打ち出されている。これ以降、大筋での原子力

輸出戦略の方向性に変化はなく、その意義は以下のとおり位置付けられている。 
 

 世界の燃料価格の動向に関係せず、安定的な電力生産が可能なため、マクロ経済の安定

とエネルギー安全保障に貢献する。 
 石油・天然ガスを代替し、国家の燃料収支において戦略的輸出品目になる。 
 人為的な温室効果ガス排出の削減に寄与する。 
 新しい原子炉の稼働や原子力製品の生産を保証する。 
 世界市場におけるロシア原子力複合産業の地位を強化する。 
 科学的・工業的基盤の開発を維持し、原子力安全分野における開発可能性を創出する。 

5) 原子力安全規制 

ロシアの原子力規制機関は、連邦環境・技術・原子力監督庁（Rostechnadzor）である。

Rostechnadzor の規制活動を支援する技術支援組織（TSO）として、VO Safety 及び原子力放

射線安全科学技術センター（SEC NRS）が設置されている。 
ロシアは福島第一原子力発電所事故直後、2011 年 4 月までに、国内の原子力発電所の安

全点検を発電事業者が実施し、その結果を Rostechnadzor がレビューして自国の原子力施設

の安全を確認した。 
さらに 2011 年 6 月には、西欧原子力規制者協会（WENRA）が定めた評価基準を用いた

ストレステストにロシアも参加することで合意し、欧州各国と安全規制においては足並み

をそろえた動きをとっている。 

https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/russia-nuclear-fuel-cycle.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/russia-nuclear-fuel-cycle.aspx
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(2) 原子力産業の概観 

2020 年 3 月現在、ロシア国内では 38 基の原子炉が運転中、4 基が建設中である。 
ROSATOM 社は、第 3 世代+の VVER である AES-2006（VVER-1200）、及び同モデルの

改良型である VVER-TOI の展開を進めており、同モデルは既に欧州電力要求（EUR）認証

を取得している。また、ロシア初となる海上浮揚式原子力発電所「アカデミック・ロモノソ

フ」は、2018 年 4 月、KLT-40S を 2 基搭載し造船拠点のサンクトペテルブルグを出航し、

5 月に燃料装荷のためムルマンスクに到着後、10 月に 2 基への燃料装荷を完了した。その

後 2019 年 8 月には最終目的地のチュコトカ地域ペベクに向けて出航し、同年 9 月に到着し

た。アカデミック・ロモノソフは、同年 12 月には、ペベック地区の送電網に並列し、2020
年 1 月には、同地区の独立型送電網へ 1,000 万 kWh の電力を供給した。現在、アカデミッ

ク・ロモノソフは同地区の独立送電網における電力需要の 20％を供給している。今後、ア

カデミック・ロモノソフは廃止が予定されているビリビノ原子力発電所やチャウンスカヤ

熱併給発電所に代わって、チュコトカ地域の電力供給の中心となると想定されている。 
 
表 3-30 に、ロシアにおける原子力発電プラントのステータスを示す。 
 

表 3-30 ロシアにおける原子力発電プラントのステータス 

項目 基数 
計画中基数 24（PWR19 基、鉛冷却高速炉 1 基、高速

炉 2 基、浮揚式 2 基） 
建設中基数 4（PWR 4 基） 
運転中基数 38 （PWR19 基、黒鉛炉 15 基、FBR2 基、

浮揚式 2 基） 
廃炉基数 8（PWR3 基、黒鉛炉 5 基） 

（出典）IAEA, PRIS,2020 年 2 月 20 日アクセス, 
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=RU,、WNA, Nuclear Power in the 
Russia, 2020 年 2 月 20 日アクセス、https://www.world-nuclear.org/information-library/country-
profiles/countries-o-s/russia-nuclear-power.aspx より三菱総合研究所作成 

(3) ロシアの研究開発体制と主要な機関 

1) 研究開発予算 

ロシアは、重視する産業分野に対して連邦ターゲットプログラム（FTP）を策定し、特別

予算を配分してその振興にあたる。 
2018 年の FTP では、ハイテク技術開発プログラム中のサブプログラムとして次世代原子

力技術開発プログラムが、また、安全保障プログラム中のサブプログラムとして原子力及び

放射線安全の確保プログラムが設定され、予算が配分されている。FTP に占める原子力関連

プログラムへの配賦率は 4%程度である。 
ただし、ロシアは 2018 年末に原子力に対する FTP プログラムの見直しを決定しているこ

とが報じられた 223。報道によれば、ロシア政府はプログラム「2010～2015 年、さらに 2020
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年までの次世代原子力発電技術」を 2019 年 1 月以降打ち切ることを発表した模様である。

これに伴って ROSATOM は 2019 年 3 月までに、同プログラムのここまでの実施に関する報

告を求められた。 
同プログラムにおいて 2019~2020 年に実施される予定であった研究開発活動は、別途のプ

ログラム「原子力発電産業の発展」の中のサブプログラムとして扱われることになった。 
ROSATOM及びクルチャトフ研究所が、このサブプログラムに引き続き関わることとなる。

現プログラムの早期打ち切りを決定した政府命令によれば、このプログラム間の移行の背

景には、原子力発電プラント・技術輸出の国際競争において近年中国の猛追を受けており、

次世代技術において競争優位を維持することで競争を勝ち抜くべきであり、これまで FTP
プログラムの下で実施してきた研究成果を原子力発電産業領域のプログラムに統合するこ

とが適切であるとの政府の意向が反映された模様である。 
この統合により、2019 年以降は、これまでの FTP での成果の実用化によって、軽水炉と高

速中性子炉という、今後のロシアの原子炉開発の二本柱に立脚したクローズド燃料サイク

ルの完遂を目指し、商業ベースのエネルギーコンプレックスを建設すること、及び民生用の

原子力科学技術の開発に集中的に取り組むことが目指される。 
 

表 3-31 ロシア連邦ターゲットプログラム（FTP）2018 年 

 
（出典）ロシア連邦財務省ウェブサイト（https://www.minfin.ru/en/）より三菱総合研究所作成 

2) 研究開発機関 

ロシアの原子力研究開発は、米国の核兵器開発マンハッタン計画に触発された旧ソ連時

代の核兵器開発に端を発する。旧ソ連が核開発に本格的に取り組んだのは第二次世界大戦

後の冷戦期で、1949 年には現在のカザフスタンにあるセミパラチンスク核実験施設で最初

の核実験が行われた。キューバ危機後の冷戦デタント及び核兵器不拡散に関する条約（NPT）
の 1970 年の発効を経て、際限のない核兵器開発競争は沈静化し、1991 年のソ連解体後以降

は、軍事技術と民生用技術の軍民分離の取組みが徐々に進められている。 
ロシアの原子力研究開発機関は、こうした歴史の中で、設立当初の核兵器開発から、原子

力平和利用のための研究開発へと舵を切りつつも、冷戦時代に培った技術知見を活かして、

研究開発 他の必要経費

ハイテク技術の開発 217,283,356 1,121,447,108 872,841,333 2,211,571,977

プログラム「2010年～2015年さらに2020年までの次世代原子力技術」  34,304,066 9,631,500 43,935,566

社会インフラ 305,244,192 1,802,128 190,032,600 497,078,920

（原子力への配賦なし）

安全保障 121,863,610 17,994,353 187,933,585 327,791,548

プログラム「2016年～2020年さらに2030年までの原子力及び放射線安全の確保」  64,591,544 7,693,328 93,608,883 165,893,555

地域発展 1,620,440,380 0 151,211,700 1,771,652,080

（原子力への配賦なし）

国家機関の発展 122,018,529 150,000 25,431,295 147,599,824

（原子力への配賦なし）

合計 2,386,850,247 1,141,393,589 1,427,450,513 4,955,694,349

原子力関連プログラムへの配賦率 4.1% 1.5% 6.6% 4.2%

継続的費用
総額設備投資プログラムの名称

https://www.minfin.ru/en/
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民生の新型炉・革新炉の開発を積極的に進めている。 
なお、ロシアは NPT 条約で規定されている 5 つの核兵器国（米、英、仏、中国、ロシア）

の中の 1 カ国であり、核兵器開発に関する研究開発の状況はうかがい知ることはできない。 
ここでは、主に原子力の平和利用に関する研究を行っているロシアの主な研究機関の来

歴、研究領域、具体的な研究の実績を整理する。 

a. クルチャトフ研究所 

クルチャトフ研究所（NRCKI National Research Center Kurchatov Institute)は、旧ソ連の核物

理学者で原子力爆弾開発プロジェクトを率いたイーゴリ・クルチャトフの名を冠した、ロシ

アの原子力開発の中心的研究機関である。1943 年にソ連科学アカデミーの第 2 実験室とし

て設置され、米国の原子力爆弾開発に触発されてセミパラチンスクで同国初の核実験を行

ったのもこの研究所である。また、こうした原爆開発の成果を活用して、1954 年に世界初

の黒鉛減速チャンネル炉（RBML）の開発に成功したのも、1956 年に高速炉 BR-2 （出力

100kW）を開発・運転にこぎつけたのも同研究所の成果である。 
現在の研究領域は極めて幅広く、ナノ・バイオテクノロジー、ナノ物質、核融合、原子力・

先端的エネルギー技術、基礎研究、国際的巨大プロジェクト、情報技術、情報システム、軍

事・民生共用の技術開発、核不拡散、物的防護、生物医学技術、核医学、エネルギーの今後

の方向性等の研究にも従事している。商用炉の開発実績として、旧ソ連時代は前述の黒鉛炉

や世界初の原子力砕氷艦を開発したほか、現在でも運転中の VVER 440 、VVER-1000 を開

発してきたほか、現在は VVER-1200 の基本設計にも関与している。また、国際熱核融合実

験炉（ITER）計画におけるロシアの中核機関でもある。 

b. 合同原子核研究所（JINR） 

合同原子核研究所（JINR Joint Institute for Nuclear Research）は、ドゥブナ合同原子核研究

所とも呼ばれ、原子核研究を目的として、クルチャトフ研究所傘下の研究機関として 1947
年に設立された。1954 年に欧州原子核研究機関（CERN）が設立されたのを受け、1956 年に

旧ソ連と当時の同盟国が合同研究を行うために現在の名称で設立された。現在でも、旧ソ連

の同盟国を中心に 18 カ国 xxが参加する国際的な研究機関の姿をしている。8 カ所の研究施

設、大学を傘下に有し、素粒子物理学、原子物理学、凝縮系物理学等の研究に強みを持つ。 
CERN、日本、米国、フランスも参加する ICTP（国際理論物理学センター）等との国際的

協力も展開している。 
ロシア連邦政府は JINR が立地するドゥブナ地区に 2005 年、ドゥブナ技術イノベーショ

ン経済特区（SEZ）の設立を決め、JINR の核物理と IT を中核とする 50 件以上のイノベー

ション R&D プロジェクトを実施している。 

 
xx 現在の参加国は、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ブルガニア、キューバ、チェコ、ジョ

ージア、カザフスタン、北朝鮮、モルドバ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロバキア、モンゴリ

ア、ウクライナ、ウズベキスタン、ベトナム。 
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c. 原子炉研究所（RIAR） 

原子炉研究所（RIAR Research Institute of Atomic Reactors）は、1956 年に設立されたロシ

ア最大の原子力研究センターである。2008 年以降は、ROSATOM グループのアトムエネル

ゴプロム社が運営し、ROSATOM グループの中核的な民生用原子力研究実験期間と位置付

けられている。研究所の所在地名から、ディミトロフグラードと称されることがある。 
主な R&D 活動は、1）原子炉の運転・試験と発電炉・研究炉の照射済材料及びフルスケー

ル・コンポーネントの放射能照射後試験、2）原子炉及び融合炉の燃料、吸収材料及び構造

材料の開発と炉内テスト、3）産業用及び医療用の放射性同一体生産技術の開発と放射性同

一体の生産、4）MOX 燃料製造と使用済燃料再処理技術、放射化学と放射性廃棄物管理等の

クローズド燃料サイクルの研究開発等である。 
第 4 世代原子炉のナトリウム冷却高速炉である MBIR（多目的高速中性子研究炉）の基本

設計と開発を行い、核燃料、核物質及び技術試験も実施した。MBIR（熱出力 15 万 kWt、電

気出力 4 万 kWe）は 2015 年 5 月に着工し、2024 年の試運転の開始が予定されている 。 
 

d. 動力工学研究開発研究所（NIKIET） 

動力工学研究開発研究所（RDIPE Research and Design Institute for Power Engineering、NIKIET）
は、化学機械研究所として 1942 年に設立され、原子力潜水艦の開発等に関わった。2008 年

以降は、ROSATOM グループのアトムエネルゴプロム社が運営している。 
原子炉、コジェネレーション、脱塩プラント、原子炉物理学、熱物理学、流体力学、炉心

の開発・最適化、原子力施設における原子力・放射線・環境の安全、核技術転換、原子炉の

高経年化管理・廃止措置、新規の核燃料サイクルと放射性廃棄物管理等を担い、応用研究領

域の業務が多い。 
原子力潜水艦用原子炉開発の知見を活かし、次世代炉である鉛冷却高速炉（BREST-300、

BREST-1200）の概念設計を行っている。 
 
以上、代表的な研究機関の来歴、研究領域、具体的な研究の実績を示した。このほかにも

ロシアには多数の原子力関連研究機関があり、これらの概要を表 3-32 に示す。 
 

表 3-32 ロシアの主要な原子力関連研究機関 

研究所名 研究領域・特色 
クルチャトフ研究所 
(NRCKI National 
Research Center 
Kurchatov Institute) 
1943 年設立 

ナノ・バイオテクノロジー、ナノ物質、核融合、原

子力・先端的エネルギー技術、基礎研究、国際的巨

大プロジェクト、情報技術、情報システム、軍事・

民生共用の技術開発、核不拡散、物的防護、生物医

学技術、核医学、エネルギーの今後の方向性等 
旧ソ連時代は VVER 440 、VVER-1000 を開発し、現

在は VVER-1200 の基本設計にも関与 
国際熱核融合実験炉（ITER）計画におけるロシアの

中核機関でもある 
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研究所名 研究領域・特色 
合同原子核研究所 
(JINR Joint Institute for 
Nuclear Research) 
1956 年設立 

旧ソ連の同盟国を中心に 18 カ国が参加する国際機関 
素粒子物理学、原子物理学、凝縮系物理学等 

原子炉研究所 
(RIAR Research 
Institute of Atomic 
Reactors) 
1956 年設立 

アトムエネルゴプロム社が運営 
原子炉に関する物理的・技術的課題、原子力安全、原

子炉試験、原子炉材料、照射材料、放射化学、燃料サ

イクル、使用済燃料及び放射性廃棄物管理、放射性核

種製造、高速炉 BN 800 開発、高速炉用 MOX 燃料の

製造等 
REMIX 燃料の照射試験も担う 

動力工学研究開発研

究所 
(RDIPE Research and 
Design Institute for 
Power Engineering 
NIKIET) 

アトムエネルゴプロム社が運営 
原子炉、コジェネレーション、脱塩プラント、原子炉

物理学、熱物理学、流体力学、炉心の開発・最適化、

原子力施設における原子力・放射線・環境の安全、核

技術転換、原子炉の高経年化管理・廃止措置、新規の

核燃料サイクルと放射性廃棄物管理等 
鉛冷却高速炉（BREST-300、BREST-1200）の概念設計

を行っている 
ブドカー原子物理学

研究所 
(BINP Budker Institute 
of Nuclear Physics) 

電子・陽電子衝突機能に基づいた素粒子物理学、荷電

粒子貯蔵リングを用いた電気・光核物理学、オープン

閉じ込めシステムに基づいたプラズマ物理学と制御

核融合等 
理論実験物理学研究

所 
(ITEP Institute for 
Theoretical and 
Experimental Physics) 

理論物理学、天体物理学、高エネルギー物理学、素粒

子、低エネルギー物理学、化学、ニュートリノ物理学、

原子物理学、原子力施設、加速器物理学、医療物理学

等 

連邦原子力センター 
(RFNC Russian Federal 
Nuclear Center 
VNIIEF) 

核兵器の信頼性・安全性、理論・計算物理学、実験気

体力学、爆発物理学、原子力・放射線物理学、レーザ

ー物理学、軍民転換等 

フローピンラジウム

研究所 
(KRI Khlopin Radium 
Institute) 

原子物理学、放射化学、地球科学、生態学、原子力工

学、放射線生態学、同位体製造等 

高エネルギー物理学

研究所 
(IHEP Institute for High 
Energy Physics) 

高エネルギー物理学、素粒子物理学等 
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研究所名 研究領域・特色 
原子力安全研究所 
（ IBRAE Nuclear 
Safety Institute) 

連邦科学機関局（FASO）傘下 
原子力安全、確率論的安全解析、環境に対する放射性

物質・科学的に有害な物質の影響、放射能事故時の緊

急時対応、退役した原子力潜水艦の処分等 
物理・エネルギー研究

所 
(IPPE Institute for 
Physics and Power 
Engineering) 

ロシア科学アカデミー（RAS）が運営 
物質、酸化物燃料、熱水力実験、炉心計算、高速炉、

加圧水型原子炉、原子力工学、放射線、溶接、遮蔽、

同位体等 

ロシア科学アカデミ

ー原子核研究所 
(INR Institute for 
Nuclear Research of the 
Russian Academy of 
Sciences) 

ロシア科学アカデミー（RAS）が運営 
素粒子物理学、原子核、宇宙線物理学、ニュートリノ

物理学等 

ヨッフェ物理技術研

究所 
(Ioffe Physical 
Technical Institute) 

ロシア科学アカデミー（RAS）が運営 
ナノヘテロ構造物理学、固体電子工学、固体物理学、

プラズマ物理学、原子物理学、天文物理学、誘電体・

半導体物理学等 
熱物理学研究所 
(Institute of 
Thermophysics) 

ロシア科学アカデミー（RAS）が運営 
熱物理学、物質の熱物理学的属性、熱伝達理論、物理

流体力学等 
レベデフ物理学研究

所 
(LPI Lebedev Physical 
Institute) 

ロシア科学アカデミー（RAS）が運営 
量子放射線物理学、光学、理論物理学、物理電子工学、

固体物理学、原子物理学、天体物理学、中性子物理学、

プラズマ現象理論、強相関系等 
ペテルスブルグ核物

理学研究所 
（ PNPI Petersburg 
Nuclear Physics 
Institute) 

ロシア科学アカデミー（RAS）が運営 
素粒子・基本相互作用物理学、原子核・核反応物理学、

中性子物理学、固体物理学、理論物理学、原子炉に関

する物理 及び 技術、加速器に関する物理及び技術、

分子生物物理学、放射線生物物理学等 

（出典）文部科学省、原子力平和利用確保調査事業、平成 30 年度版 1-2 動向調査、2020 年 2 月 20 日アク

セス、https://www.mext.go.jp/a_menu/kaihatu/gensi/1364263.htm、各研究所ウェブサイトを参考に三菱

総合研究所作成 

3.3.2 原子力産業の状況 

本節では、まずロシアの原子力産業構造を概観し、続いて、ロシアの原子力産業界で中心

をなす発電事業者と資機材メーカーの状況を概観する。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kaihatu/gensi/1364263.htm
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(1) ロシアの原子力産業構造 

図 3-31 に、送配電事業者も含んだ、ロシアにおける原子力産業構造の概念図を示す。

ロシアは発送配電が分離されている。送電・配電は国営の ROSSETI 社が統括し、傘下の連

邦送電会社（FGC UES）が送電を、地域／地域間配電会社（IDGC）が配電を担当している。

系統運用は SO EES が担う。 
発電は、後述する、ROSATOM グループの発電会社であるロスエネルゴアトムのほか、

大規模火力卸発電会社（OGK）や中小規模火力広域発電会社（TGK）等複数の会社が行って

いる。 
原子力発電プラント資機材の供給は後述する ROSATOM グループのアトムエネルゴマ

シ及び傘下の資機材メーカーのほか、財閥系の経営による OMZ 社、パワーマシーンズ社等

が担う形である。 
 

  

図 3-31 ロシアにおける原子力産業構造の概念図 

（出典）公開情報より三菱総合研究所作成 

(2) 垂直統合型原子力会社、ROSATOM 

ロシアの原子力産業は垂直統合型の ROSATOM 国営原子力会社がその大部分を担って

いる。ROSATOM グループの組織体制を図 3-32 に示す。 
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図 3-32 ROSATOM グループ組織体制 

（出典）ROSATOM ウェブサイトより三菱総合研究所作成 

 
ROSATOM グループは、民生原子力部門の他に、放射性医学部門等のほか、核兵器すなわ

ち軍事部門までも傘下に持つ、ロシアの原子力利用のあらゆるプロセスを包含する垂直統

合組織である。 
民生用原子力分は国有持ち株会社であるアトムエネルゴプロム（AEP）が全面的に担い、

傘下に多数の企業を抱える。 
例えば、ウラン採掘は ARMZ 社、ウラン転換・濃縮及び燃料製造は燃料会社である TVEL

が担う。また、次世代炉を含む商用炉の研究開発は、前述した原子炉研究所（RIAR）、動

力工学研究開発研究センター（NIKIET）が担っている。 
原子力発電所の建設・運転・保守・廃止措置といった各プロセスについては、原子炉建設

におけるエンジニアリング及び機械製造は、アトムエネルゴマシが中心的に担っている。原

子力発電所の設計・建設は、モスクワ、サンクトペテルブルク等にあるアトムエネルゴプロ

エクト 3 社が含まれる ASE Group が担っている。 
発電所の運転・管理及び廃止措置は発電会社であるロスエネルゴアトムが担う。サービ

ス・保守は、アトムエネルゴレモントが担う。 
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(3) ROSATOM 社の財務状況 

本項では、ROSAOM の財務状況を確認する。最新の財務情報開示は 2018 年の実績であ

る。売上高は 164 億ドルで、うち海外売上高は 65 億ドルと、約 40%を占める。大まかな傾

向は 2017 年から大きく変化はない。 
この売上高に対し、今後 10 年間の海外受注見通しは約 1,330 億ドルである。単純に 1 年

あたりに割り戻せば 133 億ドル程度と、現在の売上高の約 2 倍を見込んでいることがわか

る。 
なお、ROSATOM は営業利益、最終利益等を開示しておらず、毎年のキャッシュフロー増

減状況のみ開示している。2018 年のフリーキャッシュフローは対前年比 4.1%増であり、経

営状態は「悪くはない」ことが読み取れる。 
 

表 3-33 ROSATOM の経営指標 
 2017 年 2018 年 

売上高 166 億ドル 164 億ドル 
キャッシュフロー － 前年比 4.1%増 

海外売上高 61 億ドル 65 億ドル 
今後 10 年間の海外

受注見通し 
1,335 億ドル 1,332 億ドル 

発電電力量 2029 億 kWh 2,043 億 kWh 
従業員数 約255,000人 255,400人 

運転中原子炉基数 35 基 37 基 

（出典）ROSATOM 年次報告書（Performance in 2018、Corporate Brochure2018）より三菱総合研究所作成 

(4) ROSATOM 社の調達戦略 

1) 調達戦略と課題 

原子炉の主要な資機材もその多くは ROSATOM 傘下の企業が供給している状況にあるが、

ROSATOM は近年、透明性の高い調達システムの構築と、調達元の多様化を進めている。 
この背景には、新設時の資機材の半分程度が、特定の社が製造する機器で占められている

寡占状況があるとされている。ROSATOM は、この寡占状況が、サプライチェーンプレイヤ

ーの多様化を妨げており、今後、年間 3 基（以上）の建設を継続していく目標を達成するに

は、サプライチェーンのプレイヤーが不足するとの課題意識を持っている。 
VVER-1200 を建設する上で重要な、原子炉建屋設備、タービン建屋設備、計装制御（I＆

C）の 3 領域の、設備費全体に占めるコスト比率は 47%に達しているが、代替となるサプラ

イヤーの数も少なく、項目により 2～5 社程度の寡占競争となっている。 
この領域のサプライチェーンプレイヤーの多様化が、今後のハイペースの建設継続には

不可欠であると分析されている。 
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表 3-34 VVER-1200 用設備のコスト構成比 

 
（出典）ロシアの原子力専門コンサルティング会社の独自分析による 

 
調達先の多様化のために、ROSATOM は外国企業との協力関係構築にも数年前から意欲

的に取り組んでいる。 
ROSATOM が想定する海外企業との連携パターンは以下の 3 つに大別できる。 
 

①海外企業との間でロシア国内に JV を設立。ロシア側が過半の株式を保有 
②海外企業の株の過半を取得（子会社化など） 
③機器・技術を購入 

 
大型タービンの供給者であるアルストム（現 GE）と ROSATOM グループ会社が合弁によ

ってアルストム・アトムエネルゴマシ LLC（AAEM LLC）を設立し、現在寡占状態にあるタ

ービン建屋の資機材、具体的には蒸気タービンを AAEM LLC 社からも調達する調達元多様

化は、上述の①にあたる。AAEM LLC の調達実績については、3.3.3(3)1)d にて後述する。 
②海外企業の株の過半を取得して子会社化するやり方は、廃止措置分野でドイツの

NUKEM 社を買収した事例がこれにあたるといえる。NUKEM 社についての概要は 3.3.4(3)c
にて後述する。 

2) 調達体制 

ROSATOM グループは、数多くの新規原子力発電プラント建設計画を有しており、この

計画の完遂に向け、大量の発注を機械・設備製造会社、建設・据付会社に対して行っている。

2019 年には 9,750 億ルーブルの物品を購入する計画がある。 
ROSATOM は、オープンで透明かつ明瞭な調達システムを策定・導入し、サプライヤーに

対して、コンプライアンス、企業組織の原則、高品質製品の要求、最適価格、透明な事業運

営、腐敗防止メカニズムという 6 つの原則の遵守を求めている。 
現在、370 以上の ROSATOM 関連の会社と組織が統一 ROSATOM 調達基準（2019 年 2 月
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7 日付改訂第 112 版、2019 年 3 月 16 日発効）に基づいて業務を遂行している。現時点で、

調達の 99％が電子的に実行されており、このことも業務の透明性に寄与している。年間約

24,000 社のサプライヤーが ROSATOM と協働し、平均 7 社が大規模購入に参加する。 
ROSATOM の資機材の供給業者の選定は、その調達金額規模及び発注から調達までのリ

ードタイムにより、異なる競争方式を採って行われている。 
1 億ルーブルを超える、あるいは製造期間が 6 カ月以上の大型設備（NSSS、I&C、発電機

等）の調達はアトムエネルゴプロム傘下のアトムコンプレクトが ROSATOM に代わって入

札公募を実施している。なお大規模調達の意思決定・認定サプライヤー選定・入札管理等は

アトムエネルゴプロム NPP 設備調達理事会が権限を有する。 
一方、汎用品や、製造期間が 6 カ月以内の小中規模の資機材や、建設役務・サービス等の

調達は、建設を担う ASE Group が直接調達を実施している。調達手段は、公開または非公

開の入札、公開または非公開の引合、見積依頼に基づく調達、直接交渉に基づく単独の設備

サプライヤーとの契約締結といったいくつかの手段がある。 
こうした調達体制を図 3-33 のとおり図式化した。 

 

 

図 3-33 ROSATOM グループの調達体制 

（出典）ロシアの原子力専門コンサルティング会社情報より三菱総合研究所作成 

3) E カタログ 

E カタログは ROSATOM の調達システムの一部を構成する製品の電子データベースで、

標準的規制文書、製品・品目の仕様内容及び 3D 図面が登録される。 
E カタログの主な利用者は、ASE エンジニアリング会社の設計サービス及び調達部門で

ある。原子力発電プラントの建設段階で必要となる資機材が照会されるため、顧客と請負業

者の双方にとって有用なものとなり得る。 
サプライヤーは、設備に関する情報として技術仕様（技術情報、諸元、外的事象への耐性

等）、規制・許認可関連文書（技術情報、運転情報、許認可状況）、3D 図面等を登録する。

新たに ROSATOM との取引を希望する国内外のサプライヤーは、E カタログへの登録が一

つの有力な取引開始のためのステップとなるとロシアの原子力専門コンサルティング会社

は推奨している。 
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(5) ROSATOM 社の海外進出戦略 

1) 商談の状況 

ROSATOM 社の海外ビジネスは近年ではアフリカ、中南米地域にまで及んでいる。 
既に複数のロシア製原子炉が運転・建設中のインドや中国でも、受注のさらなる拡大が進

められている。インドとは、2017 年 6 月、クダンクラム 5、6 号機増設で一般枠組協定及び

プロジェクトの実施に必要な政府間信用議定書に調印し、さらに 2018 年 10 月には、新規

サイトにおける 6 基の第 3 世代＋炉建設で合意した。 
中国とは、2019 年までに田湾 7、8 号機及び徐大堡 3、4 号機として VVER-1200 を建設す

る契約を締結済みである。その他、浮揚式原子力発電プラント建設やナトリウム冷却型高速

炉開発等の共同プロジェクトでも協力を強化している。 
トルコで建設中のアキュ原子力発電所については、これまで露連邦予算と ROSATOM の

自己資金によって建設資金が賄われていたが、2019 年 8 月に露スベルバンク（ロシア連邦

貯蓄銀行）が、ROSATOM 子会社であるトルコのアキュ原子力発電所建設プロジェクト会

社への融資（今後 7 年間で総額 4 億ドル）を発表した。 
さらに近年では、原子炉輸出に限らず、廃止措置分野でも商圏の拡大に向けた動きを取り

始めていることが注目に値する。 
2020 年 2 月には、ROSATOM 傘下の燃料会社である TVEL 社が、スペインの国営ウラン

公社（ENUSA）、エキポス・ヌクレアーレ社（ENSA）、IDOM 社と、原子力施設の廃止措

置、高レベル放射性廃棄物管理分野に係るエンジニアリング及びコンサルティングサービ

ス分野の協力に係る覚書を締結した。ロシアは、原子力廃止措置サービスの市場規模は 2030
年までに約 1,000 億ユーロを超えると推定しており、こうした、各国との協力合意により、

グローバル市場に対し多様な廃止措置関連サービスを一体的に提供できるとの期待を示し

ている。 
ロシア国外における原子力プロジェクトの商談状況は表 3-35 のとおりである。 
 

表 3-35 ロシアの海外原子力プロジェクト商談状況 

国 プラント名 炉型 基数 備考 

ベラルーシ 
オストロベツ 
1、2 号機 

VVER-1200 2 
建設中（1 号機は 2013 年、 
2 号機は 2014 年建設開始） 

インド 
クダンクラム 
3、4 号機 

VVER-1000 2 建設中（2017 年建設開始） 

バングラデシュ ルプール 1、2 号機 VVER-1200 2 
建設中（1 号機は 2017 年、2
号機は 2018 年建設開始） 

トルコ アキュ 1 号機 VVER-1200 1 建設中（2018 年建設開始） 

建設中：7 基 

中国 田湾 7、8 号機 VVER-1200 2  

中国 徐大堡 3、4 号機 VVER-1200 2  

トルコ アキュ 2、3、4 号機 VVER-1200 3  
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国 プラント名 炉型 基数 備考 

フィンランド ハンヒキビ 1 VVER-1200 1  

イラン ブシェール 2、3 号機 VVER-1000 2   

アルメニア メタモール 3 号機 VVER-1000 1   

契約済：11 基 

インド 
クダンクラム 
5、6 号機 

VVER-1200 2  

ハンガリー パクシュ 5、6 号機 VVER-1200 2  

スロバキア ボフニチェ V3 VVER-1200 1  

エジプト ダバ 1、2、3、4 号機 VVER-1200 4  

ウズベキスタン 
レイク・チューダクー

ル 
VVER-1200 2  

受注確定：11 基 

（出典）WNA, Nuclear Power in the Russia, 2020 年 2 月 20 日アクセス、https://www.world-
nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/russia-nuclear-power.aspx より三菱総合研究

所作成 

2) 海外進出体制 

ROSATOM 社は、世界各地で原子力ビジネスを展開している。特に、中東、アフリカ、ア

ジア、中南米の原子力新興国に対しては、法規制整備から廃止措置までのすべてのプロセス

を包括的に支援する「統合ソリューション（Integraged Offer）」を提案し、受注促進を図っ

ている。 
同社によるマーケティング用プレゼンテーション資料“Integrated Offer”には、原子力導

入に向けたインフラ整備から、資金調達、原子力発電所建設からバックエンドまで

ROSATOM が一貫して提供する包括的な支援内容が示されている。 
この資料では、導入国のステータスを次の 4 段階で区切り、あらゆる段階で ROSATOM

によるサービスが提供可能であることが PR されている。 
 
 エネルギー戦略の中での原子力オプションの導入の検討 
 原子力発電インフラの整備 
 原子力発電の利用 
 さらなる原子力利用への展開 
 
各ステージで提供するサービスとしては、インフラ整備支援、広報、人材育成、資金調達、

産業ソリューション（機器・部品の現地製造化支援）、原子力発電所の建設、運転、バック

エンドといったものが挙げられている。ROSATOM の最大の強みは、それらサービスすべ

てを一体的・包括的に提供することが可能であること、さらには、導入国のニーズに合わせ

て柔軟にカスタマイズした組合せを提供できることである。 
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図 3-34 ROSATOM の新興国向け統合ソリューション 

（出典）ROSATOM プレゼンテーション資料“Integrated Offer”より三菱総合研究所作成 

 

図 3-35 ROSATOM が提案するフェーズ別支援内容 

（出典）ROSATOM プレゼンテーション資料“Integrated Offer”より三菱総合研究所作成 

3) 海外プロジェクト参画の類型 

a. BOO 方式 

トルコのアキュプロジェクトでは、ロシアは建設・保有・運転をすべて引き受ける Build-
Own-Operate（BOO）方式を提案し、進めている。アキュプロジェクトで提案されたビジネ

スモデルの詳細は以下のとおりである。 
 
 ROSATOM 社は相手国に建設のためのプロジェクト会社を設立する 
 建設はすべて ROSATOM 社の責任の下で実施する 
 相手国の要望に沿う形で、現地企業を起用して相手国経済・雇用に貢献する 
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 ROSATOM 社が相手国で運転会社を設立し、一定の期間、固定価格で相手国に電力

を販売する電力購入契約を相手国と結ぶ 
 運転会社が、相手国の当局に対し、必要な許認可を申請する（運転会社が運転安全の

全責任を引き受ける） 
 運転会社は、ロシアの運転会社ロスエネルゴアトムと緊密な技術的協力関係を維持

する 
 
ここで留意すべき点は、このビジネスモデルにおいては、ROSATOM 社が外国での運

転責任まで引き受ける点にある。これはすなわち、万一、原子力事故が起きたときの損害

賠償責任を ROSATOM が引き受ける、ということを意味する。現在の原子力損害賠償に

関する国際条約では例外なく、「原子力事故に対する損害賠償責任は運転会社に集中する」

こととなっている。このビジネスモデルに追随できる競合企業（または国）は極めて限定

的であり、翻ればロシア、ROSATOM の相当に強力な優位性と言える。 

b. EPC＋資金調達支援方式 

新規導入国とは異なり、既に原子炉の運転経験、原子力発電電力の利用経験のある国に対

しては、BOO 方式を提案する必要はなく、EPC 契約に加え、新設に対する一定の資金調達

を支援する方法で、海外プロジェクトに参画している。 
ハンガリーは、社会主義時代に建設された 4 基の旧ソ連製 VVER-440 がパクシュ原子力

発電所で運転中であり、国の総発電電力量の約半分を賄っている。パクシュサイトでは 100
万 kW 級の原子炉を 2020 年から 2030 年にかけて 2 基増設する計画があり、2009 年には国

会が同計画を可決した。2012 年には本プロジェクトの国有事業会社として、MVM Paks II が
設立された。原子炉提供者は当初、入札を経る予定であったが、ハンガリーとロシアの政府

間合意に基づいて、2014 年に ROSATOM 社の受注と、ロシアからの融資が決定した。この

スキームは EU の国家補助（State Aid）規則・公共調達指令への適合に関する審査対象とな

ったが、ハンガリー政府が公正競争への影響抑制策を約束したことを受け、欧州委員会はロ

シアの資金支援を承認した。 
EU の国家補助規則・公共調達指令への適合審査は、英国ヒンクリーポイント C の建設時

にも実施され、英国政府は同プロジェクトへの支援の枠組みを変更して適合審査に対応す

るなど、多大な対応リソースを必要とすることが知られている。ハンガリーの EU 審査対応

に際してはハンガリー国自身の努力は当然として、ロシアが側面支援を行ったことが言わ

れており、相手国に対するロシアの手厚い支援ぶりがうかがえる。 
フィンランドは、国内電源の確保や気候変動対策等のため、原子力は重要な電源と位置付

け、現在 4 基の原子炉が運転中の原子力利用国である。新設にも取り組んでおり、2005 年

から建設を開始した TVO 社のオルキルオト 3 号機に続き、国内 6 基目の原子炉として、

Fennovoima 社がハンヒキビ 1 原子力発電所に ROSATOM 社の原子炉を建設することが決ま

っている。 
ハンヒキビ 1 原子力発電所建設を計画する Fennovoima 社は、国内のエネルギー関連企業

等が出資する Voimaosakeyhtiö 社（66％）と独 E.ON 社（同 34％）との共同出資により設立

された多国籍コンソーシアムであった。しかし 2012 年に E.ON 社がコンソーシアムから撤

退したことで、Fennovoima 社はプロジェクト体制の変更を余儀なくされ、ロシア製の AES-
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2006（VVER1200 ベース）の採用を決定して 2013 年 12 月に原子炉供給契約を締結した。 
このとき、ロシア製の原子炉導入の決め手となったのが、E.ON 社撤退分の 34％の株式を

ROSATOM が買い取って出資者となる意思決定を行ったことである。Fennovoima 社へのロ

シア資本の 34%もの参加をめぐって、フィンランド側で議論となった経緯もあったが、2014
年 3 月には株式は ROSATOM のフィンランド法人に売却された。 

4) 海外進出戦略の課題 

a. 相手国の国情に左右される原子力の商談 

積極的な海外展開を図るロシアであるが、海外進出戦略がすべて順風なわけではない。 
原子力新規導入国側の経済的事情や、外交的な事情により、受注後にキャンセルとなった

ケースもある。近年では、ベトナムで受注していたニントゥアン原子力発電所の建設計画が、

ベトナム国内の経済事情により 2016 年 11 月に中止された。また、ヨルダンで受注してい

た 2 基の建設計画も、資金調達で折り合いがつかず、2018 年 6 月に両者間の事業開発合意

書（PDA）が解除された。また、ウクライナにおいても、フメルニツキ 3、4 号機の建設再

開計画が 2016 年 5 月に破棄されたのは、国家間の関係悪化が影響したケースといえる。 

b. 資金支援の裏付け財源の課題 

ロシアは、新規導入国に対しては、建設をすべて請負うターンキー契約にとどまらず、建

設・保有・運転をすべて引き受ける BOO 方式のビジネスモデルを提案するケースもあるな

ど、受け入れ側としては極めて良好な条件を提案することがある。中でも ROSATOM 社は、

資金支援・人材支援をパッケージで提案できることを強みとしてアピールする xxi。 
図 3-36 は、ROSATOM 社とロシア政府が新設国に対して資金支援を伴う提案を行う際の

事業スキームのイメージを図式化したものである。 
ロシアは、建設国との間で政府間協定を締結した上で、国営銀行や政府系金融機関である

ロシア開発対外経済銀行（VEB）等が、ROSATOM グループに建設資金を貸し付け、

ROSATOM グループは新規建設のためのプロジェクト企業との間で建設契約（EPC 契約、

ターンキー契約、BOO 契約等、さまざまな形態があり得る）を締結するとともに、プロジ

ェクト会社に対して資本出資や融資を行う。 
前述のトルコプロジェクトでは、プロジェクト会社 Akkuyu NPP に対し、ROSATOM がほ

ぼ全額出資している状況である 224。なお、建設国側政府がプロジェクト会社の一部の株式

を保有したり、または株式保有を伴わず融資等による資金支援を一部行う例としては、前述

のハンガリーのパクシュプロジェクトが挙げられる。 
 

 
xxi さらには核兵器国以外では提案が難しい、使用済燃料の引き取りまでも提案することがある。 
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図 3-36 ROSATOM 社が新増設国に対して提案する資金支援スキームのイメージ図 

（出典）公開資料より三菱総合研究所作成 

 
前述のとおり、ロシアは現在でも BOO 契約によって建設を進めているトルコの 1 基を含

め、7 基を海外で建設中であり、中国、トルコ（2 基目～4 基目）フィンランド、アルメニ

アなどとは既に建設契約を締結している。 
ロシア国内での運転開始ペースはこのところ 1 年に 1～2 基であり、サプライチェーンの

資機材供給能力上の制約も指摘されるとことろはいえ、この建設ペースは翻って建設資金

余力の状況を示唆しているともいえる。 
ロシアでは、原油や天然ガスの生産が経済成長を支えてきた。しかし、2015 年には国際

的な原油価格の低迷を受けて経済・財政状況が悪化し、経済成長はマイナスに転落した。原

油・天然ガス市況の持ち直しとともに 2017 年にはプラス成長を取り戻したが、このことは

ロシア経済が現在でも原油、天然ガス市況に連動して変動する構造となっていることを示

している。ロシアはこうした経済構造の脆弱性を緩和するため国富ファンドを設立して資

源市況の変動に大きく左右されない財政構造を目指しているが、近年、原子炉輸出国向けに

提案された資金支援には、この国富ファンドを財源としている例もある。 
ロシアでは、原油国際市況が活況を呈していた 2004 年に石油の生産税、輸出関税等収入

による「安定化基金（Stabilization Fund）」が設立され、その後 2008 年にガスを対象に加え、

「予備基金（Reserve Fund、RF）」と、「国民福祉基金（National Wealth Fund、NWF）」の

２つの基金に分割された。RF は、石油・ガスの価格低下時の連邦予算補填を目的としてい

たが、長引く価格低迷で枯渇し、2018 年 1 月 1 日付けで残高ゼロとなった一方、NWF は現

状、安定的に維持されている。 
RF は、外貨預金や外国国債等でしか運用できない規則である一方、NWF は、ルーブル建

資産の購入や銀行預金が可能になっており、他の基金に比べて自由な運用が可能になって

いることが特徴の一つで、国内外のインフラへの投資財源ともなっている。 
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前述のフィンランド、ハンヒキビ 1 号機建設プロジェクトにおいては、NWF が原子力輸

出支援のために約 1,500 億ルーブル（当時換算レートで約 23 億ユーロ）が取り崩された形

である。この時の資金の流れは以下のとおりである。 
NWF から ROSATOM（正確にはアトムエネルゴプロム）に対して 575 億ルーブル（約 9

億ユーロ）が AEP の優先株取得という形で支出され、その後ハンヒキビ 1 号機の運転者で

ある Fennovoima に対し、9.2 億ユーロが Rusatom Energy International（REIN）からの劣後ロ

ーンの形で拠出された。これと並行して、REIN の子会社である、ROSATOM のフィンラン

ド現法である RAOS Voima が Fennovoima の株式の 34%を購入している 225。 
このように、国家財政安定のための貴重な財源から原子力輸出支援のための資金を汲み

出す形で進める資金支援の持続可能性には疑問符がつく。 

3.3.3 建設・運転保守分野 

(1) 建設・運転保守分野における施策 

建設・運転保守分野におけるロシアの重要な動きは、ROSATOM グループ傘下の機械製

造グループであるアトムエネルゴマシ（AEM）の強化による、重機械・機器製造部門の強化

に表れている。 
ROSATOM グループは、2006 年に AEM を設立し、AEM を中核として国内外の原子力発

電プラント用機械製造＆メカニカルエンジニアリング会社との提携や買収を展開すること

で重機械とメカニカルエンジニアリング事業の強化を図ってきた。これらの中には、旧ソ連

の製造拠点であったチェコ、ハンガリー等の企業も含まれている。 
AEM は 2006 年 5 月に、蒸気発生器・ボイラー大手の ZIO ポドルスクとそのエンジニア

リング子会社 ZIOMAR を傘下に収めた。同じく 2006 年には、バルブ・ポンプ製造大手の

Intelenergomash を買収し、2007 年には同社を通じて原子力発電プラント、石油ガスなどの

工業用バルブ及び器具の有力メーカーであるチェコのアラコ（Arako）の 51％株式を取得し

た後、2008 年 4 月に残りの 49％株式を取得して完全子会社化した。 
一方、2006 年 12 月には、エカテリンブルグに本拠地を置く燃料サイクル機器、使用済燃

料再処理機器、核廃棄物処理機器等の研究＆エンジニアリング研究機関であるスベルドロ

フスク化学工学研究所の 39.5％株式を取得した。その後出資持ち分を追加し、約 90%を保

有している。 
2008 年に東芝と戦略的提携フレームワークに署名し、この年、ハンガリーの油圧機・輸

送機器会社 Granz Enegetika を買収した。 2010 年にウクライナの鋳鍛鋼会社の

Energomashpetstal とロシアのマシーンビルディング会社の Petrozavodskmash を吸収合併し

てロシア最大のパワー＆メカニカルエンジニアリング会社へと急速な発展を遂げた。 
AEM グループは現在、50 社を超えるパワー機械製造関連の国内外の子会社及び関連会社

を通じて世界 20 カ国以上の市場向けに、原子力発電プラント用のタービンアイランド、ボ

イラー、蒸気発生器、計装・制御（I&C）システム、分離機、換気装置、高圧ヒーター、フ

ィルター等の補助機器、火力発電プラント向けの蒸気銅、低圧ヒーター、バルブ、石油ガス

業界向けの空気冷却装置、コイル、熱交換システム等を生産・供給している 226。 
AEM は直近の年次報告書において、ROSATOM グループが国内外に供給する原子力発電

プラントへの資機材供給シェアを、2018 年の 33.9%から、2030 年までに最低でも 50%以上
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とすることを戦略目標として定めている 227。 
 現在の AEM における原子力産業のサプライチェーン構造は表 3-36 のとおりである。 

表 3-36 AEM の原子力サプライチェーン構造 

プロセス 主たる事業内容 主たるグループ内企業 
研究開発  基礎研究・応用研究 

 新素材・加工の開発 
 プロトタイプ製造・テス

ト等 

 TsNMTTMASH 

 スベルドロフスク化学工学研

究所（燃料サイクル機器、使用

済燃料再処理機器、核廃棄物処

理機器等の研究＆エンジニア

リング研究機関）228 
設計 
エンジニアリング 

 すべてのロシア国内原子

炉の開発 
 原子力砕氷船の原子炉シ

ステムの設計・開発 
 中型・小型原子力発電プ

ラント用原子炉システム

生産に関する将来展望分

析 

 ギドロプレス 

 アフリカントフ OKBM 

 Ziomar 

 AEM-Technologies 

金属ビレット・特

殊鋼製造 
 原子力発電プラント及び

その他産業向け金属ビレ

ット及び特殊鋼の製造 
 新建材の開発 
 規格外機器の設計・製造 

 TSNIITMASH（中央機械製作研

究所） 

 エネルゴマシュスペッツスタ

リ（ウクライナ） 

 Petrozavodskmash（鋳鉄鋳物工

場） 
原子力発電プラン

ト用機器製造 
 原子力建屋・タービン建

屋用機器製造 
 関連補助機器製造 
 独創的な加工・生産の概

念設計 

 OKB ギドロプレス 

 アフリカントフ OKBM 

 Ziomar 

 Atommash 

その他周辺機器供

給 
 原子炉建屋機器 
 タービン建屋機器 
 補助建屋機器 

 AEM-Technologies（炉内構造

物、蒸気発生器、加圧器等） 

 TSKBM（1 次冷却材ポンプ等） 

 ZIO ポドルスク（配管、熱交換

器） 

 ギドロプレス 

 Ganz EEM（復水ポンプ） 

 Arako（配管）等 
（出典）AEM2018 年年次報告書より三菱総合研究所作成 



165 
 

(2) 建設・運転保守分野におけるサプライチェーン構造 

本項では、具体的な原子力発電所の建設プロジェクトを通じて、ロシアにおける原子力発

電所の建設・運転保守分野におけるサプライチェーン構造を整理する。 

1) 国内サプライヤーを中心とした構造 

ここでは、ノボボロネジ-2 のサプライチェーン構造を例として示す。 
ノボボロネジ-2 では、ロシアの第 3 世代＋と位置付けられる VVER-1200（輸出用 AES-

2006）が建設される。プラントオーナーはロスエネルゴアトム、建設・運転の責任を担うの

はノボボロネジ NPP である。基本設計には AEM 傘下の OKB ギドロプレス、クルチャトフ

研究所が関与するとともに、ロスエネルゴアトム、アトムエネルゴプロエクト（モスクワ）

も関与する。 
詳細設計と EPC 請負はアトムエネルゴプロエクト（モスクワ）である。 
圧力容器用の大型鍛造品は OMZ 社イジョラ工場で生産されるが、仕上げ（フィニッシン

グ）を行うのは、AEM 傘下の ZIO ポドルスクである。同社はこのほか、蒸気発生器の製造

も担う。タービン発電機はロシア国内企業である Power Machies が担う。 

 

図 3-37 ノボボロネジ-2 のサプライチェーン構造 

（出典）公開情報より三菱総合研究所作成 

2) 海外サプライヤーとの協力によるサプライチェーン構築 

近年では、ロシア国内の建設においても海外企業をサプライチェーンに組み込む事例が

見られる。ここでは、カリーニングラード 1、2 号機プロジェクトを例に、サプライチェー

ン構造を示す。 
カリーニングラード 1、2 号機プロジェクトは、リトアニア国境に近いバルト海沿岸のカ

リーニングラードでの VVER-200（AES-2006）2 基の建設を提案し、ロシア国内に最大 49％
の電力を供給し、残りをバルト 3 国等の欧州向けに輸出する計画であった。ロシアの狙い

は、同プラントで生産する電力を、隣接するリトアニアとポーランド及びドイツ等に輸出す
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ることで、石油ガスに続き、原子力でも欧州におけるエネルギー供給で主導権を確保するこ

とにあった。同計画は、国内原子炉建設史上初めて外国投資家、民間投資家の参加を勧誘す

るものであった 229。 
こうした背景もあいまって、カリーニングラード 1、2 号機プロジェクトには海外サプラ

イチェーンの参画が予定された。テクニカルコンサルタントには豪州のウォーリーパーソ

ンズ、蒸気タービン供給は、アルストムパワーシステムズと、アトムエネルゴマシと GE の

合弁である AAEM LLC が担う。 

 

図 3-38 カリーニングラード 1、2 号機プロジェクトのサプライチェーン構造 

（出典）公開情報より三菱総合研究所作成 

 
ただし、カリーニングラード建設プロジェクトは 2012 年にコンクリート打設を開始した

が、当時リトアニアで建設が計画されていた原子力発電所との電力販売の競合や地域の反

対等の環境悪化により 1 号機建設は中断している。既に発注済みであった圧力容器をベラ

ルーシに転用すること等を検討していると言われている。 

3) 海外プロジェクトにおけるサプライチェーン 

トルコで建設中のアキュプロジェクト（VVER-1200、4 基）のサプライチェーン構造は図 
3-39 のとおりである。アキュプロジェクトウェブサイト 230にも説明されているとおり、本

プロジェクトはロシアがトルコに対して建設・所有・運転（BOO）をパッケージで提供する

プロジェクトであり、リファレンスプラントはロシア国内のノボボロネジ-2 の VVER-1200
であることから、サプライチェーンの構造はノボボロネジプロジェクトと極めて類似して

いる。 
オーナー兼建設者は、ROSATOM がほぼ 100%を出資する Akkuyu Nuclear 特別目的会社

である。EPC はアトムエネルゴプロェクトが担い、科学技術諮問をクルチャトフ研究所、基

本設計を OKB ギドロプレスが担う体制もノボボロネジ-2 と同様である。 
許認可支援はカリーニングラードプロジェクトでも関与したウォーリーパーソンズを起

用、土木エンジニアリングもカリーニングラードプロジェクトと同様、TITAN-2 を起用して
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いる。このほか、ロシア国内の原子炉の運転を担いプラントのオーナーの立場でもあるロス

エネルゴアトムが技術支援を行う。主要機器はロシアから調達されるとされ、具体的な調達

元は明らかにされていないが、調達全般を担うのは他の国際プロジェクトでも調達総合コ

ントラクタを担うアトムストロイエクスポルトである。後述のとおり、蒸気タービンはアル

ストム（現在は GE）とアトムエネルゴマシの JV である AAEM LLC から調達される。 
アキュプロジェクトウェブサイトでは、主要な資機材はロシアから調達する一方、トルコ

国内企業が建設プロジェクトの最大 40%程度を担う可能性があると述べられている。 
なお、ROSATOM は、BOO 方式での建設をトルコ側に約束した後、2016 年には、Akkuyu 

Nuclear の持ち分の 49%をトルコの大手建設会社から構成される 3 社のコンソーシアムに売

却する意向を示した。ROSATOM とコンソーシアム側でいったん合意がなされたが、交渉

途上でそのうち 2 社が離脱した。アキュプロジェクトから取水設備の建設を受注していた

Cengiz 社が最後まで交渉の場に残ったが、2018 年 2 月、最終的に 3 社がすべて出資交渉か

ら撤退した 231。新興国における初号機のサプライチェーンは当然に構築されていないこと

から、土木分野での地場企業の参加がまずは企図されるが、この例でも、土木事業への参入

を目指した地場企業と、事業機会を提供しようとしたロシア側で、何らかの条件で折り合う

ことができなかったことを示している。 
 
 

 

図 3-39 トルコ・アキュプロジェクトのサプライチェーン構造 

（出典）アキュ プロジェクト ウェブサイト 232 

 
一方、既に自国に運転中の原子力発電プラントを有しているフィンランド、ハンヒキビプ

ロジェクトのサプライチェーン構造は図 3-40 に示すとおりとなっている。 
建設を担うのは RAOS Project 特別目的会社で、EPC コントラクタは、アキュやカリーニ

ングラードプロジェクトで土木エンジニアリングを担う TITAN-2 である。設計・技術指導

は OKB ギドロプレス、許認可対応はアトムエネルゴプロェクト（サンクトペテルブルク）

が担う。主要資機材はアトムエネルゴマシが供給する。蒸気タービンは、カリーニングラー

ド、アキュと同様に AAEM LLC が担うが、タービンローターは日本製鋼所が製作する 233。
234計装制御は、Framatome-Siemens のコンソーシアムが提供する。 
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なお、その他の装置・機器・機材の 92％はフィンランド現地で調達する方針であるとさ

れ、Fennovoima 社のサイトでは、サブコントラクター登録を広く募っている。 
 
 

 

図 3-40 フィンランド・ハンヒキビロジェクトのサプライチェーン構造 

（出典）Fennovoima ウェブサイト 235 

(3) 重要なサプライチェーンプレイヤー 

本節では、ROSATOM グループの重機械とメカニカルエンジニアリング事業を担う AEM
及び ROSATOM グループ外の独立系の大手サプライチェーンプレイヤーである OMZ 社、

パワーマシーンズ社について整理する。 

1) アトムエネルゴマシ（AEM） 

アトムエネルゴマシ（AEM）は ROSATOM グループの重機・パワーエンジニアリングを

一手に担う中核企業である。原子力以外に火力発電プラント、再エネ発電設備等の供給にも

実績がある。 
AEM の設立以来、国内外の原子力発電プラント用機械製造＆メカニカルエンジニアリン

グ会社との提携や買収を幅広く展開してきたことは既に述べた。以下では AEM 傘下に入っ

た重要なサプライチェーンプレイヤーの概要を整理する。 

a. アフリカントフ OKBM 

アフリカントフ OKBM は、ゴーリキ重機プラント設計研究所を基盤として 1945 年に実

験機械製造設計ビューロー（OKBM）として創設され、2008 年にアトムエネルゴプロムの

子会社として法人登記され、ROSATOM グループのメカニカルエンジニアリングを担う企

業となる。現在は、アトムエネルゴマシの傘下にある。正式名称は Afrikantov Experimental 
Design Bureau for Mechanical Engineering である。 
主な事業は、1）商用原子炉（特に原子力砕氷船と浮揚式発電所に搭載する原子炉及び



169 
 

NSSS 等、高速ナトリウム冷却炉である BN-350、BN-600、BN-800、BN-1200、BN-1800, BMN-
17、BN-600M）及びクローズド燃料サイクルの設計・開発、小型・中型原子炉の設計と開発、

2）燃料集合体（VVER-1000 用改良型核燃料集合体の生産、改良型核燃料集合体の“TVSA”
と“TVS-2”の生産等）と炉心の設計・開発、3）各種のバルブ、ポンプ、原子炉制御システ

ム、熱交換器等の開発・生産である。 
OKB ギドロプレス等と共同でガス拡散濃縮施設を製造し、その後、遠心分離機を開発。

マヤーク PA の RT-1（使用済燃料を再処理する多目的プラント）用機器の設計も担ってい

る。 
同社は、原子力砕氷船搭載用等、小型原子炉の開発に強みを有しており、アカデミック・

ロモノソフに搭載された KLT-40 及びその改良型 KLT-40S も同社の設計によるほか、高速

炉（BN-350、BN-600）の設計にも関わっている。また、開発中の BN-800、BN-1200、BN-
1800 のほか、モジュール型高速炉（BMN-17）、改良型高速炉（BN-600M）の開発を担って

いる。 

b. ギドロプレス 

ギドロプレス（Gidropress）は、1946 年、軍事用と民生用の原子炉、特に原子力潜水艦の

原子炉を開発する目的で設立された研究開発・製造機関である。現在はアトムエネルゴマシ

の傘下で、VVER 原子炉を主体とする原子炉の設計、理論分析、R&D 及び生産を行う中核

機関である。主流の VVER 以外にも、鉛ビスマス高速炉である SVBR の概念設計を開発中

である。このほか、BN-800 用超高温蒸気発生器や BREST-OD-300 用蒸気発生器等、ナトリ

ウム冷却高速炉の機器開発も行っている。 

c. ZIO ポドルスク 

ZIO ポドルスクは正式名称を Machine-Building Plant ZIO Podolsk と称する原子力発電用蒸

気発生器及びボイラー製造の大手である。2006 年に AEM 傘下企業となった。 
圧力容器製造、蒸気発生器の製造を担っている。主な受注実績は以下のとおり。 

 

表 3-37 ZIO ポドルスクの主な受注実績 

プロジェクト 納入品 
レニングラード-2 1 号機、2 号機 蒸気発生器 
ノボボロネジ-2 2 号機 蒸気発生器 

（出典）AEM ウェブサイトより三菱総合研究所作成 

d. AAEM LLC 

アルストム・アトムエネルゴマシ LLC（AAEM LLC）は、2007 年 7 月にフランスのアル

ストム（その後 GE が買収）との合弁により設立された蒸気タービン製造会社である。当時

の出資比率はアトムエネルゴマシが 51%、アルストムが 49%であった。その後 2015 年に GE
がアスルトムのタービン事業を買収したことから、現在はアトムエネルゴマシが 51%、GE
が 49%を保有する。GE は大規模出力能力（1,200～1,800 MW）を持つハーフスピード・タ
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ービンの ARABELLE の製造関連技術ライセンスを AAEM LLC に移転した。ARABELLE タ

ービンはロシア国内のみならず、海外の VVER プロジェクトにおいてもサプライチェーン

の重要な部分を担っている。 
AAEM LLC の実績は、ROSATOM グループの海外サプライヤーとの協力によるサプライ

チェーン強化戦略の成功モデルと自賛されている。主な受注実績を表 3-37 に示す。 
 

表 3-38 AAEM LLC の主な受注実績 

プロジェクト名 原子炉 概要 
ハンヒキビ 1 
（フィンランド） 
建設準備中 

VVER-1200（AES-2006） 
 

発注者：RAOS プロジェクト（プロジェ

クト SPC） 
契約：2016 年 8 月 
契約内容：蒸気タービン（ARABELLE）、
復水器、湿分分離加熱器、高圧・低圧加

熱器、給水タンク、脱気装置、復水・給

水ポンプ、タービン、配管、バルブ等一

式 
設置・試運転に係るアドバイザリサービ

スも提供 
パクシュ 
（ハンガリー） 
建設準備中 

VVER-1200 発注者：パクシュ NPP 
契約：2018 年 
契約内容：タービン建屋付属設備（復水

器、湿分分離加熱器、高圧・低圧加熱器、

給水タンク、脱気装置、凝縮液抽出・給

水ポンプ、タービン及び発電機の付属シ

ステム設備、配管及びバルブ一式を含

む）を供給。パクシュ NPP サイトにおけ

る供給設備の据付及び試運転中の技術

分野の助言サービスも提供 
アキュ 
（トルコ） 
建設中 

VVER-1200 発注者：アトムエネルゴマシ 
契約：2017 年 8 月 
契約内容：ハーフスピード蒸気タービン

（ARABELLE）一式（製造はアルストム・

パワー・システムズ） 
その他：ポンプ、熱交換器等はアトムエ

ネルゴマシが供給 
エルダバ 
（エジプト） 
建設準備中 

VVER-1200  

（出典）AEM ウェブサイトより三菱総合研究所作成 
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2) OMZ 社 

OMZ 社は正式名称を OMZ（Uralmash-Izhora Group）という、ロシア最大の重機械製造企

業グループである。日本語訳では統一重機と呼ばれていたこともある。ROSATOM グルー

プとの間に資本関係はなく、ガスプロムバンクの経営支配下にある。 
重機製造のウラルマシュ工場、原子炉圧力容器用鍛造品を製造するイジョラ工場の他、特

殊鋼の OMZ スペッツスタリ、国外においては国外ではチェコのシュコダ JS 等を傘下に持

つ。 
主な事業内容は、原子力産業、石油ガス産業、鉱業等の重機・機器装置、特殊鋼等の生産・

販売・保守であり、事業内容は原子力にとどまらない。 
原子力関連品目では、原子炉・格納容器用機器、PWR・BWR 用機器、蒸気発生器、加圧

器、緊急炉心冷却装置（ECCS）のタンク、浮遊型原子力発電プラント関連機器、使用済燃

料貯蔵・輸送用機器等、多岐にわたる。 

a. イジョラ工場 

OMZ 社のイジョラ工場は、VVER-1000 用の大型鍛造品を年間 2 基分製造する生産能力を

有している。ロシアが輸出も目指す VVER-1200 用の圧力容器用鍛造品も年間 3～4 基分が

製造可能である。 
原子力ルネサンスの時期には、低速タービン用のローター用の鍛造品製造のための生産

設備の導入や、蒸気発生器の製造も視野に入れていたが、現在の状況は明らかでない。 

b. シュコダ JS 

チェコに拠点を有するシュコダグループの原子力エンジニアリング・製造部門であった

シュコダ JS（Skoda JS）は、2004 年に OMZ グループ傘下に入った。主な事業部門は、1）
原子力エンジニアリング（VVER-440、VVER-1000、VVER-1200 等の 1 次系システムの設計、

既設炉の近代化及び設備更新、使用済燃料中間貯蔵施設の建設、廃止措置等）、2）NPP サ

ービス（原子炉機器の保守、原子炉機器のライフサイクルマネジメント、原子炉・蒸気発生

器・主冷却ポンプ・制御棒駆動装置検査等）、3）原子力関連機器製造（RBMK、VVER、PWR、
BWR、研究炉等の原子炉及び機器製造、使用済燃料輸送・貯蔵関連機器の製造等）、4）計

装＆制御システムの改修及び設備更新と幅広い。 
 
OMZ 社の主な受注実績を以下に示す。 

表 3-39 OMZ 社の主な受注実績 

プロジェクト 納入品 製造・サービス拠点 
レニングラード-2 1 号機、2 号機 圧力容器、原子炉機

器 
イジョラ工場 

ノボボロネジ-2 2 号機 圧力容器、原子炉機

器 
イジョラ工場 

ブシェール（イラン） 原子炉機器 イジョラ工場 
田湾（中国） 原子炉機器 イジョラ工場 
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アカデミック・ロモノソフ 圧力容器 イジョラ工場 
クダンクラム（インド） 原子炉機器 イジョラ工場 
オルキルオト 3 号機（フィンランド） 炉内構造物 シュコダ JS 
オブリヒハイム（ドイツ） 使用済燃料キャスク シュコダ JS 
イグナリナ（リトアニア） 使用済燃料キャスク シュコダ JS 
コズロドイ（ブルガリア） 使用済燃料キャスク シュコダ JS 
フラマンヴィル（フランス） 使用済燃料輸送機器 シュコダ JS 
モホフチェ 3、4 号機（スロバキア） EPC、1 次系機器 シュコダ JS 
台山-1 1、2 号機（中国） 炉内構造物 シュコダ JS 

（出典）OMZ 社ウェブサイトより三菱総合研究所作成 

3) パワーマシーンズ社 

パワーマシーンズ社は、火力発電所、原子力発電所（NPP）、水力発電所、コンバインド

サイクルガスタービン発電所（CCGT）、熱併給発電プラント（CHHP）向けの機器・装置の

エンジニアリング、製造、供給、据付、メンテナンス及び現代化を行う発電プラントエンジ

ニアリング会社である。ROSATOM グループとの間に資本関係はなく、ロシア大手鉄鋼会

社のセベルスタリのアレクセイ・モルダショフ会長が同社の会長も務める。 
原子力発電及び火力発電用スチームタービン（800～1200 MW クラスの NPP 用高速ター

ビンを含む最大 1200 MW の蒸気タービン）、ターボ発電機、ガスタービン、蒸気タービン

及びガスタービン用ブレード、計装＆制御システム、復水器、電圧制御機器、水力発電用タ

ービン・発電機（最大 740 MW）等でロシア有力の製造業者である。 

a. レニングラード金属工場 

1857 年にボイラー工場として設立。蒸気タービン、水力タービン、ガスタービンの製造

に着手した。発電用タービンの設計・生産に特化し、世界 40 カ国 700 カ所の発電所にター

ビンを供給する。 

b. エレクトロシラ工場 

ロシア国内でも最大手の原子力発電プラント向け発電機メーカー。CIS 諸国では、60%の

火力発電所、70%の水力発電所、100％の原子力発電所に同プラントで生産された発電機が

搭載されている。 
 
パワーマシーンズ社の主な受注実績を表 3-40 に示す。 

表 3-40 パワーマシーンズ社の主な受注実績 

プロジェクト 納入品 
レニングラード-2 1 号機、2 号機（VVER） タービン及びタービン発電機 
ノボボロネジ-2 2 号機（VVER） タービン及びタービン発電機 
ベロヤルスク 4 号機（BN-800） タービン建屋機器一式 

（出典）Power Machines 社ウェブサイトより三菱総合研究所作成 
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3.3.4 廃炉分野 

(1) 廃炉分野における主要施策 

廃炉分野においても、財政による特別な支援状況は確認できないが、建設・運転保守分野

と同様に、高い技術と実績を有する海外企業を買収することによって国内廃炉事業の円滑

化と、今後の拡大が見込まれる海外廃炉事業への参入を企図していることがうかがわれる。 
代表的な事例は、ドイツの廃止措置・放射性廃棄物管理の実績に長けた NUKEM テクノ

ロジーズ社の買収である。 
表 3-41 は、後述する ROSATOM グループの廃止措置専門会社 NIKIMT-アトムストロイ

が 2018 年時点で展望した廃止措置市場規模である。事業の多くをロシア国内の廃止措置事

業に、次いで ROSATOM が VVER 炉で進出する海外市場の廃止措置市場に期待しており、

VVER 以外の原子炉については競争的セグメントであるとして、市場として妙味がないと

の分析をしていたことがわかる。 
 

表 3-41 NIKIMT-アトムストロイが参入する廃止措置市場の展望 

市場セグメント 2030 年までの市場セグメント規模 

ロシア市場 約 73 億ドル 

海外市場（ROSATOM 進出国） 約 16 億ドル 

海外市場（その他：競争的セグメント） 約 1 億ドル強 

（出典）ロシアの原子力専門コンサルティング会社の情報による 

 
しかし、最近になってそうした見方は若干変わってきたようである。前述のとおり、2020

年 2 月に、ROSATOM 傘下の燃料会社である TVEL 社が、スペインの国営ウラン公社

（ENUSA）、エキポス・ヌクレアーレ社（ENSA）、IDOM 社と、原子力施設の廃止措置、

高レベル放射性廃棄物管理分野に係るエンジニアリング及びコンサルティングサービス分

野の協力に係る覚書を締結した。ロシアは、原子力廃止措置サービスの市場規模は 2030 年

までに約 1,000 億ユーロ（約 1,100 億ドル）を超えると推定しており、こうした、各国との

協力合意により、グローバル市場に対し多様な廃止措置関連サービスを一体的に提供でき

るとの期待を示している。なお、1,100 億ドル規模の市場見通しのうち、124 億ドルは福島

第一原子力発電所の廃止措置に係る費用、242億ドルがドイツの原子炉段階的廃止に伴う廃

止措置費用との見立てもある。 

(2) 廃炉分野におけるサプライチェーン構造 

ロシア国内の原子力発電所の廃止措置は、ROSATOM 社傘下のうち、全原子炉の運転事

業者であるロスエネルゴアトムが管轄している。具体的な計画・実施は、2013 年に設立さ

れた同社子会社の Pilot and Demonstration Engineering Center for Decommissioning
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（ODITs）が中心となって担う体制である。 
また、ロスエネルゴアトム社は廃止措置の実施にあたって、ROSATOM 社のバックエン

ド部門の企業と協働で進める体制になっている。 
公開されている情報からは、ロシアの廃止措置の具体的な方法や体制の詳細を読み取る

ことができない。 
ROSATOM グループは、原子炉輸出戦略において積極的であるが、既設国を含めた廃止

措置単独の事業についても、例えばドイツやリトアニアの廃止措置に関心を示しているこ

とがわかっている。 

(3) 重要なサプライチェーンプレイヤー 

以下に廃止措置に関連する代表的機関とその役割について示す。 

a. 連邦原子力・放射線安全センター（FCNRS） 

ROSATOM 傘下企業。原子力発電所や原子力潜水艦の安全な解体・廃止措置のため、バッ

クエンド部門を統括し、廃炉プロセスの調整や、環境モニタリングや土壌浄化も含めた技

術支援を提供する 236。 

b. ウラン黒鉛原子炉廃炉センター（PDC UGR） 

ROSATOM 傘下企業。海外でのウラン黒鉛原子炉の廃止措置に実績を有する 237。 

c. NUKEM テクノロジーズ 

NUKEM テクノロジーズは 2009 年に ROSATOM 傘下で原子炉の設計・建設を担う

ASE Group（NIKIMT アトムストロイ、詳細は後述）の 100％子会社となったドイツ企業

である。 
使用済燃料貯蔵施設や放射性廃棄物処理施設の建設に実績を有し、ドイツをはじめ、そ

の他西欧・東欧、南アフリカ、中国等で商用炉、プロトタイプ炉等さまざまなプラントで

の放射性廃棄物管理・廃止措置の経験を有する 238。主なプロジェクトには以下のようなも

のがある 239。 
 事故を起こしたチェルノブイリ（ウクライナ）における固体廃棄物処理施設の設

計・建設（ターンキー契約） 
 ブルガリア、コズロドイ発電所の使用済燃料中間貯蔵施設の建設（ドイツ企業 GNS

と共同実施） 
 ドイツ、カール試験炉の廃止措置における生体遮へい体解体、構築物の除染、サイ

ト修復等を実施し、サイトのフリーリリースを実現 
 
NUKEM テクノロジーズの子会社である NUKEM テクノロジーズエンジニアリングサ

ービス GmbH も、同様に NIKIMT-アトムストロイの子会社となっている。支配構造、役

割分担は図 3-41 に示すとおりである。NUKEM テクノロジーズは ROSATOM グループ

の買収後も、ドイツに拠点を有している。 
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図 3-41 ROSATOM グループによるドイツ企業買収と事業構造 

（出典）NUKEM テクノロジーズウェブサイト等より三菱総合研究所作成 

d. NIKIMT-アトムストロイ 

NIKIMT アトムストロイは、廃止措置プロジェクトと放射性廃棄物取扱技術に特化した、

ROSATOM 傘下のエンジニアリング会社である。ROSATOM は 2016 年、核・放射線危険施

設の廃止措置と放射性廃棄物処理の能力すべてを NIKIMT アトムストロイに統合すること

を決定した。この変革の目的は、廃止措置プロジェクトと放射性廃棄物関連市場において競

争力のある強力なロシアのプレイヤーを持つことにあった。 
NIKIMT アトムストロイの主たる事業は廃止措置、放射性廃棄物管理分野のプロジェクト

管理、 設備、サービス、建設・据付役務の調達、非標準的設備の製造設計書の作成及び製

造、廃止措置及び放射性廃棄物管理技術の開発、解体及び区域の修復と幅広い。 

e. RosRAO 

ROSATOM 傘下の放射性廃棄物の輸送・処理、土壌浄化等を担う事業体 240。放射性廃

棄物の管理や、全種類の放射性廃棄物安定化処理施設の建設・試運転・運転に関する技術開発

に豊富な経験を有する。 

また、小規模な核・放射線危険施設（NRHF）の廃止措置の経験を持ち、NRHF 及び区域の

除染に広範な経験と技術を有する。 

貯蔵を含む放射性廃棄物管理のための施設を持つプラントの大規模ネットワークも有する。

日本の福島第一原子力発電所の廃炉に向けた研究開発プロジェクトへの参加実績を有す

る。 

3.3.5 SMR を含む次世代炉・革新炉の開発動向とそのサプライチェーン構築状況 

(1) 次世代炉開発戦略 

本項では、ROSATOM が策定した最近の次世代炉開発戦略文書から、今後の開発の方向

性を整理する。 
 

ROSATOM 科学技術委員会（Scientific and Technical Council）は 2018 年 12 月に「2100 年

までのロシア原子力開発戦略」（以下「2018 年戦略」という）を検討した。 
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「2018 年戦略」には、「新しい原子力技術プラットフォーム（NTP NP）」及び「ロシア

原子力のクローズド燃料サイクル開発戦略」の概念が示されている。「2018 戦略」は

ROSATOM グループとしての承認をまだ得ておらず、また、その解釈についての専門家の

見解もまちまちであるが、全員の意見に共通している唯一の点として、開発の戦略的方向性

が熱中性子炉 VVER と高速中性子炉 BN を組合せた「2 つの要素から成る発電ユニットをベ

ースとする原子力システム」にある点が挙げられる。この「2 つの要素から成る原子力シス

テム」の開発が成功すれば、ロシアのクローズド燃料サイクルは完結し、ロシア原子力産業

は最高レベルのエネルギー安全保障を達成できることが期待されている。 
「2018 年戦略」が示すとおり、ロシアは熱中性子炉 VVER と高速中性子炉 BN という 2

つのタイプの原子炉の開発を計画している。少なくとも 2050 年までの期間は、VVER-1200
技術をベースとする熱中性子炉の革新的な開発を想定している一方で、高速中性子炉に関

しては、現在、ROSATOM が有望な技術を選定中である。熱中性子炉 VVER の革新的開発

に関する研究開発の費用は、ROSATOM の予算から支出される一方、高速中性子炉に関す

る研究開発費用と実証炉の建設費用は、ROSATOM 及びロシア政府の予算で賄われている。 
革新炉について ROSATOM は、鉛冷却高速炉 BREST-300 を含む実験・商業用原子力複合

施設の建設及び運転経験を獲得した後、既に運転中のナトリウム冷却高速炉と比較するこ

とにより、2 つの技術の一方を選定することを目指している。BREST-300 の建設には 5～6
年、その試験運転にはさらに数年かかると予想されるため、当面は２つの技術の同時開発が

続き、将来的な実用化技術の選定は 2030 年以降になると見られている。 

(2) 次世代炉等の開発状況 

本項では、ロシアにおける次世代炉等の現在の開発状況を整理する。 
ロシアは世界の原子力市場におけるプレゼンス強化を目指し、新型の高速炉を開発中であ

り、クローズド燃料サイクルを前提とした高速炉として、BREST、SVBR 等の実用化を推進

している、ただし開発は遅延傾向にある。なお、浮揚式原子力発電所の分野では世界をリー

ドしている。 

1) 軽水炉ベースの新型炉開発 

a. 小型軽水炉（VBER） 

小型軽水 VBER はアフリカントフ OKBM 社が開発するロシア型小型加圧水型炉で、第 3
世代＋炉と位置付けられる。VBER は、原子力船の原子炉を改良したもので、燃料は VVER
と同じである。VBER は浮揚式でも、陸上でも利用でき、淡水化にも利用できる。開発の中

心は電気出力 32.5 万 kW の VBER-300 が中心で、2010 年にはカザフスタンでの建設予定が

発表された。2017 年にはカザフスタンで許可が申請されている。 

b. 小型軽水炉（KLT-40S） 

小型原子炉 KLT-40S は、電気出力 3.5 万 kW の原子力砕氷船用の原子炉で、浮揚式原子

力発電所「アカデミック・ロモノソフ」（後述）にも既に搭載され、商用運転が行われてい

る。造船所で製造され、組立状態で需要者に提供可能である。また、電力供給に加え、熱源
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としても利用できるほか、脱塩にも適用可能な多用途の小型炉である。 

c. 小型軽水炉（VK-300） 

小型原子炉 VK-300 は電気出力 2.5 万 kW で、原型炉 VK-50 をベースとしている。シン

プルな統合型 BWR で、自然循環冷却方式、現在現在詳細設計段階にある。KLT-40S と同様、 
熱と電力を供給可能だが、特に脱塩に活用することが目指されている。 

2) 次世代炉（高速炉、超高温原子炉等）の研究開発状況 

a. 高速炉（BN-600、BN-800、BN-1200） 

ロシアの高速炉開発の開始は、ソ連時代に遡る。 
原型炉であるタンク型炉のベロヤルスク 3 号機（BN-600）（60 万 kW）は 1980 年に運転

を開始済みで、現在も運転が行われている。実証炉で、MOX 燃料を装荷した高速増殖炉ベ

ロヤルスク 4 号機（BN-800）（88 万 kW）が 2016 年 11 月に商業運転を開始している。同

機は、2020 年 1 月には MOX 燃料の一部交換が実施されており、フル MOX 燃料運転は、

2021 年末頃となる見通しである 241。 
さらに、2025年頃からの着工、2031～2032年頃の完成を目指して商用炉BN-1200がOKBM

社によって開発されている。BN-1200 は 60 年の運転寿命が想定されている 242。 

b. 鉛冷却高速炉（BREST-300、BREST-1200） 

動力工学研究開発研究所（NIKIET）が概念設計を行っている BREST-300（30 万 kW）及

び BREST-1200（120 万 kW）は鉛ビスマス冷却高速炉である 243。 
BREST-300 は、2011 年に「ブレークスルー」プロジェクトを策定し、セベルスクのシベ

リア化学コンビナートのサイトに、パイロット実証炉、燃料製造プラント、再処理施設のセ

ットでの建設を計画していた（予算は約 90 億ルーブル）。2014 年 9 月に、NIKIET が詳細

設計を完了したことを発表しており、2020 年頃の着工、2025 年頃の運転開始が計画されて

いる。 

c. 鉛ビスマス冷却高速炉（SVBR-100） 

 SVBR は、AKME-エンジニアリング社が設計・製造をする鉛ビスマス冷却高速炉である。

SVBR は、遠隔地の僻地に設置して電力を供給することができ、また海水脱塩装置を備えた

浮揚型原子力発電プラントとしても設置できるとされている 244。 
原型炉である SVBR-100（10 万 kW）は、パイロット発電設備の 2020 年の運開が見込まれ

ている。 

d. 高温ガス炉（GT-MHR） 

米国エネルギー省（DOE）の主導による国際共同プロジェクトとして 2000 年代初に開発

が開始された高温ガスタービンモジュール炉で、電気出力は 28.5 万 kWe である。米国のジ
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ェネラルアトミックス（GA）、フランスのフラマトム、日本の富士電機等も参画し、ロシ

アからは OKBM が参画する。完工時期は 2023～2025 年頃とされているが、具体的な進捗は

確認できない。 

e. 多目的高速中性子研究炉（MBIR） 

2015 年 9 月に原子炉研究所（RIAR）で着工。熱出力 15 万 kWt。鉛、鉛・ビスマス、ナト

リウム等による冷却可能。2024 年頃に完成が予定されている。 
IAEA の国際フォーラム INPRO の枠内で、「MBIR 国際研究センター」としても活用され

る見通しである。 

3) 軽水炉・高速炉以外の研究開発動向 

a. 原子力砕氷船 

ロシアの原子力研究開発の特徴として、原子力砕氷船が挙げられる。原子力砕氷船の任務

は常時北海ルートを利用可能な状態にしておき、極北地方と北極大陸棚へのアクセスを確

保することである。 
ROSATOM 傘下のアトムフロート社が砕氷船（6 隻）、浮揚型技術船（2 隻）、軽貨物船

（1 隻）、液体放射性廃棄物用特別タンカー（1 隻）、衛生管理・放射線測定船（1 隻）を運

転している。これに加え、喫水の浅い次世代型の原子力砕氷船の設計が行われており、

ROSATOM 社はこれらの船の建造を計画している 245。 

b. 浮揚式原子力発電所 

「アカデミック・ロモノソフ」は、小型原子炉 KLT-40S を 2 基搭載した、世界初の浮揚

式原子力発電所である。 

当初計画では 2015 年までに複数基を建設する予定であったが、石油・ガス価格の低迷な

どに起因する経済状況の低迷により、十分な資金の投入ができず建設は遅延した。前述の

とおり、2018 年 4 月には原子炉を搭載、造船拠点のサンクトペテルブルグを出航し、10 月

にはムルマンスクで燃料装荷を完了して再度出航、2019 年 9 月にチュコトカ地域ペベクに

到着し、12 月にペベック地区の送電網に並列している。2020 年 1 月には、同地区の独立型

送電網へ 1,000 万 kWh の電力を供給し、現在、アカデミック・ロモノソフは同地区の独立

送電網における電力需要の 20％を供給している。所有・運転者はロスエネルゴアトム。 

浮揚式原子力発電所技術については、中国との協力にも前向きで、2014 年 7 月には、

ROSATOM 社と中国核工業建設集団公司（CNEC）が浮揚式原子力発電所の開発プロジェ

クトで協力覚書を締結している。 
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3.4 中国 

3.4.1 原子力産業の基本情報 

本節では、中国における原子力産業の基本情報として、(1)において国の原子力政策や規

制に関わる体制を、(4)において産業界の体制等の情報を整理する。 
 

(1) 原子力産業構造 

図 3-42 は、2000 年以降の中国における電力最終需要量を示している。中国では、1970 年

代後半に開始された改革開放政策以降、急速な経済成長に合わせて電力需要も伸長してお

り、図示した 2000 年から 2017 年にかけても、電力需要の年平均伸び率は 23%となる。 
こうした状況下で、中国では 1994 年に商用炉初号機が運転を開始し、それ以降原子力発

電所の設備容量や発電量は着実に伸びてきているものの、それでも 2017 年時点で総発電電

力量の 7 割近くを石炭発電が占めており、原子力発電による発電電力量は全体の 4%に達し

ていない 246。他方で中国が政府や事業者一体となって原子力発電推進に注力していること

は事実であり、後述するとおり、「第 13 次五カ年計画」期間（2016～2020 年）の最終年と

なる 2020 年には、運開した原子力発電の設備容量 5,800 万 kW、建設中の原子力発電所の設

備容量 3,000 万 kW 以上を達成するとの目標を提示している。 
 
 

 

図 3-42 2000 年以降の中国における電力最終需要量（単位：TWh） 

（出典）国際エネルギー機関（IEA）, World Energy Balances 2019 Edition 
 
図 3-43 は、中国政府の原子力関連組織の関係等を示している。国務院は、憲法において

国の最高行政機関と位置付けられており、我が国の内閣に相当するものである 247。 
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図 3-43 中国政府の原子力関連組織 

（出典）原子力安全条約 中華人民共和国第 7 回国家報告（2013-2015）等に基づき三菱総合研究所作成 
 
図 3-43 において、右側の緑色で囲った各組織は、原子力を含むエネルギー政策の立案等

に関わる組織である。中央の国有資産管理監督委員会（SASAC）は、中国の原子力発電の 3
事業者（中国核工業集団公司（CNNC）、中国広核集団（CGN）、国家電力投資集団公司（SPIC））
をはじめ、原子力産業に関係する主要企業の多くが国有企業であり、それら国有企業の経営

等を監督する組織である。左側の生態環境部は、我が国の環境省に相当する組織である。そ

の下の国家核安全局は、原子力安全規制機関と位置付けられる。 

(2) 原子力政策動向 

中国では、原子力の民生利用は、商用炉の初号機商業運転開始が 1994 年と、他の主要国

と比べて遅れたものの、一貫して積極的に原子力発電利用を推進する政策を堅持している。

以下において、時系列で主要な政策文書等に沿って中国の原子力政策を概観する。 

1) 「原子力発電中長期計画（2005～2020 年）」（2007 年）248 

中国における経済・社会の発展計画の中心となるのは、5 年ごとに策定される五カ年計画

である。しかしながら、5 年を超える期間を対象とした計画が策定される場合もある。原子

力発電分野では、2007 年に国家発展改革委員会によって「原子力発電中長期計画（2005～
2020 年）」が策定され、国務院の批准を得ている。この計画は、2005～2020 年という、五

カ年計画期間を超える期間を対象として、原子力発電の方向性を定めたものである。 
「原子力発電中長期発展計画（2005～2020 年）」は、積極的に原子力発電所の建設を推

進するという方針を貫徹し、原子力技術の飛躍的な発展を実現し、世界の原子力先進国との

レベルの隔たりを縮小するという目標のために策定したものとされている 。同計画では、

積極的な原子力発電の推進は、中国のエネルギー建設における重要な政策の一つであり、経

済や社会の発展のために必要とされるエネルギー需要の満足、エネルギーセキュリティの

確保、環境保護、電力工業体制の充実と持続的発展、中国の総合的な経済力の向上、及び工

業技術水準や国際的地位の向上という点で、重要な意味を持つとされている。 
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「原子力発電中長期発展計画（2005～2020 年）」は、2020 年までに原子力発電の設備容

量を 4,000 万 kW に、発電量を 2,600～2,800 億 kWh にするとの目標を提示している。また、

この目標と、本計画策定時における運転中及び建設中の原子力発電の設備容量（1,696.8 万

kW）を踏まえると、2020 年までに新たに約 2,300 万 kW 分の設備容量の増加が必要である

としている。さらに、2020 年時点で建設中の設備容量を 1,800 万 kW にするとの目標を提示

している。表 3-42 は、「原子力発電中長期発展計画（2005～2020 年）」において示された、

5 年ごとに期間を区切った原子力発電の設備容量等の目標である。 

表 3-42 「原子力発電中長期発展計画（2005～2020 年）」における 5 年毎の 
原子力発電設備容量等の目標 

 期間内の 

新規着工 

期間内の 

運転開始 
期末の設備容量 

期末時点で建設

中の設備容量 

2000 年以前 － － 226.8 － 

2001～05 年 

（第 10 次 

五カ年計画期間） 
346 468 694.8 558 

2006～10 年 

（第 11 次 

五カ年計画期間） 
1,244 558 1,252.8 1,244 

2011～15 年 

（第 12 次 

五カ年計画期間） 
2,000 1,244 2,496.8 2,000 

2016～20 年 

（第 13 次 

五カ年計画期間） 
1,800 2,000 4,496.8 1,800 

（出典）「原子力発電中長期発展計画（2005～2020 年）」 

 
「原子力発電中長期計画（2005～2020 年）」では中国における自国での設計や設備製造

能力の向上、原子力サプライチェーンの発展に関して、以下の目標等が示されている。 
 
設計の自主化 
国内における原子力発電所建設経験を活用して、今後の秦山第二原子力発電所 3、4 号機

や岭澳原子力発電所 2 号機等の建設において、国内企業が 60 万 kW 級及び 100 万 kW 級プ

ラントの自主設計能力を獲得できるようにする。 
第 11 次五カ年計画期間（2006～2010 年）中は、外国との協力を通じて、第 3 世代炉の技

術を導入し、三門・海陽原子力発電所の建設プロジェクトを進める。工程の設計においては、

当初は外国との共同設計から初めてよいが、徐々に国内企業の自主設計能力を向上させ、中

国による先進 PWR の量産化に向けた設計能力を獲得する。原子力発電の比率を速やかに向

上させるために、台山原子力発電所では海外の技術や設備を輸入して第 3 世代炉を建設す

る。 
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原子力発電設備製造の自主化 
第 11 次五カ年計画（2006～2010 年）期間中に、最低でも毎年 200 万 kW 分の原子力発電

所の設備を製造する能力を身に着け、2010 年以降はこれを 400 万 kW 分にまで向上させる。 
主要設備の製造技術の導入においては、国全体で協調を図らねばならず、自主化プロジェ

クトと海外企業を対象とした入札を組合せ、海外技術の導入を図る。中国がまだ生産能力を

有していない設備については、中国側が主体となって技術を導入し、国産化を実現させるこ

とを原則とする。既に海外から導入済みの技術については、消化・吸収のプロセスを速やか

に進め、メーカーの生産能力に転化させる。 
設備の納入業者の選定に当たっては、中国が既に製造技術を基本的に身に付けている設

備については、原則的に国内メーカーを対象として入札を実施し、納入業者を選定する。一

部の重要な設備については、市場を通じて技術を購入するという方法で、あるいは国外から

技術を導入することで、あるいは海外メーカーと合弁企業を設立することで、設備を提供す

る。 
運転及び技術サービスの体制の構築、人材育成の加速 

原子力発電の大規模な発展には多くの専門人材が必要となる。原子力発電の発展は国家

戦略であるのみならず、関連する産業や人材に対して幅広い市場や人材開発の機会を提供

するものである。2020 年までの原子力発電の発展目標実現のために、国、企業及び研究所

等は、研究開発、設計、燃料、製造、運転及びメンテナンス等において、また、原子力発電

所の設計、エンジニアリング技術、原子炉のエンジニアリング、原子力・放射線安全、運転

管理等の領域において、幅広く人材育成を行い、待遇を改善しなければならない。清華大学、

上海交通大学、西安交通大学を重点として原子力発電の専門的な教育を実施し、教材を編纂

し改訂して、原子力発電人材を養成しなければならない。 

2) 「原子力安全・放射性汚染防止第 12 次五カ年計画と 2020 年長期目標」（2012 年）249 

東京電力福島第一原子力発電所事故（以下、「福島事故」）を受けて、2012 年 10 月に環

境保護部（国家核安全局）、国家発展改革委員会、財政部、国家エネルギー局、及び国防科

技工業局の連名で、「原子力安全・放射性汚染防止第 12 次五カ年計画と 2020 年長期目標」

（以下、「原子力安全計画・2020 年長期目標」）が策定された。 
「原子力安全計画・2020 年長期目標」は原子力安全の向上のための目標等を定めた文書

であり、直接的に原子力産業の高度化などについて言及はしていないが、中国の原子力安全

が直面している課題の一つとして、原子力安全に関わる人的資源の不足や、研究開発能力の

欠如、基礎・応用技術研究における国際水準からの劣後が指摘されている。また中国では、

福島事故を受けて新設炉の建設承認手続きを凍結していた。こうした中「原子力安全計画・

2020 年長期目標」では、今後は安全の確保を前提とした上で適切な進度で原子力の発展を

進め、また「我が国が自主的な知的財産権を所有する優れた安全性能を持つ先進的原子力発

電技術を積極的に発展させる」としている。 

3) 「エネルギー発展第 12 次五カ年計画」（2013 年）250 

いわゆる「五カ年計画」は、国民経済と社会発展に関する国家としての計画を示すもので

あるため、対象が多岐にわたり、エネルギーや原子力に関して詳細な計画が示されているも
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のではなく、それぞれの政策分野の詳細は、別途テーマごとの計画で補完されている。第 12
次五カ年計画期間（2011～2015 年）中のエネルギー政策を示したのが、2013 年 1 月に国務

院が策定した「エネルギー発展第 12 次五カ年計画」である。表 3-43 は、「エネルギー発

展第 12 次五カ年計画」で提示されたエネルギー関連の主要目標を整理したものである。原

子力発電については、2010 年以降 2015 年までに、設備容量を年平均で約 30%増加させ、

2015 年には 4,000 万 kW とするとの目標を定めていた。 

 
表 3-43 「エネルギー発展第 12 次五カ年計画」で提示されたエネルギー関連の主要目標 

種類 指標 単位 2010 年 2015 年 

年平均

成長率

（%） 

エネルギ

ー消費量

と効率 

一次エネルギー消費量 億トン（標準

炭換算） 
32.5 40 4.3% 

非化石エネルギーが占める割

合 
% 8.6 11.4 (2.8%) 

必要電力量 兆 kWh 4.2 6.15 8.0% 

単位 GDP 当りエネルギー消費

量 

トン（標準炭

換算）／万人

民元 

0.81 0.68 (-16%) 

エネルギ

ーの生産

と供給 

一次エネルギー生産能力 億トン（標準

炭換算） 
29.7 36.6 4.3% 

石炭生産能力 億トン 32.4 41 4.8% 

原油生産能力 億トン 2 2 0% 

天然ガス生産能力 億㎥ 948 1,565 10.5% 

非化石エネルギー生産能力 億トン（標準

炭換算） 
2.8 4.7 10.9% 

電源開発 発電設備容量 万 kW 97,000 149,000 9.0% 

うち火力 万 kW 66,000 96,000 7.8% 

  水力 万 kW 22,000 29,000 5.7% 

  原子力 万 kW 1,082 4,000 29.9% 

  天然ガス 万 kW 2,642 5,600 16.2% 

  風力 万 kW 3,100 10,000 26.4% 

  太陽光 万 kW 86 2,100 89.5% 
（出典）「エネルギー発展第 12 次五カ年計画」 

 
「エネルギー発展第 12 次五カ年計画」では、原子力発電については、安全で高い効率性

を維持しつつ、発展させることが課題とされている。具体的には、以下の内容が示されてい

る。 
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 「原子力発電安全計画」と「原子力発電中長期計画」を厳格に実行し、原子力発電計

画、建設、運転、廃止措置の全行程及び関連する全産業に、「安全第一」の方針を反

映させる。安全検査を着実に実施するという基礎の上に、運転中・建設中のプラント

の安全性向上のための改善を進めていく。原子力発電所の安全管理を全面的に強化

し、原子力事故への緊急対応能力を向上させる。 
 建設の面では、熱中性子炉、高速炉、核融合炉と進む「三歩走」の技術路線を堅持し、

100 万 kW 級の先進 PWR を主として、高温ガス炉や商業用の高速炉及び小型炉等の

新技術を積極的に発展させていく。建設のスケジュールを合理的なものとし、秩序だ

った仕方で原子力発電所の建設を進めていく。科学的にプロジェクトを設定し、新設

サイトに関しては全面的に再検討を進め、第 12 次五カ年計画期間中は沿海部のサイ

トのみでプロジェクトを進める。要求する技術水準を高いものとし、新設炉は必ず第

3 世代安全基準を満たすものでなくてはならない。 
 歩調を合わせて、核燃料の供給体系も完備させ、原子力の長期的な発展による需要を

満たすことができるようにする。限られた時間を利用し、特定のプロジェクトについ

て、施設の自主化を完成させ、我が国のメーカーのレベルを全面的に向上させる。 
 現代的な原子力産業体系を加速して建設し、原子力発電強国を打ち立てる。2015 年

までに運転中の原子力発電所の設備容量を 4,000 万 kW に、建設中の原子力発電所の

設備容量を 1,800 万 kW にする。 
 
「エネルギー発展第 12 次五カ年計画」では、原子力発電所の建設における自主化に関し

て、第 11 次五カ年計画期間（206～2010 年）中に「100 万 kW 級 PWR の自主設計、製造、

建設及び運転の能力を身に着けた」と評価されている。また、原子力発電設備の開発の重点

として、大型鋳造物、主ポンプ、デジタル計装制御、ポンプやバルブ等の自主製造を推進し

ていくとしている。 

4) 「エネルギー発展戦略行動計画（2014～2020 年）」（2014 年）251 

国務院は、「エネルギー発展戦略行動計画（2014～2020 年）」を 2014 年 6 月 7 日付で

策定し、同年 11 月 19 日付で公表した。同計画は原子力発電について、適切な時期に東部

沿海部での新設に着手すること、内陸部での建設について研究を進めること、AP1000、
CAP1400、高温ガス炉、高速炉及びバックエンド技術の開発に取り組むこととしている。 
また「エネルギー発展戦略行動計画（2014～2020 年）」では、先進的な原子力発電所の

建設等のエネルギー関連の重要プロジェクトを足掛かりとして、「エネルギー設備製造刷新

のためのプラットフォーム構築を加速させ、先進的なエネルギー技術設備の輸出を支援し、

国際競争力を備えたエネルギー関連設備工業体系を形成する」としている。 

5) 「中国製造 2025」（2015 年）252 

「中国製造 2025」は、習近平政権が掲げる産業政策で、2015 年 5 月に発表された。電力

設備や、次世代情報技術等 10 の重点分野を設定し、製造業の高度化を目指すものである。 
電力設備に関して、原子力発電プラントの製造レベルの向上も目標の一つとされている。 
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6) 第 13 次五カ年計画（2016 年）253 

2016 年 3 月に、全国人民代表大会において、第 13 次五カ年計画期間（2016～2020 年）を

対象とした「国民経済・社会発展の第 13 次五カ年計画綱要」（以下、「第 13 次五カ年計

画」）が採択された。「第 13 次五カ年計画」では、第 13 次五カ年計画期間中の原子力プロ

ジェクトとして以下が挙げられている。 
 

 三門・海陽の AP1000、福清・防城港のモデルプロジェクトにおける華龍 1 号の

建設。田湾 5、6 号機の建設の加速 
 AP1000 技術に基づき自主開発する第 3 世代炉である CAP1400 モデルプロジェ

クト及び沿海部での原子力発電所新設プロジェクトの着工 
 内陸部における原子力発電プロジェクトの建設前準備作業の積極的な展開 
 大型商用再処理施設の建設の実証と推進 
 運開した原子力発電の設備容量 5,800 万 kW、建設中の原子力発電所の設備容量

3,000 万 kW 以上を達成 
 燃料供給体制の強化 

7) 「電力発展第 13 次五カ年計画（2016～2020 年）」（2016 年）254 

国家発展改革委員会と国家能源局は 2016 年 11 月に、「電力発展第 13 次五カ年計画（2016
～2020 年）」を策定・公表した。 
「電力発展第 13 次五カ年計画（2016～2020 年）」では、「第 13 次五カ年計画」とほぼ

同じように、第 13 次五カ年計画期間（2016～2020 年）中の原子力発電分野における目標と

して以下が掲げられている。 
 

 安全な発展という原則の下、モデルプロジェクトの建設に力を入れ、核心的な競

争力を向上させ、沿海部におけるプロジェクト建設の推進を加速する。 
 三門、海陽の AP1000 建設、福清及び防城港での華龍 1 号建設を進める。 
 CAP1400 等の新たな沿海部における建設プロジェクトを着工させる。 
 内陸部での新設に向けた検討や準備を進める。 
 第 13 次五カ年計画期間中、約 3,000 万 kW の設備容量のプラントの運転を開始

し、3,000 万 kW の設備容量のプラントの建設を開始し、2020 年の設備容量は

5,800 万 kW とする。 
 

8) 「原子力安全・放射能汚染防止第 13 次五カ年計画と 2025 年長期目標」（2017 年）255 

国務院は 2017 年 3 月、「原子力安全・放射能汚染防止第 13 次五カ年計画と 2025 年長期

目標」（以下、「原子力安全・2025 年長期目標」）を承認した。「原子力安全・2025 年長

期目標」は、2)で整理した「原子力安全計画・2020 年長期目標」の後継の文書に当たるもの

と位置付けられるもので、国家核安全局、国家発展改革委員会、財政部、国家能源局及び国

家国防科学技術工業局によって策定された。 
「原子力安全・2025 年長期目標」も「原子力安全計画・2020 年長期目標」と同様に、直
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接的に原子力産業の高度化などについて言及したものではない。しかしながら、原子力安全

に関わる人材育成については目標が示されている。「原子力安全・2025 年長期目標」は、第

13 次五カ年計画期間中に、高等教育機関や研究機関と企業の共同での人材育成のメカニズ

ムを構築し、2020 年末までに原子力・放射線安全分野の専門人材を 1 万人前後増加させる

としている。人材育成の力を入れる分野として、シビアアクシデント解析、公衆とのコミュ

ニケーション、ヒューマンファクターの分析、原子力関連の法律分野を挙げている。また、

人材育成強化の方法として、人材交流の促進、「非全日制」と呼ばれる職業と大学院での研

究を両立できる制度の活用、国際的な教育、指導者の配置計画策定等を挙げ、企業の人材育

成を奨励するとしている。 
 
表 3-44 に、これまで整理した政策文書における、原子力産業に関連する記述をまとめる。 
 

表 3-44 本節で整理した政策文書における原子力産業に関連する記述 
文書名 策定時期 原子力産業に関する記述 

原子力発電中長期計

画（2005～2020 年） 
2007 年 10

月 

 設計の自主化 
 原子力発電設備製造の自主化 
 運転及び技術サービスの体制の構築、人材育成

の加速 

原子力安全計画・

2020 年長期目標 
2012 年 10

月 

 原子力安全が直面している課題として、原子力

安全に関わる人的資源の不足や、研究開発能力

の欠如、基礎・応用技術研究における国際水準

からの劣後を指摘 
 自主的な知的財産権を所有する優れた安全性

能を持つ先進的原子力発電技術を積極的に発

展させる 
エネルギー発展第

12 次五カ年計画 
2013 年 1 月 

 大型鋳造物、主ポンプ、デジタル計装制御、ポ

ンプやバルブ等の自主製造を推進 

エネルギー発展戦略

行動計画（ 2014～
2020 年） 

2014 年 6 月 

 エネルギー設備製造刷新のためのプラットフ

ォーム構築を加速 
 先進的なエネルギー技術設備の輸出を支援 
 国際競争力を備えたエネルギー関連設備工業

体系を形成 

中国製造 2025 2015 年 5 月 
 原子力発電プラントの製造レベルの向上を目

標の一つとして提示 

第 13 次五カ年計画 2016 年 3 月 

 AP1000 技術に基づき自主開発する第 3 世代炉

である CAP1400 モデルプロジェクト及び沿海

部での原子力発電所新設プロジェクトの着工 
 燃料供給体制の強化 

原子力安全・2025 年

長期目標 
2017 年 3 月 

 2020 年末までに原子力・放射線安全分野の専

門人材を 1 万人前後増加 
 シビアアクシデント解析、公衆とのコミュニケ

ーション、ヒューマンファクターの分析、原子
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力関連の法律分野の専門人材育成 
 人材交流の促進、「非全日制」と呼ばれる職業

と大学院での研究を両立できる制度の活用、国

際的な教育、指導者の配置計画策定等を挙げ、

企業の人材育成を奨励 
 

(3) 原子力規制動向 256 

中国の原子力安全規制機関は、生態環境部に設けられている国家核安全局である。 
国家核安全局は、原子力及び放射線安全の監督に責任を負い、原子力及び放射線安全、電

離放射線、放射線からの環境の保護、原子力及び安全事故への緊急時対応に関する政策、計

画、法律、政令、規則、基準等の策定や実施を行う。具体的な職務として以下が挙げられる。 
 
 原子力施設における原子力・放射線安全及び放射線からの環境の保護に関する統一

的な監督・管理 
 原子力安全設備の許可、設計や製造、据付け、非破壊検査の監督・管理、輸入される

原子力安全設備の検査 
 核物質管理 
 原子力技術を利用するプロジェクト、ウラン・トリウム採掘やそれに伴って発生する

放射性鉱石に関する放射線安全及び放射線環境保護業務の監督・管理 
 放射性廃棄物の処理・処分における安全性及び放射線環境保護業務の監督・管理。放

射性物質による環境汚染の防止のための監督・検査 
 放射性物質の輸送安全の監督・管理 
 送電・変電設備等の電離放射線装置及び電子放射線環境の監督・管理 
 原子力・放射線緊急時対応及び調査と事態の処理。核テロの防止と対応 
 原子炉運転員、原子力設備に関する特殊な技能を有する人員等の資格の管理 
 放射線環境測定の実施、原子力施設や重要な放射線源の監督のための放射線測定 
 原子力・放射線安全に関連する国際条約の履行 
 原子力・放射線安全監督所の業務の指導 
 
国家核安全局には、原子力・放射線安全に関する実務の担当部署として、原子力施設安全

監督局、原子力発電所安全監督局、及び放射線源安全監督局の 3 つの局が設置されている。

また、地方組織として、華北、華東、華南、西南、東北、西北の全国 6 カ所に原子力・放射

線安全監督所が設置されている。技術支援機関（TSO）としては、国家核安全局のウェブサ

イトでは原子力・放射線安全センター、放射線環境測定技術センター、中国機械生産性促進

センター、CGN グループの蘇州熱工研究院有限公司、及び CNNC グループの中国核電工程

有限公司が挙げられている。 

(4) 原子力産業の全体像 

本節では、中国の原子力産業構造を概観する。 
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図 3-44 は、中国の原子力産業構造を概念的に図示したものである。  
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図 3-44 中国における原子力産業構造の概念図 

 
中国の現在の電気事業の基本的な体制は、発送電会社の分離を主な目的とした 2002 年の

改革によって形成された。それまで発電や送配電を一手に担ってきた国家電力公司の資産

を譲り受ける形で、送電会社である国家電網公司と中国南方電網公司の送電 2 社、及び五大

発電会社である中国大唐集団公司（大唐）、中国国電集団公司（国電）、中国華電集団公司

（華電）、中国華能集団公司（華能）、及び中国電力投資集団公司（CPI、現在の SPIC）が

設立された。このうち、国家電力公司が所有していた原子力発電資産を唯一継承したのが、

CPI である。なお、国電と石炭生産最大手の神華能源の経営統合で 2017 年 11 月に国家能源

投資集団が誕生している。 
原子力発電事業を行う 3 社（CNNC、CGN、SPIC）のうち、SPIC は五大発電会社の一角

を担うだけに CNNC 及び CGN と比較すると全体として発電設備容量は大きいものの、原子

力発電資産の規模は小さい。CNNC、CGN 両グループは、上述の国家電力公司の解体と五大

発電会社の設立に至る改革の流れとは別に、中国における原子力発電事業の中心を担って

きた。中国では現在、原子力発電事業を行うための免許制度が法令等では明確には規定され

ていないが、事実上免許を有しているのは、CNNC、CGN、及び SPIC の 3 グループのみで

ある。 
CNNC と CGN の両グループは、発電会社であると同時に原子力発電プラントの研究・開

発や建設も実施している。また、SPIC の前身の一社である中国国家核電技術公司（SNPTC）
も、AP1000 の技術導入の受け皿であると同時に、中国の自主開発炉である CAP1400 の開発

を進めていた。そのため、SNPTC を傘下に収めた SPIC も、結果的に CNNC・CGN と同様

に原子力発電事業を行いつつ原子力発電プラントの研究・開発や建設も行っている。 
原子炉の主要な資機材は、大手重電メーカーである上海電気集団、東方電気集団、ハルビ

ン電気集団、第一重型機械集団、及び中国機械工業集団等が供給している（なお、中国機械

工業集団は、「5 大重電メーカー」と位置付けられてきた第二重型機械集団と、2013 年に経

営統合し、第二重型機械集団は中国機械工業集団が全額出資する子会社となっている）。な

お、これらの重電会社と CNNC、CGN 及び SNPTC の間には、排他的な発注・供給の関係は

構築されておらず、資機材の供給業者の選定は、入札を中心として行われている。 
原子炉建設におけるエンジニアリングは、中国核工業建設集団公司（CNEC）が中心的に

担ってきた。CNEC は、高温ガス炉の国内での建設や海外進出に向けた取組みを積極的に展

開している。なお、もともとはともに中国核工業総公司に属していた CNNC と CNEC は、

2018 年 1 月に国務院の承認を得て CNNC が CNEC を吸収する形で経営統合されている。ま

た、五大発電会社の一角の国電と石炭生産最大手の神華能源の経営統合で、2017 年 11 月に

国家能源投資集団が誕生している。図 3-45 は、3 社の原子力発電事業社を中心として、中

国の発電事業を担う主要企業体制について時系列的に示したものである。 
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図 3-45 中国における電気事業者等の時間的な変遷 
（青：原子力発電プラントの製造業者 茶：原子力発電会社） 

 

(5) 原子力産業の状況 

本項では、中国の原子力産業界で中心をなす発電事業者と資機材メーカーの状況を概観

するために、まず発電事業者について、原子力発電事業を許されている CNNC、CGN 及び

SPIC の 3 グループの 2018 年の経営指標等を表 3-45 に整理する。なお、これら 3 社は「中

央企業」と呼ばれる国有企業であり、詳細な財務諸表等を公表する義務を負っていない。こ

のため、CNNC と CGN については、株式を上場している原子力発電子会社の 2018 年年報

により情報を整理した。このため、例えば CNNC グループが実施しているフロントエンド

とバックエンドや、CGN が実施している原子力以外の発電事業のデータは表 3-45 には含

まれていない。一方、SPIC については株式を上場している原子力発電子会社はないため、

SPIC が公表している 2018 年の社会責任報告書のデータを掲載している。 
 

表 3-45 原子力発電 3 社の 2018 年の経営指標 
グループ CNNC CGN SPIC 

情報掲載企業 
中国核能電力股份有

限公司 
中国広核電力股份有

限公司 
SPIC 

上記企業の業務 原子力発電 原子力発電 
原子力以外も 
含む発電 

2018 年売上高 393 億人民元 508 億人民元 2,264 億人民元 
2018 年純利益 85 億人民元 137 億人民元 108 億人民元※ 

資本金 156 億人民元 454 億人民元 350 億人民元 

従業員数 12,687人 18,663 人 13 万人 

運転中発電設備容量 1,909 万 kW 2,431 万 kW 1 億 4,025 万 kW 
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SPIC の利益は、単に「利潤総額」としか記載がないため、所得税控除後か否か不明 
（出典）各社年次報告書、社会責任報告書に基づき三菱総合研究所作成 

 
次に、表 3-46 において、資機材メーカーの主力 4 社の 2018 年の経営指標を整理した。

なおこれら 4 社も、CNNC 及び CGN と同様に、データは株式を上場している子会社の 2018
年年報に掲載されたものである。 

 
表 3-46 主要重電 4 社の 2018 年の経営指標 

グループ 
ハルビン電気集

団 
中国一重集団 上海電気集団 東方電気集団 

情報掲載企業 
ハルビン電気股

份有限公司 
中国第一重型機

械股份公司 
上海電気集団股

份有限公司 
東方電気股份有

限公司 
上記企業の位置

付け 
グループの上場

企業 
グループの上場

企業 
グループの上場

企業 
グループの上場

企業 
2018 年売上高 259 億人民元 105 億人民元 1,012 億人民元 307 億人民元 
2018 年純利益 1 億人民元 6,600 万人民元 53 億人民元 12 億人民元 

資本金 17 億人民元 68.6 億人民元 147 億人民元 31 億人民元 

従業員数 15,783 人 7,858人 30,870 人 17,608 人 

（出典）各社年次報告書に基づき三菱総合研究所作成 

 
次に、表 3-47 に、主要重電 4 社の原子力を含むセグメントとそれ以外のセグメントの売

上高を示す。このデータから、2018 年売上高に占める原子力を含むセグメントの金額や割

合をうかがい知ることができるが、表の最後の行に示すとおり、それぞれの会社で原子力を

含むセグメントの定義が異なる。例えば、ハルビン電気集団と中国一重集団では、原子力関

連の売上が一つのセグメントとして分けられているが、上海電気集団と東方電気集団では、

原子力を含むセグメントの中に他の電源による発電設備による売上も含まれているため、

後者の 2 社では原子力発電設備の売上比率が高く、前者の 2 社では低い、といったことは

単純には言えない。 
 

表 3-47 主要重電 4 社の原子力を含むセグメントとそれ以外のセグメントの売上高 
（2018 年、単位：千人民元。四捨五入のため合計が合わない場合がある） 

 
ハルビン電気集

団 
中国一重集団 上海電気集団 東方電気集団 

原子力を含むセ

グメント 
1,339 1,034 13,871 17,079 

それ以外のセグ

メント 
24,541 9,478 87,287 13,628 

合計 25,879 10,511 101,158 30,706 
原子力を含むセ 原子力発電に関 原子力発電設備 原子力アイラン クリーン・高効
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グメントの定義 する製品 ドや風力発電所

の設備と大型鋳

造品等の機械設

備（よって、原

子力発電所でも

発電機や送配電

設備は含まな

い） 

率エネルギー設

備（火力、原子

力、ガス発電含

む） 

（出典）各社年次報告書に基づき三菱総合研究所作成 

 

3.4.2 建設・運転保守分野 

(1) 建設・運転保守分野における主要施策 

1) 「原子力発電中長期発展計画（2005～2020 年）」が定める優遇策 248 

3.4.1 で整理した「原子力発電中長期発展計画（2005～2020 年）」は、税及び投資優遇策

として、以下の政策を提示している。 
 
関税の優遇措置 
国が指定したプロジェクト（具体的には、AP1000 の建設プロジェクト）や、原子力発電

設備の国内製造を請負った企業に対しては、関税の優遇策を講じる。原子力発電所が運転を

開始した後は、発電事業者の売電の際に増値税（我が国の消費税に相当）を課税するが、後

に還付する。 
原子力発電設備製造の自主化を任務とする国内企業が、原子力発電設備の製造のために

設備や材料を輸入する際、関税を免除し、また、輸入に資して増値税を免税とする。 
 
資金調達における優遇措置 
原子力発電の自主化プロジェクト（具体的には、AP1000 の建設プロジェクト）の建設資

金調達では国内での調達を主とし、原則的に国外の商業ローン及び輸出信用は利用しない。

国は可能な範囲で、自主化プロジェクトの建設に必要な資金について、国庫の範囲で適切な

支持を与えるものとする。原子力発電企業による適格な債券発行や株式上場等の方法によ

る建設資金調達を支持する。 

2) 国が開発を支持する設備の生産に不可欠な材料の輸入における税制面での優遇措置 

この施策は 1)とも関連するが、中国政府は、国として開発をサポートする製品の目録と、

その製造のために輸入が必要となる部品の目録を制定している。後者を輸入する場合には、

関税と増値税に関して、優遇措置が実施されている 257。ここでいう国として開発をサポー

トする製品に関して、目録の 2019 年版では、第 3 世代炉については原子炉圧力容器、蒸気
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発生器、加圧器、炉内構造物、燃料要素、使用済燃料処理施設、タービン発電機、原子炉主

ポンプが挙げられている 258。 

3) 設備容量の過剰による運転停止や出力制限に対する政府の対応 

中国では、一部の地域で、発電設備容量の過剰のために、太陽光発電、風力発電や原子力

発電について、出力を制限しなければならない、あるいは運転を停止させなければならない

といった問題が生じている。しかしながら、これらの温室効果ガスを排出しない電源を有効

に活用するために、国や地方政府はさまざまな対策を講じている。 

2018 年 11 月に、国家発展改革委員会と国家能源局は共同で、「クリーンエネルギー消費

行動計画（2018～2020 年）」（以下、「行動計画」）を策定した。「行動計画」では、地方

政府の担当部門が中長期における市場での電力取引の規模や火力発電プラントの発電計画

を策定する際には、クリーンエネルギーに対して優先的に発電させる余地を残し、徐々に石

炭発電の計画発電量を削減しなければならないと規定している。「行動計画」の策定に先立

つ 2018 年 9 月に、司法部は原子力法のパブリックコメント募集用草案を公表したが、そこ

には、「国は原子力発電の発展を奨励し、原子力発電所に対して発電電力を確実に消費する

政策を実行しなければならない」との規定が設けられていた（なお、原子力法は 2020 年 1
月末時点でまだ成立していない）259。 
また、国家発展改革委員会は、2019 年 12 月に「国家発展改革委員会の 2020 年電力中長

期契約締結業務の実施に関する通知」を省政府や国家能源局、CNNC、CGN、SPIC その他

発電事業者や送電事業者に公示した。この通知は、電力中長期契約により、こうした契約に

よる販売電力量が、最低でも前年の電力消費量の 95%以上または直近 3 年間の平均消費電

力量に相当するものとなるよう求めている。またこの通知は、「水力、風力、太陽光、原子

力といったクリーンエネルギーによる発電により火力発電を置き換え、また大規模な水力

や原子力発電所、高効率のクリーンな石炭発電所等については省を跨いだ優先発電電源と

し、受電側の省と 5 年または 10 年以上の長期契約を締結するといった方法を奨励するもの

である」とされている 260。 

4) 国家科学技術重大プロジェクトへの指定 261 

国務院は「国家中長期科学技術発展計画綱要（2006-2020）」を策定し、国として重点的

に支援するプロジェクトを指定したが、この中には CAP1400 及び高温ガス炉の建設が含ま

れている 262。 

5) トップ外交による海外市場開拓 263 

中国では、習近平国家主席や李克強国務院総理が主導するトップ外交で、中国製プラント

の海外市場開拓が進められた経緯がある。この最も顕著な成功例として、英国で CGN とフ

ランス電力（EDF）が協力して推進するヒンクリーポイント C、サイズウェル C 及びブラッ

ドウェル B 建設のプロジェクトを挙げることができる。このうちブラッドウェル B では、

中国の自国製第 3 世代炉である華龍 1 号が建設されることになっている。 
なお、CGN の英国進出には、資金面で英仏が中国を頼りにしたという面が大きいと思わ

れる。民間報道によれば、中国の政策銀行である国家開発銀行が、ヒンクリーポイント C 建
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設のために中国側が投資する額の 80%を中長期ローンで貸し付けるとのことである。その

ために同行と CGN は、2015 年 10 月に「英国 HPC 原子力発電所及びその他の海外プロジェ

クトでの融資における協力のための覚書」を締結したとのことである。 

(2) 建設・運転保守分野におけるサプライチェーン構造 

本項では、具体的な原子力発電所の建設プロジェクトを通じて、中国における原子力発電

所の建設・運転保守分野におけるサプライチェーン構造を整理する。まず、特に建設におけ

るサプライチェーン構造の解明を主目的として、浙江省三門及び山東省海陽の両サイトに

おける AP1000 建設におけるサプライチェーンを調査する。 

1) AP1000 建設におけるサプライチェーン構造 

以下、SPIC が作成した「2018 企業社会責任報告 第 3 世代炉自主化」（以下、「第 3 世

代炉社会責任報告」という）に整理されている情報を主要な出典として、AP1000 の導入に

至る経緯や建設におけるサプライチェーン構造等をまとめる。 

a. 中国における AP1000 導入の経緯と概要 

表 3-48 に、「第 3 世代炉社会責任報告」に基づき、中国への AP1000 導入における主要

なマイルストーンを整理する 264。 
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表 3-48 中国への AP1000 導入における主要なマイルストーン 

年月日 マイルストーン 
2002 年 11 月 当時の国家計画発展委員会が国務院に対して、「原子力発電自主化業

務主導小グループ」を設置し、全国の原子力発電発展の統一的な計画

を策定させ、統率させるよう提案 
2003 年 2 月 当時の国家計画発展委員会が、三門・海陽両プロジェクトについて統

一的に入札を行うことを決定 
2004 年 9 月 28 日 中国における第 3 世代原子力発電技術導入のプロジェクトの入札を

正式に国際的に公表 
2004 年 11 月 3 日 SNPTC 設立に向けて準備組織を立ち上げ、暫定的にこの準備組織が

SNPTC 設立及び海外との交渉や準備業務を担うこととする 
2005 年 2 月 28 日 米国ウェスティングハウス（WH）社の JV、フランス・アレバ社及び

ロシアのアトムストロイエクスポート（ASE）が応札資料を提出し、

評価を開始 
2006 年 3 月 準備組織が国務院の「原子力発電自主化業務主導小グループ」に対し

て、AP1000 を最有力候補として推薦 
2006 年 3 月 22 日 国務院の意思決定会議である常務会議で「原子力発電中長期発展計画

（2005～2020 年）」を承認、第 3 世代の先進原子力発電技術導入を明

確化 
2006 年 11 月 2 日 共産党が以下を決定 

 WH 社の AP1000 技術を導入 
 協力して AP1000 を 4 基建設 
 AP1000 を導入し、消化し、吸収して得た技術を基礎として自主

的なイノベーションを行い、国家科学技術重大プロジェクトとし

て中国が知的財産権を持つ大型 PWR の設計と建設を実現させる

という目標を策定 
 SNPTC の設立を承認 

（出典）SPIC、「2018 企業社会責任報告 第 3 世代炉自主化」より引用 

 
次に、表 3-49 に AP1000 建設初号機（三門 1 号機）建設における主要マイルストーンを

整理する 264。 
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表 3-49 AP1000 建設初号機建設における主要マイルストーン 

年月日 マイルストーン 
2008 年 2 月 26 日 整地の開始 
2008 年 3 月 29 日 初回コンクリート打設（FCD） 
2009 年 6 月 最大のモジュール CA20 を据付 
2014 年 3 月 3 日 中央制御室が利用可能に 
2014 年 4 月 遮へい建屋の主要な構造物の施工が完了し、土建工事が正式に終了 
2016 年 1 月 28 日 １台目の原子炉冷却材ポンプを据付 
2016 年 5 月 24 日 冷態機能試験開始 
2016 年 7 月 31 日 温態機能試験開始 
2018 年 4 月 25 日 燃料装荷開始 
2018 年 9 月 商業運転開始 

（出典）SPIC、「2018 企業社会責任報告 第 3 世代炉自主化」より引用 

 

b. 主要資機材のサプライチェーン 

三門及び海陽における AP1000 の建設は、調達・設計・建設（EPC）コントラクターとし

ての SNPTC が 265、WH 社と協力し、資機材はメーカーから調達して進められた。 
図 3-46 は三門及び海陽 1、2 号機の主要資機材のサプライヤーを示している。 
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企業名（国名がないのは中国企業） 
EMD︓米カーティス＝ライト社の電気・機械部門 SPX︓米 SPX Flow Control 

斗山︓韓斗山重工業 一重︓中国一重集団 

上核︓上海電気核電設備有限公司 ハルビン︓ハルビン電気集団 

Newington︓米 Newington 上海一机床︓上海第一機床廠有限公司 

PCC︓米 Precision Custom Components 国核設備︓山東核電設備製造有限公司 

PaR︓米 PaR Nuclear 太原重工︓太原重工股份有限公司 

大連重工︓大連華鋭重工集団股份有限公司 WH︓米ウェスティングハウス 

大起︓大連大起起重機有限公司 上海起重︓上海起重運輸機械廠有限公司 

渤船重工︓渤海船舶重工有限責任公司 二重︓第二重型機械集団 

東方︓東方電気集団 上輔︓上海電気電站設備有限公司電站輔機廠 

図 3-46 三門及び海陽 1、2 号機の主要資機材のサプライヤー 

（出典）SPIC、「2018 企業社会責任報告 第 3 世代炉自主化」より引用 
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図 3-46 からは、三門 1 号機、海陽 1 号機、三門 2 号機そして海陽 2 号機と建設経験を蓄

積していくにつれ、主要資機材を中国企業が納入するようになってきたことを見て取るこ

とができる。「第 3 世代炉社会責任報告」によると、三門 1 号機の設備製造における国産化

率は 32%であったが、海陽 2 号機では 72%まで向上し、また、主要設備については 100%国

産化を実現したとのことである。 
次に、「第 3 世代炉社会責任報告」で取り上げられている、特に製造等に困難のあった設

備の開発状況等について報告する。 
 
主ポンプ（シールドポンプ） 
AP1000 の主ポンプはシールドポンプであり、その製造技術は一般のポンプに比べてはる

かに難しい。また、シールドポンプが商用炉に用いられるのは初めてのことである。このた

め、納入した EMD（米カーティス＝ライト社の電気・機械部門）は、豊富な製造経験を有

していたものの、開発や試験の過程で幾多の困難に遭遇し、組み立てと解体を複数回繰り返

した。初号機である三門 1 号機の主ポンプは、建設現場に 2 度搬入され、2 度送り返され、

これが建設遅延の大きな要因の一つのなったとのことである。 
米国・ペンシルベニア州から出荷された主ポンプは、2015 年 12 月 30 日に三門の建設現

場に荷揚げされ、そのままプラントに据付けられた。建設を担当していた国核工程公司の現

地職員は、主ポンプの到着を 4 年間待たされたとのことである。 
なお、「第 3 世代炉社会責任報告」によれば、AP1000 の主ポンプの製造難度が極めて高

いことから、米国側は中国側に対して、主ポンプは国産化せず米国側が製造したものを購入

するよう主張したとのことである。図 3-46 に示したとおり、4 基の AP1000 の主ポンプは

すべて米国・EMD が納入した。ただし、中国側も製造を進め、2018 年 9 月に中国が製造し

た主ポンプが試験に合格して出荷されたとのことである。ただし「第 3 世代炉社会責任報

告」には、この中国製の主ポンプをどのプラントに据付けるのかは記載されていない。 
 
主配管 
主配管は、AP1000 の技術移転を受ける中で、唯一技術移転がなかった主要設備である。

このため、中国の 8 企業が 5 つの研究チームを構成し、製造技術の開発を行った。設計要件

や国の安全要件を満足することができる主配管の製造に、2 年を要した。なお、価格は国外

企業の 1/3 であり、開発により多くの特許が獲得されたとのことである。 
 
電気ケーブル 
「第 3 世代炉社会責任報告」によると、AP1000 に仕様を満たす電気ケーブルのサプライ

ヤーは、世界的に見てもなかった。このため、SPIC は江蘇省の電気ケーブルメーカーと協

力して、2 年間の研究開発と試験を経て、電気ケーブルの設計方法と試験方法を完成させ、

熱や放射線による劣化等に関して 1 年 8 カ月におよぶ試験を実施して、合格品を完成させ

たとのことである。 

c. 三門原子力発電所の建設や運転に関わる企業 

国家核安全局は、すべてのプラントに対する規制行為のすべての節目における報告書等
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を公表しているわけではなく、情報の公表にはばらつきがある。こうした中、三門原子力発

電所 2 号機については、初回燃料装荷前の原子力安全総合検査結果が公表されている。そこ

には、この検査に立ち会った規制機関側と事業者側の者の氏名と所属のリストが掲載され

ているが、事業者側で立ち会った者の所属企業は以下のとおりである 266。 
 
 三門核電有限公司 
 WH 社 
 SNPTC 
 上海核工程研究設計院（SNERDI） 
 国核工程有限公司 
 中国核工業第五建設有限公司 
 中国核工業第二二建設有限公司 
 山東核電設備製造有限公司 
 中核武漢核電運行技術股份有限公司 

2) 海外企業の中国進出状況 

国家核安全局は、2020 年 1 月 21 日時点で同局から中国での業務の許可を得ている海外企

業 185 社の一覧表を公表している。この表では、これらの企業が納入するものとして、ポン

プ、バルブやその駆動装置、配管、センサーといった資機材や、超音波検査、渦流探傷試験

といった役務が挙げられている。表 3-50 に、この一覧表に基づき、国家核安全局より中国

での業務の許可を得ている企業を有する国と企業数を整理する 267。 
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表 3-50 国家核安全局より中国での業務の許可を得ている企業を有する国と企業数 

国名 企業数 
フランス 47 

米国 34 
ドイツ 30 
ロシア 21 

イタリア 10 
日本 8 
カナダ 6 
英国 6 

ウクライナ 4 
スペイン 3 
スイス 3 
韓国 3 

オーストリア 3 
チェコ 2 
インド 1 

ベルギー 1 
ルクセンブルク 1 
ルーマニア 1 
スウェーデン 1 

（出典）国家核安全局、「登録企業情報統計表」（2020 年 1 月 21 日時点） 

 
表 3-51 は、中国での業務の許可を得ている日本企業のみを上記の一覧表から取り上げ、

整理したものである。なお、「安全クラス」とは、1 級が最も厳格であり、また 1E 級は電

気製品にのみ設定されているクラスで、電気製品に設定されているのは 1E 級のみとなって

いる。 
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表 3-51 国家核安全局より中国での業務の許可を得ている日本企業 

企業名 設備の種類 業務の種類 安全クラス 許可の期限 
新日鉄住金（株） 配管と付属部品 製造 1 級 2020 年 8 月 12

日 
CCI（株） バルブ 設計・製造 3 級 2020 年 8 月 12

日 
三菱重工業（株） 圧力容器、ポンプ 設計・製造 1、2、3 級 2021 年 3 月 28

日 
岡野バルブ製造（株） バルブ 設計・製造 1、2、3 級 2021 年 8 月 1 日 
東亜バルブエンジニ

アリング（株） 
バルブ 設計・製造 1、2、3 級 2024 年 2 月 12

日 
三菱電機（株） 制御盤、モーター 設計・製造 1E 級 2024 年 4 月 27

日 
（株）日本製鋼所 鋳鍛造品 製造 1 級 2024 年 4 月 27

日 
日本ギア工業（株） バルブの電動装

置 
設計・製造 1E 級 2024 年 8 月 13

日 

（出典）国家核安全局、「登録企業情報統計表」（2020 年 1 月 21 日時点） 

 
上記の日本企業がウェブサイトで公表している中国進出に関する情報を整理する。 
 

住友金属工業（株）（表内では新日鉄住金（株）、現在の日本製鉄（株）） 
住友金属工業が 2008 年 5 月に公表したプレスリリースによると、同社は住友商事と共同

で、三門 1 号機、及び海陽 1 号機向けに、蒸気発生器用伝熱管を受注した。蒸気発生器用伝

熱管は、韓国の斗山重工業に納入され、蒸気発生器に組み立てられる。なおこのプレスリリ

ースでは、中国の 2 機と合わせ、米国のボーグル 3、4 号機向けの蒸気発生器用伝熱管も受

注したこと、中・米の合計受注額が 100 億円強であることなども公表されている 268。 
 

三菱重工業（株） 
三菱重工業は、三門、海陽の 4 基の AP1000 に対してタービンローター計 16 本（低圧タ

ービンローター12 本、高圧タービンローター4 本）を納品しており、2013 年 4 月 25 日付の

プレスリリースで、最後の 1 本を出荷したことを公表している（ただし表 3-51 の出典とし

た文書には、同社が許可されている設備に発電機は含まれていない）。このプレスリリース

によると、同社はこのタービンローターを 2007～2008 年に連続受注している。 
三門、海陽の原子力タービン発電機設備は、三菱重工業がハルビン股份有限公司と共同で

受注したものである。三菱重工業は原子力タービンの設計とタービンローターをはじめと

するタービン本体を製作し、ハルビン股份有限公司はタービン車室や、配管及び付帯設備等

を手がけた。また、三門、海陽のそれぞれの 1 号機の発電機は三菱電機が担当し、2 号機は

ハルビン電機有限責任公司が担当したとのことである 269。 
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東亜バルブエンジニアリング（株） 
東亜バルブエンジニアリングのウェブサイトによると、同社は 1987 年 1 月に、秦山 1 号

機に 1 次系・2 次系一般弁を、2011 年 10 月には三門 1 号機にサイズ 600mm の湿分分離加

熱器逃がし弁を納入している 270。 
また、中期経営計画「2021・100 年前夜 TVE 再成長プラン」では、中国での原子力発電事

業に関して、以下の 3 点のポイントを示している 271。 
 中国 5 カ年計画の方針による火力縮小⇒原子力拡大 
 受注スコープの見極め。1 次系弁の受注獲得には要求規制・規格のクリアが必要 
 メンテナンスへの参入の可能性 
 
また、中国の原子力発電事業は新ターゲット市場とされており、実行計画として以下の 3

点が示されている。 
 新規建設プラントへのバルブ営業推進 
 中国協力会社とのパイプ強化とメンテナンス技師（SV）の派遣 
 メンテナンス機器、取替弁、取替部品、予備品の拡販 
 

三菱電機（株） 
三菱電機が 2010 年 9 月 16 日付で公表したプレスリリースによれば、同社は紅沿河 1 号

機向けのデジタル計装制御システムを出荷した。これは、北京広利核系統工程有限公司（以

下、「CTEC 社」）と共同受注した原子力発電所向けデジタル計装制御システム 10 基のう

ち初号機であり、原子力分野で初の日中合作のデジタル計装制御システムである。 
三菱電機は、中国のシステムエンジニアリング会社である CTEC 社と共同で、2007 年 7

月に日本企業として初めて中国の原子力発電所向けデジタル計装制御システム 6 基を受注

した。その後、2009 年 9 月と 10 月に 4 基を受注し、CPR1000 型原子炉の原子力発電所 12
基中 10 基（紅沿河 1～4 号機、寧徳 1～4 号機、陽江 1～2 号機）に同社の計装制御システム

が採用されることとなった。CTEC 社を含むコンソーシアム全体での受注規模は約 480 億円

とのことである 272。なお、三菱電機では中国での受注にあたり三菱重工業及び三菱商事と

協力しているとのことである 273。 
 
以上は、表 3-51 に掲載された日本企業が、ウェブサイトを通じて公表した中国への進出

状況等に関する情報であり、日本企業の中国原子力産業界における事業全体から見ると一

部の情報に過ぎないが、以下のような特徴が見出されると考えられる。 

 
 受注時期が比較的古く、三門・海陽の AP1000 向けより後のプラント向けの出荷が見

られない 
これには、既に整理したとおり、中国が国産化比率の向上に努めており、それが実を

結びつつあることと、中国で原子炉の新規着工の承認が足踏みしていたことが影響

しているものと考えられる。本節の(4)でも示すとおり、中国の重電メーカーにも「需

要の先食い」のような状況が見られ、今後中国で新設ラッシュが再開したとしても、

即座に日本企業にチャンスが開かれるかは不透明である。 
 日本企業同士や中国企業との協力で中国市場に進出している 

例えば、住友金属工業と住友商事、三菱電機・三菱重工業及び三菱商事のように、日
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本企業同士が協力して中国市場に進出している事例が見られる他、三菱重工業とハ

ルビン股份有限公司や、三菱電機と CTEC 社のように、日本企業が中国企業と協力し

て製品開発している場合もある。 
後者に関して言えば、まず技術的難易度が高い部分を日本企業が担当し、それ以外の

部分を中国企業が担当することで、ウィンウィンの関係を構築できる可能性が開け

る。ただし、こうした関係の深化により、中国企業が日本企業の技術を自らのものと

し、「独り立ち」することで逆に日本企業が中国市場から締め出されるという結果を

帰結する可能性もある。 
 
なお、中国への原子炉資機材メーカーの進出に関して、米国・商務省が公表している「2017

年トップメーカー報告 民生用原子力」によると、中国の「輸入民生用原子力安全設備監督

管理規定（HAF604）」による規制をクリアするための手続きには 10～16 カ月の時間を要

し、中国語で包括的な申請文書を作成しなければならず、HAF604 の規定に基づく認証取得

の困難さが、中国への進出の大きな障壁になっているとのことである 274。 

3) 原子力産業クラスター形成の動向 

原子力産業クラスターという点で、中国では、最初の商用炉である秦山原子力発電所を皮

切りに、合計 9 基のプラントが立地している浙江省海塩県のクラスター「中国原子力城」を

挙げることができる。同県は政府を挙げて原子力産業支援に積極的であり、県の政府に原子

力発電産業発展サービス局が設置されている 275。 
2010 年 3 月に、浙江省政府と CNNC は海塩県における「中国原子力城」の建設について

協議した。同年 11 月には、「浙江省原子力関連産業発展計画（2011～2015 年）」が公表さ

れた。この計画は、「中国原子力城」を浙江省の原子力関連産業発展の核心地区として位置

付け、こうして「中国原子力城」は省の原子力関連産業の発展における中心的な地位を占め

るに至った。海塩県は、原子力関連産業の企業誘致、技術イノベーション、人材育成政策を

提示し、関連産業の発展を支持し奨励するなどして、「中国原子力城」の建設を積極的に進

めている。現在、海塩県には、秦山の原子力発電所の運転会社などに加えて、建設関連企業

や機械製造企業等、多くの企業が集積している 276。 

(3) 3 大原子力発電事業者の概要 

本項では、中国において原子力発電事業の主たる主体となる権限を有している、CNNC、
CGN 及び SPIC の各グループの概要を整理する。中国では、原子力発電事業を実施する場

合、これら権限を有する 3 グループが単独で運転会社を設置するか、または、これらの 3 グ

ループのいずれかが共同出資者となり、かつ、3 グループのいずれかが筆頭所有者となる形

で運転会社が設置される。 

1) CNNC グループ 

図 3-47 は、CNNC グループを構成する主要な組織を示している。原子力発電事業の中心

となっているのが、上場子会社である中国核能電力股份有限公司（中国核電）である。CNNC
グループの特徴として、原子力発電事業以外に、フロントエンドやバックエンド事業も手が
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けていることを挙げることができる。中国鈾業有限公司は、国内外でウラン資源探査を実施

し、また、ウラン製品を販売している 277。 

 

図 3-47 CNNC グループの体制 

（出典）CNNC、「企業社会責任報告 2018」 

 
図 3-48 は、CNNC グループの原子力発電所運転会社等を、出資比率も含めて整理したも

のである。 
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図 3-48 CNNC グループの原子力発電所運転会社等 

（出典）中国核電 IPO 説明書等より三菱総合研究所作成 

 
CNNC グループの守備範囲を理解するために、CNNC のウェブサイトのうち、各種の業

務を紹介したページの内容を整理する。下記のとおり、業務は 5 分野に大別されている 278。 
 
原子力発電 
CNNC は原子力発電分野においては、施設の開発、投資、建設、運転及び管理能力を備え

たサプライチェーンをグループにおいて構築している。 
 
核燃料 
CNNC は中国で唯一、核燃料の生産、販売及び関連する役務の提供を実施することができ

る企業グループである。自主化された技術を備えた燃料製造産業により、中国の原子力発電

の発展と海外展開に対するニーズに全面的に応じることができる。 
中国の新世代のウラン濃縮・遠心分離機の大型商用モデルプロジェクトによる施設が既

に建設されている。CF シリーズと呼ばれる、華龍 1 号にも装荷される燃料の研究・開発に

成功している。また、産業規模での高温ガス炉用燃料の製造や、国内初となる AP1000 用燃

料の生産ラインの設置も完了している。ウランの転換・再転換技術も産業レベルで完成され

ている。 
 
天然ウラン 
CNNC は中国で採掘された天然ウランの専売を認められた事業者であり、また国際的な

ウラン鉱山の探査や開発市場において技術サービスを提供し、エンジニアリングを請負う

事業者としての役割を果たしている。 
原子力発電所の建設 
CNNC の原子力発電所建設におけるエンジニアリングや建設能力、及び技術レベルは世

界をリードする位置にあり、世界でも唯一、30 年以上にわたり途絶えることなく原子力発
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電所の建設を継続してきた。 
CNNC グループは、原子力発電所建設においてサプライチェーンを完備している。これに

は、土建や据付に必要は専門的な技術能力、クレーンによる大型部品の設置や非破壊検査等

も含めた施工能力等が含まれる。なお、2018 年 12 月末時点で、CNNC が建設を請負った中

国内で運転中または建設中のプラントは合計 58 基であり、また、パキスタンへの輸出プラ

ント 6 基の建設も請負っている xxii。 
 
原子力分野における環境保護のためのエンジニアリング 
これは、バックエンド等の業務を指している。CNNC グループは、低中レベル放射性廃棄

物の管理施設や、これらの廃棄物の処分場を操業している。 
 
核技術の応用 
CNNC は、中国最大で、世界でも第 3 位のコバルト線源の販売業者である。中国国内の市

場シェアは 70%であり、またカナダとパキスタンへの輸出も実現している。この他 CNNC
は、医療用も含めた加速器や、放射線医療のための医薬品の研究開発、製造及び販売も実施

している。 
 
以上から、CNNC グループは特に、ウラン資源の開発から燃料製造を含めたフロントエン

ドと、原子力発電所の建設で、中国において強みを持っていることが確認できる。中国は

CNNC 以外の企業も含め炉型が多いが、CNNC が他社のプラントや輸入プラントも含め、

あらゆる炉型の燃料を製造できる体制を整えている。なお、中国国内のウラン資源開発は

CNNC グループのみに認められており（ただし CGN は、海外のウラン資源権益の確保は行

っている）、CGN や SPIC は行うことができず、また両グループはライバルである CNNC
グループに、燃料製造では依存せざるを得ない状況である。一方バックエンドについては、

低中レベル放射性廃棄物の処分場は操業しているものの、再処理などに関しては海外の技

術頼みの面があり、未だ商業規模の再処理施設着工は実現していない。 

2) CGN グループ 

CGN グループは、海外におけるウラン資源の開発などにも従事はしているものの、発電

事業が主体であり、図 3-49 が示すように、グループの資産全体に占める原子力発電資産が

半分以上である。一方で新エネルギーにも力を入れており、約 1/4 の資産が新エネルギーの

ものである 279。 
 

 
xxii なお、2018 年 11 月時点の WNA の情報によれば、中国で運転中または建設中のプラントは合計 58 基

なので、CNNC グループは中国のすべてのプラントの建設に関わっているといえる。 
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図 3-49 CGN グループの業務別の資産構成 

（出典）CGN、「2018 企業社会責任報告」 

 
図 3-50 は、CGN グループの原子力発電所運転会社等を、出資比率も含めて整理したもの

である。 

 

図 3-50 CGN グループの原子力発電所運転会社等 

（出典）中広核電力 2015 年年度報告より三菱総合研究所作成 

3) SPIC 

図 3-51 は、SPIC の発電源別の設備容量を示したものである。SPIC は、CNNC や CGN と

異なり、原子力発電中心の企業ではなく、発電源の半分以上、6 割近くを石炭中心の火力発
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電が占めており、原子力発電の設備容量は 5%未満に過ぎない 280。 

 

図 3-51 SPIC の発電源別の設備容量 

（出典）SPIC、「2018 企業社会責任報告」 

 
図 3-52 は、SPIC の原子力発電関連資産の中国における分布を示した地図である。 

 

図 3-52 SPIC の原子力発電関連資産の中国における分布 

（出典）SPIC、「2018 企業社会責任報告 第 3 世代炉自主化」 

(4) 5 大重電メーカーの主要原子力発電関連製品 

本節では、ハルビン電気集団、中国一重集団、第二重型機械集団、上海電気集団及び東方

電気集団の 5 大重電メーカーが製造している主な主要原子力発電関連製品の概要を整理す

る。 
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1) ハルビン電気集団 281 

ハルビン電気集団は、第 13 次五カ年計画の期間（2016～2020 年）に年間 4 基分の 100 万

kW 級プラントの 1 次冷却設備及びタービン設備を製造する能力を獲得した。 
図 3-53 はハルビン電気集団の事業体制を示しているが、グループのトップ企業の下に、

上場企業でグループの中心をなすハルビン電気股份有限公司と、佳木斯電機股份有限公司

が置かれている。またハルビン電気股份有限公司の下には、製品ごとに 6 の子会社が設置さ

れている。 
 

 

図 3-53 ハルビン電気集団の事業体制 

（出典）ハルビン電気集団ウェブサイト、「原子力発電」 

 
表 3-52 は、ハルビン電気集団がウェブサイトで示している、製造能力を有している主要

製品と製造を目標としている製品である。 
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表 3-52 ハルビン電気集団が製造能力を有している主要製品と 
製造を目標としている製品 

 主要製品 製造を目標とする製品 
ハルビン電気股份

有限公司 
 制御棒駆動装置 

重型装備公司 
蒸気発生器、加圧器、受動的ヒートシ

ンク、安全注入タンク、炉心補給水タ

ンク 

原子炉圧力容器、炉内構造

物 

動力装備公司 
軸封式主ポンプ、シールド式の主ポン

プ、ポンプのモーター 
 

タービン公司 
タービン、復水器、低圧給水加熱器及

びその制御システム 
汽水分離再加熱器 

電機公司 タービン発電機の補助系統  

ボイラー公司 
高圧給水加熱器、脱気器と補助設備、

安全クラス 2、3 級の容器、主蒸気配

管 
 

バルブ公司 タービン設備の一般的なバルブ 安全クラス 2、3 級のバルブ 
佳木斯電機股份 
有限公司 

安全クラス 3 級のシールドポンプ  

（出典）ハルビン電気集団ウェブサイト、「原子力発電」 

 
以下、表 3-53 から表 3-58 に、ハルビン電気集団の主要製品の製造や納品の状況を整理

する。 
 

表 3-53 ハルビン電気集団の主要製品の製造や納品の状況（蒸気発生器） 
プラント 数量 状態 

陸豊 1 号機 2 製造中 

三門 2、4 号機 4 製造中 

陽江 5 号機 3 製造中 

石島湾高温ガス炉 2 製造中 

漳州 1、2 号機 4 製造中 

彭沢 1、2 号機 4 製造停止中 

桃花江 1、2 号機 4 製造停止中 
（出典）ハルビン電気集団ウェブサイト、「原子力発電」 
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表 3-54 ハルビン電気集団の主要製品の製造や納品の状況（加圧器） 
プラント 状態 

寧徳 3、4 号機 発送済 

陽江 1、2、3、4 号機 発送済 

徐大堡 1 号機 製造中 

桃花江 2 号機 製造停止中 
（出典）ハルビン電気集団ウェブサイト、「原子力発電」 

 
表 3-55 ハルビン電気集団の主要製品の製造や納品の状況（受動的ヒートシンク） 

プラント 数量 状態 

三門 2 号機 1 発送済 

徐大堡 1 号機 1 製造中 

CAP1400 1 製造中 

陸豊 1、2 号機 2 製造中 

三門 3、4 号機 2 製造中 

桃花江 1 号機 1 製造停止中 
（出典）ハルビン電気集団ウェブサイト、「原子力発電」 

 
表 3-56 ハルビン電気集団の主要製品の製造や納品の状況（炉心補給水タンク） 

プラント 数量 状態 

三門 2 号機 2 発送済 

海陽 1、2 号機 4 発送済 

三門 3 号機 2 製造中 
（出典）ハルビン電気集団ウェブサイト、「原子力発電」 

 
表 3-57 ハルビン電気集団の主要製品の製造や納品の状況（主ポンプ） 

プラント 数量 状態 

方家山 1、2 号機 6 発送済 

福清 1、2 号機 6 発送済 

三門、海陽の主ポンプのモーター － 発送済 

福清 3、4 号機 6 製造中 

石島湾 CAP1400 の主ポンプのモーター 4 製造中 

AP1000 の主ポンプのモーター 2 製造中 

陸豊 1、2 号機、三門 3、4 号機、海陽 3、

4 号機の主ポンプのモーター 
12 製造中 

福清 5、6 号機 6 準備段階 
（出典）ハルビン電気集団ウェブサイト、「原子力発電」 
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表 3-58 ハルビン電気集団の主要製品の製造や納品の状況（タービン発電機） 
プラント 状態 

秦山第二 1、2 号機 供用済 

秦山第二 3、4 号機 供用済 

三門 1、2 号機 発送済 

海陽 1、2 号機 発送済 

昌江 1、2 号機 発送済 

田湾 3、4 号機 製造中 

三門 3、4 号機 製造停止中 

海陽 3、4 号機 製造停止中 

陸豊 1、2 号機 製造停止中 
（出典）ハルビン電気集団ウェブサイト、「原子力発電」 

2) 中国一重集団 282 

中国一重集団は、原子炉圧力容器、蒸気発生器、加圧器、炉内構造物、主配管等の開発・

製造を行っており、製品は PWR の 1 次系の主要設備をカバーしている。同集団は、国際的

にも数少ない、原子炉で用いる鋳鍛造品と、設備一式の製造能力を備えたサプライヤーとな

っている。 
中国一重集団のウェブサイトによると、同集団は建設中の原子力発電所の 80%以上の原

子力鍛造品と、70%以上のプラントの原子炉圧力容器を製造している。同集団は、年にプラ

ント 5 基分の PWR の 1 次系の主要設備を生産する能力を備えている。 

3) 第二重型機械集団 283 

第二重型機械集団は、岭澳、秦山原子力発電所等の多くの建設プロジェクトにおいて原子

力発電設備を製造してきた。同集団は、100 万 kW 級プラントの耐圧設備製造資格、A1・A2
原子炉圧力容器の設計・製造資格や（A1 原子炉圧力容器は内径が 2m 以上、A2 は 2m に満

たないもの）、ASME U、U2、N 及び NPT の各種認証を得ており、中国で最初の ASME の

原子力設備の設計や製造の認証を得たサプライヤーである。 
第二重型機械集団が納入した設備として、以下がある。 
 
 蒸気発生器の一次冷却材側管台 
 AP1000 の蒸気発生器の管板 
 AP1000 のフランジ 
 主ポンプのケーシング 
 福清原子力発電所の 110 万 kW プラント低速タービン軸 
 CAP1400 の低速タービン軸 
 パキスタン・カラチ原子力発電所 2 号機（華龍 1 号）のタービン軸 
 東方電気集団の東方タービンのために製造した 100 万 kW プラント低圧タービンロ

ーター 
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 華龍 1 号の加圧器、炉心補給水タンク 
 CAP1400 の加圧器の鍛造品 
 AP1000 の主配管 
 U 字管 

4) 上海電気集団 284 

a. 蒸気発生器 

上海電気集団の子会社である上海電気核電設備有限公司は、30 万 kW 級、60 万 kW 級及

び改良型第 2 世代炉の 100 万 kW 級のプラントの他、AP1000、EPR1000、CAP1400 の蒸気

発生器の製造に成功している。上海電気核電設備有限公司は、年間プラント 6 基分の蒸気発

生器の生産能力を有している。上海電気集団が蒸気発生器を納品した原子力発電所には以

下がある。 
 
 秦山 1 号機 
 パキスタン・チャシュマ原子力発電所 1、2 号機 
 秦山第二 1～4 号機 
 紅沿河 1 号機 
 寧徳 2 号機 
 方家山 1 号機 

b. 原子炉圧力容器 

上海電気核電設備有限公司は、高温ガス炉、AP1000、及び改良型第 2 世代炉の原子炉圧

力容器の製造能力を有しており、現在は第 3・第 4 世代炉の原子炉圧力容器製造に向け研

究・開発を進めている。上海電気核電設備有限公司は、100 万 kW 級のプラントの原子炉圧

力容器を年間 4 台製造する能力を有している。 
上海電気集団が原子炉圧力容器を納品した原子力発電所には以下がある。 

 
 清華大学の高温ガス実験炉（熱出力 1 万 kW） 
 秦山第二原子力発電所 
 寧徳原子力発電所 2 号機 

c. 加圧器 

上海電気核電設備有限公司は、既に 30 万 kW 級、60 万 kW 級、改良型第 2 世代炉、AP1000
及び現在請負っている CAP1400 の加圧器の製造を成功させている。現在、上海電気核電設

備有限公司は AP1000 の加圧器製造市場において主導的な地位を確保している。同公司は

100 万 kW 級のプラントの加圧器を年間 4 台製造する能力を有している。 
上海電気集団が加圧器を納品した原子力発電所には以下がある。 

 
 パキスタン・チャシュマ原子力発電所 3、4 号機 
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 秦山第二原子力発電所 
 三門原子力発電所 
 紅沿河 3 号機 

d. 炉内構造物・制御棒駆動装置 

上海電気集団グループの上海第一機床廠有限公司は、グループの 2 社を統合して 2005 年

に成立しており、炉内構造物と制御棒駆動装置の製造を専門としている。上海電気集団グル

ープは炉内構造物及び制御棒駆動装置製造の歴史を 30 年以上有しており、現在のところ中

国では唯一、30 万 kW 級、60 万 kW 級、及び 100 万 kW 級 PWR の炉内構造物と制御棒駆

動装置製造の納品実績を有している。 
グループで 2012 年には 7 基、2013 年には 8 基のプラントの炉内構造物と制御棒駆動装置

製造を製造した。 
上海電気集団グループが炉内構造物を納品した原子力発電所としては、秦山、岭澳、チャ

シュマ、紅沿河、寧徳、福清、方家山、清華大学の高温ガス実験炉がある。 

e. 主ポンプ 

上海電気集団グループは、RUVTM と呼ばれる湿式コイルポンプを製造している。これは、

AP1000 及び CAP1400 用のものであり、AP1000 用の RUVTM は WH 社の審査を完了してい

る。また、CAP1400 用のものは、SNERDI による専門家の設計一次評価を通過している。 
上海電気集団グループは、これまでのところ海外も含め 220 台以上の PWR 用の主ポンプ

を納品しており、また BWR 向けに 80 台、重水炉向けに 70 台の主ポンプを納品している。 
グループの SEC-KSB は上海電気とドイツ・KSB 社の合弁会社であり、第 2 世代炉、改良

型第 2 世代炉及び第 3 世代炉の主ポンプを導入してきた。こうした背景の下、SEC-KSB は

CAP1400 の主ポンプ開発を進めている。 

5) 東方電気集団 285 

東方電気集団は、1990 年代に原子力発電設備の製造を開始し、現在は設備容量 100～180
万 kW のプラントのための設備を量産する能力を備えている。対応可能な炉型は、国内すべ

てのプラントとされており、既に建設や開発が進んでいる改良型第 2 世代炉、海外から導入

した第 3 世代炉（EPR、AP1000）、中国が自主開発する第 3 世代炉（CAP1400、華龍 1 号）

に加えて、ナトリウム冷却高速炉、トリウム溶融塩炉、核融合炉といった新しい技術のため

の設備の研究・開発も進めている。 
東方電気集団が製造している設備として、以下が挙げられている 
 
1 次冷却設備 
原子炉圧力容器、蒸気発生器、炉内構造物、控制棒駆動装置、主ポンプ、受動的な余熱除

去のための熱交換器、炉心補給水タンク、安全注入タンク、ボロン注入タンク、圧力容器頂

部 
タービン設備 
蒸気タービン、発電機、汽水分離機、給水加熱器、脱気器、循環水ポンプ等 
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3.4.3 廃炉分野 

中国では、商用炉の廃炉は具体化しておらず、サプライチェーンも未だ確立はされていな

い模様であるため、本調査では対象外としている。 

3.4.4 SMR を含む次世代炉・革新炉の開発動向とそのサプライチェーン構築状況 

(1) 次世代炉等の開発の概況 

本項では、中国における次世代炉等の開発の概況を整理する。中国は、熱中性子炉、高速

炉、核融合炉の 3 段階での原子力開発を方針としていること、海外市場の開拓、深刻な大気

汚染対策のための石炭火力発電削減が急務であること等を背景として、多様な次世代炉の

開発を進めている。 

1) 高温ガス炉 

山東省・石島湾発電所では、2012 年 12 月 9 日に、1 基の高温ガス炉（電気出力 21.1 万

kW）の建設が開始された 286。これは、世界最初の、第 4 世代炉の安全要件と、第 4 世代炉

の主要な特徴を備えた新型のプラントとされている。このプロジェクトは、3.4.2 で整理し

た 2006 年の「国家中長期科学技術発展計画綱要（2006～2020 年）」の 16 件の重要プロジ

ェクトのうちの一つである。2008 年 2 月 15 日に、国務院常務会議で、本プロジェクトの実

施プログラムが承認されている 287。 

2) SMR288 

CNNC は 2019 年 7 月、海南省で軽水炉型 SMR 建設のモデルプロジェクトに着手したこ

とを公表した。建設されるのは、100 万 kW 級の ACP1000 を小型化した、電気出力 10 万 kW
の ACP100「玲龍 1 号」1 基である。 

CNNC が建設を計画しているのは、華龍 1 号のベースとなった 100 万 kW 級プラントで

ある ACP1000 を小型化した ACP100 1 基である。なお、CNNC は ACP100 を「玲龍 1 号」

と呼称している。CNNC は海南省では、既に昌江 1、2 号機として、中国の国産標準型 PWR
の一つである電気出力 60 万 kW の CNP-600 を 2 基運転しており、玲龍 1 号が運転を開始す

れば同省で 3 基目のプラントとなる。 
CNNC は 2010 年に玲龍 1 号の開発プロジェクトをスタートさせており、2016 年 4 月には

国際原子力機関（IAEA）による一般原子炉安全レビュー（GRSR）に、SMR として世界で

初めて合格している。 

3) 浮揚式炉 289 

CNNC グループの中国核動力研究設計院は 2016 年 1 月、浮揚式原子力発電プラント

ACP100S の建設を同年中に開始する計画であることを明らかにした。ACP100S は、CNNC
が開発した多用途小型炉 ACP100（上記のとおり、2019 年時点では ACP100 は「玲龍 1 号」

と命名されている）を海上での利用のために改造したものである。 
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4) 高速増殖炉 290 

CNNC は 2017 年 12 月、福建省霞浦県で高速実証炉の建設を開始したことを公表した。

このプラントの電気出力は 60 万 kW であり、2023 年の運転開始を予定している。 
中国の高速炉開発では、既に北京近郊で中国実験高速炉（CEFR、グロス電気出力 2.5 万

kW）が 2011 年から運転を開始している。CEFR はロシアとの協力に基づき、同国の高速増

殖炉 BN-600 炉をモデルとして開発され、CNNC が所有者となり、同社傘下の中国原子能科

学院（CIAE）が運転を行っている。 

5) 原子炉の熱利用 

CNNC は、低温熱供給炉である「燕龍」の開発・実証を進めている。「燕龍」は、CNNC
グループの中国原子能科学研究院（CIAE）の 49-2炉と呼ばれる研究炉をベースとしている。 

「燕龍」は、CIAE の 49-2 炉での 50 年以上にわたる安定した運転を基礎として、北部地

方都市の暖房熱需要に対応するために開発された安全かつ経済的で、クリーンで環境を守

る炉型である。その技術は成熟し、低温・常圧で運転され、オフサイトでの緊急時対応が不

要で、都市近郊での建設が可能であり、炉心溶融ゼロ、温室効果ガス排出ゼロ、廃止措置は

容易、投資は少額といった顕著な特性を備え、しかもサイト選定には融通が利き、内陸・沿

海部双方で建設が可能であり、北部地方内陸部に非常に適している。運転寿命は 60 年とな

っている。経済面では、熱供給コストはガスをはるかに上回り、石炭やコジェネレーション

の経済性と比肩しうるものとなっている 291。原子炉の熱利用を進めているのは、CNNC の

みではなく、報道によれば CGN や SPIC、清華大学も中国北部において熱供給炉の建設に向

け、サイト選定等を展開しているとのことである。 

6) 山東省・海陽原子力発電所の AP1000 の熱利用 292 

山東省・海陽原子力発電所（AP1000 2 基）の運転会社である SPIC グループの山東核電

有限公司は 2019 年 11 月、同発電所 1、2 号機を用いた熱供給プロジェクトにおいて正式に

熱供給が開始されたことを公表した。このプロジェクトは、山東核電有限公司の職員宿舎や、

海陽市の一部の市民の住居（面積にして 70 万 m2）に、熱供給を行うものである。 
山東核電有限公司は、熱供給プロジェクトを拡大させる計画である。プラントに若干の改

造を施すことで、3,000 万 m2 への熱供給が可能になり、また、1、2 号機に続くプラントが

運転を開始すれば、最終的に 2 億 m2、半径 100km の範囲で熱供給が可能になるとしている。 
 
以上、中国における SMR を含む主要な次世代炉や革新炉の開発動向を整理した。石島湾

発電所の高温ガス炉が運転開始間近となっていることや、高速実証炉の建設が進められて

いることが示すように、次世代炉の開発が活発であることは事実である。一方で、高温ガス

炉や高速炉の技術の起源が中国にあるわけではなく、また SMR は既存の大型 PWR を小型

化したものにとどまるようである。6)で整理した AP1000 の熱利用も、原子炉そのものの技

術革新ではなく、以上を踏まえると中国を次世代炉開発の先頭グループに位置する国とし

て位置付けるのは難しいと思われる。 
米国、英国、カナダが特に注力している SMR 開発にしても、中国では少なくともしばら

くは人口稠密な沿海部におけるプラント建設が進められることを考えると、敢えて SMR を
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中国で積極的に展開させる経済的な意義があるとは考えられず、2)で整理した海南省でのモ

デルプロジェクトにおける SMR 建設も、SMR の輸出や浮揚式炉での利用を構想したもの

と思われる。 

(2) 石島湾における高温ガス炉建設のサプライチェーン 

以下に示すのは、国家核安全局が公表した「華能山東石島湾原子力発電所 高温ガス炉モ

デルプロジェクト原子力安全不定期検査報告」において示された、同プロジェクトの事業者

側の参加者の所属組織である 293。 
 
 華能山東石島湾原子力発電有限公司 
 華能集団原子力発電事業部 
 上海シュナイダー石島湾原子力発電監理部 
 中核能源科技有限公司 
 連合設計機構 
 中核能源栄成高温ガス炉プロジェクト部 
 中核二三公司高温ガス炉プロジェクト部 
 中核二四公司石島湾原子力発電プロジェクト部 
 中核五公司石島湾原子力発電プロジェクト部 
 中核アルレッド石島湾原子力発電測定センター 
 中核コンクリート栄成分公司 
 
高温ガス冷却炉モデルプロジェクトの設計・調達・建設（EPC）契約の受託者は中国核工

業集団公司（CNNC）グループに属し、図 3-47 にも掲載した中核能源科技有限公司である
294。 

 

3.4.5 その他情報 

(1) 軍需産業の存在と民間原子力産業との関わり 

中国において、特にフロントエンドからプラントの開発・建設、原子力発電所の運転、バ

ックエンドまでを業務範囲とする CNNC グループは、その成り立ちも考えると、軍事産業

と密接な関りを有している。 
中国では、商用炉初号機の秦山 1 号機の建設開始が 1985 年であるが、最初の核実験がそ

の 20 年以上前の 1964 年に実施されているように、商業利用に先立ち核兵器開発が進めら

れてきた。表 3-59 に、CNNC のウェブサイトに掲載されている同グループの歴史上の出来

事（「大事記」）のうち、主要なものを整理する 295。なお、CNNC のウェブサイトの「大

事記」は、1999～2006 年の期間が欠落しており、表 3-59 では 1996 年までの出来事に限定

して記載している。 
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表 3-59 中国の原子力の軍事利用等における主要な出来事（1996 年まで） 

発生時 出来事 

1955 年 1 月 毛沢東が原子力工業 xxiiiの建設を決定 

1955 年 8 月 中ソが中国の原子力工業に対する支援に関する協定を締結 

1958 年 5 月 当時の鄧小平共産党総書記が、核開発を所掌していた第二機械工業部

による内モンゴル自治区・包頭における燃料工場、甘粛省の蘭州にお

けるウラン濃縮工場等の建設提案を承認 

1958 年 7 月 研究用重水炉が完成 

1959 年 6 月 ソ連が中国に対する原子爆弾の模型や技術資料の提供を拒否。周恩来

が原子爆弾の中国による自主開発を決定 

1964 年 10 月 最初の核実験に成功 

1967 年 6 月 最初の水爆実験に成功 

1969 年 9 月 最初の地下核実験に成功 

1971 年 9 月 最初の原子力潜水艦が進水 

1979 年 4 月 第二機械工業部が、原子力発電の開発、アイソトープ等の核技術の応

用、民生用や輸出用製品の製造、民生分野におけるエンジニアリング

や設計、施工等を積極的に進めていくとの方針を決定し、国務院がこ

うした軍民結合の方針を肯定 

1982 年 5 月 第二機械工業部が核工業部と改称 

1984 年 1 月 中国が IAEA に加盟 

1984 年 10 月 国務院が国家核安全局の設置を承認 

1988 年 9 月 国務院の承認を得て、中国核工業総公司が成立。また、核工業部は解

消され、その業務の一部は能源部に移管 

1991 年 12 月 秦山 1 号機が送電網に併入 

1993 年 10 月 四川省宜賓の燃料工場で大型炉の燃料生産ラインが完成、燃料国産化

の基礎を構築 

1996 年 7 月 45 回目の核実験を実施し、政府は以降核実験を停止することを表明 
（出典）CNNC ウェブサイト、「大事記」等に基づき三菱総合研究所作成 

 

表 3-59 の 1958 年 5 月の行にある包頭や蘭州には、現在もそれぞれ燃料工場やウラン濃

縮施設があり 296、当初は核兵器製造のために建設された施設や設備や開発された技術が、

ある程度は現在の商用原子力発電のためにも活用されていると考えられる。 

 
xxiii 「原子力工業」の原語は「原子能工業」。「原子能工業」が当初から将来的な商業利用まで含めてい

たかどうかは確認できないが、当時は「原子能工業」が原子力の軍事利用を意味していたことが確認でき

る。 
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以上、中国の原子力の軍事利用と商業利用の関係を考えると、特にフロントエンドを中

心として、軍事利用のために培われた技術が、ウラン濃縮や燃料製造において、商業用原

子力発電のためにも活用されたと考えることができる。また、表 3-59 の 1979 年 4 月の行

にあるように、軍事利用の過程で得られたエンジニアリングや設計、施工等の技術が、民

生利用にも転用されたようであり、こうした技術は原子力発電所の建設にも生かされた可

能性も考えられる。 

ただし、軍事分野と民生分野における人材の移転については情報が確認できていない。

CNNC グループは軍事利用から民生利用までを業務範囲としているため、軍事部門で技術

を身に着けた人材が民生部門で活躍しているといったことは十分に考えられるが、確たる

情報は得られなかった。また、米国では原子力潜水艦や原子力空母といった原子力を駆動

力とする艦船のオペレーションに携わる海軍が原子力産業界への重要な人材の供給源とな

っているが、中国における原子力を駆動力とする艦船の規模は、詳細は明らかでないが米

国と比較すると極めて小さいと思われ、中国人民解放軍で原子力艦船のオペレーションに

携わっている軍人が原子力産業界に転出することがあるかは不明であるが、あったとして

も極めて少ないと考えられる。 

(2) 米国企業による AP1000 のシールドポンプ輸出に対する米国側の懸念 

WH 社が中国への AP1000 の供給契約を締結したのは 2007 年であるが、その後 2015 年

10 月 29 日に米国と中国の原子力協力協定（123 協定）の更新協定が発効している。この協

定更新に当たっては、WH 社による中国への AP1000 の供給が一つの論点となっている。

この点について、同年 8 月に議会調査サービス（CRS）が作成した資料 297によると、米側

の懸念の一つは核不拡散上のリスク、すなわち米国製の原子力技術が中国を通じて、核不

拡散体制が十分でない国に輸出され、結果的に国際的な核不拡散レジームが損なわれるリ

スクである。もう一つが、シールドポンプが舶用ポンプとして軍事転用されるリスクに対

する懸念である。3.4.2(2)1)b で整理したとおり、AP1000 のシールドポンプは米カーティス

＝ライト社の電気・機械部門である EMD が納入している。ここでは、AP1000 に特有のリ

スクといえる後者のリスク、すなわちシールドポンプの軍事転用に対する米国側の懸念に

ついて整理する。 

上記の CRS の資料によると、米国には AP1000 に用いられる独特のシールドポンプが、

中国の舶用原子炉のために転用されるのではないかとの懸念があった。こうした懸念は、

WH 社が中国側との契約締結に向けて協議を進めている最中から既にあった。同ポンプの

軍事転用の可能性については、連邦議会の諮問機関である米中経済・安全保障審査委員会

（USCC）2008 年 8 月に開催した聴聞会において、パシフィック・ノースウェスト国立研

究所（PNNL）の S・ムラディノ上級計画部長が行った証言において分析されている。証言

によれば、転用の懸念とは、具体的には、シールドポンプを舶用原子炉に用いて、原子力

潜水艦の静音性を向上させることである。ムラディノ氏の証言によれば、AP1000 用のシ

ールドポンプは大きすぎて潜水艦には利用できないが、中国側が小型化する可能性はあ
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る。ただし証言によると、WH 社は中国側とシールドポンプの製造技術を共有する意向は

ないとのことであり xxiv、そのため同氏は中国によるシールドポンプ技術の軍事転用は難し

いだろうと考えている 298。 

 

 

  

 
xxiv 3.4.2(2)1)b で報告したとおり、SPIC は「AP1000 の主ポンプの製造難度が極めて高いことから、米国

側は中国側に対して、主ポンプは国産化せず米国側が製造したものを購入するよう主張した」と説明して

おり、軍事転用を懸念してシールドポンプの製造技術共有を拒んだという点には触れていない。ただし同

じ箇所で報告したとおり、中国側は既にシールドポンプの製造技術を得ている模様である。 



221 
 

4. 今後の原子力産業のあり方 

 
本調査の冒頭で、課題意識を以下のとおり示した。 

 
第 5 次エネルギー基本計画の 2030 年目標を実現するためには、①既設炉の再稼働、安全

で安定的な運転が必要であり、脱炭素化実現のための選択肢のひとつである原子力を 2050
年に向けて維持してくという理念の実現のためには、安全性向上を追求していくとともに、

②将来にわたっての建設能力の維持が必要になろう。 
このことを、原子力産業のサプライチェーン構造に照らせば、①既設炉の再稼働、安全で

安定的な運転のためには運転・保守時のサプライチェーンの維持が必要となり、②将来にわ

たっての建設能力の維持とは、とりもなおさず、建設が可能となるようなサプライチェーン

の維持を意味する。 
 
本章では、調査の結果から、これら①、②に対して我が国原子力産業はどのように向き合

うべきかについて考察する。考察にあたっては、第 5 次エネルギー基本計画に示された、

「原子力の課題解決方針」（以下）を念頭に置いた。 
 

原子力の課題解決方針 
東京電力福島第一原子力発電所事故を経験した我が国としては、安全を最優先し、経済的

に自立し脱炭素化した再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低

減する。現状、実用段階にある脱炭素化の選択肢である原子力に関しては、世界的に見て、

一部に脱原発の動きがある一方で、エネルギー情勢の変化に対応して、安全性・経済性・

機動性のさらなる向上への取組みが始まっている。我が国においては、さらなる安全性向

上による事故リスクの抑制、廃炉や廃棄物処理・処分等のバックエンド問題への対処とい

った取組みにより、社会的信頼の回復がまず不可欠である。このため、人材・技術・産業

基盤の強化に直ちに着手し、安全性・経済性・機動性に優れた炉の追求、バックエンド問

題の解決に向けた技術開発を進めていく。東京電力福島第一原子力発電所事故の原点に立

ち返った責任感ある真摯な姿勢や取組みこそ重要であり、これが我が国における原子力の

社会的信頼の獲得の鍵となる。 

（出典）平成 30 年 7 月、エネルギー基本計画 （２）原子力の課題解決方針を引用 

4.1 既設炉の再稼働と安全で安定的な運転のために 

 
既設炉の再稼働と安全で安定的な運転の実現のためには、特に、運転・保守時のサプライ

チェーンの維持が必要だと述べた。 
既設炉の運転において「安全性を最優先」することは大原則であり、サプライチェーンの

観点から、安全性を支える要素を考えると以下のとおりである。 
 

 安全上重要な機器が正常に機能し続けるために必要不可欠な部材が適時・適切に供

給されること 
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 安全上重要な機器・部品が適時・適切に保守されること（モノを適切に設置・保守で

きるための役務も適時・適切に提供されること） 

 安全上は必ずしも重要でなくとも、原子力発電プラントの安定的な運転に必要な機

器・部品及び必要な役務が適時・適切に供給されること 

 安定的な運転のための燃料の安定的な供給基盤が維持されること 
 
以下では、上記項目のそれぞれに対して本調査から得られた示唆を整理した。 
 

 安全上重要な機器が正常に機能し続けるために必要不可欠な部材が適時・適切

に供給されること 
 
必要不可欠な部材が適時・適切に供給されないことは、原子力発電所の稼働ができなくな

るということに直結する。このことは、モノの供給が途絶しないことを指しているが、サプ

ライチェーンピラミッドで言えば、第 3 層、第 4 層だけでなく、その層を支える第 5 層～第

6 層の供給が不安定となれば、安全上重要な機器の適時・適切な供給に不安が出ることとな

る。 
 

 

図 4-1 原子力発電プラント保守段階における産業構造（再掲） 

（出典）WORLD NUCLEAR ASSOCIATION、The World Nuclear Supply Chain: Outlook 2030、WNA、

London（2012）より三菱総合研究所作成 

 

本調査を通じて、特に、我が国では安全上極めて重要ないくつかの機器について、再稼働

が遅れているために、納入の機会がなく、機器メーカー（第 3 層、第 4 層）のみならず、機

器の製造・供給を支える部品の供給元（第 5 層、第 6 層）でも採算が見込めないなどとし

て、離脱・撤退の動きが顕在化している例が確認できている。特に、再稼働が遅れている
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BWR 関連の安全上重要な機器を供給する事業者が危機的な状況にあることは見逃せない。 
原子力業界は、現在、こうした危機に瀕している機器とは何なのかを、それらを支える下

層サプライヤーの状況も含め、より具体的かつ網羅的に把握した上で、これら機器の供給が

困難となった場合の安全な運転継続への影響を可視化する必要がある。その上で、海外も含

め、適時・適切な供給の代替先があり得るのかを検証することが望まれる。 
もし、代替先が国内外に全く見当たらない、または代替先があり得るとしても、その定着

までに要する時間やコストが、既設炉の安全運転を維持しようとする上で合理的でないほ

どに膨大であるとすれば、現有の機器供給網を維持するための方策を考慮する必要が出て

くる。 
本調査を通じて、機器・部品供給に係るコストは、製造のための材料費・設備費・労務費

だけではなく、特に原子力品質を維持するための人員の維持やトレーサビリティを維持す

る等の品質マネジメントシステムの維持コストも重い負担となっていることが明らかとな

っている。 
また、目に見えやすいところでは、2011 年の震災までの間の原子力ルネサンスの機運に

乗って、今後の市場拡大を期待して ASME の N スタンプを取得した企業の中には、直近の

ASME 資格更新を断念した社も複数あることが確認できている。 
このように、製造設備の維持・保守だけでなく、原子力品質マネジメントシステムの維持

コスト、さらにはそうした専門知識や経験を有する人材を確保するためのコストも勘案し

た上で、業界は、安全上重要な機器の供給の途絶を回避する策を検討する必要がある。 
 

 安全上重要な機器・部品が適時・適切に保守されること（モノを適切に設置・保

守できるための役務も適時・適切に提供されること） 
 
機器の供給が途絶しないことに加え、機器を適切に設置・保守できる役務提供元がなけれ

ば、既設炉の安全性の維持が難しいことにも留意が必要である。 
安全上重要な機器の中でも、新設時に一度設置すれば交換需要はよほどのことがなけれ

ば発生しない機器が多くあることが本調査から明らかとなった。1 次系バルブなどはその例

である。こうした機器の供給元の事業は、新設時の納入と、運転・保守時のメンテナンスに

よる一気通貫サービスのパッケージ提供によって成り立っている。 
運転が長期にわたって停止していることにより定期検査役務も発生しない状況にあって、

新設時の機器供給＋保守役務提供というビジネスモデル採算が成り立たなくなれば、その

機器供給のサプライヤーの事業継続は困難となり、代替となるプレイヤーがなければ、安全

の維持にも危険信号が灯る。 
安全上重要な機器の途絶リスクとその代替策を検討する上では、単純に機器の製造・提供

の可能性に着目するだけではなく、役務が安定的に供給できる体制が維持できるのかを十

分考慮する必要がある。単純にモノ売りができるメーカーが国内外に存在していたとして

も、適時・適切な保守役務が提供されることが保証されなければ、原子力発電プラントの安

全は守れない。機器供給の途絶だけでなく、供給された機器の保守の途絶が起こらない方策

を検討する必要がある。 
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 安全上は必ずしも重要でなくとも、原子力発電プラントの安定的な運転に必要

な機器・部品及び必要な役務が適時・適切に供給されること 
 
安全上必ずしも重要な資機材でなくとも、複数の部品において供給が途絶すれば、安定的

な運転に支障を来たすおそれがあり、このことは原子力発電の採算にも影響する。 
原子力専業ではない企業からも提供されることの多い機器・役務がこれらに相当するが、

本調査の結果からは、たとえ汎用的な部品であっても、供給者は原子力品質を遵守し、原子

力発電用であることを認識して業務に当たっており、火力発電用機器とは全く異なる品質

マネジメントシステムを用いていることがわかっている。 
一般品とも呼ぶことのできるこうした機器提供とそれに付随する役務については、代替

供給先を探すことは、安全上重要な機器に比べ難易度は下がると思われるが、一般品であっ

ても安全を支える重要な一部分であることに変わりはなく、適時・適切な供給を確保・確認

できる手段は必要といえる。 
米国調査でも示したとおり、米国では、1980 年以降、商業炉の新設が行われてこなかっ

たことに伴い、発電所向けの機器供給市場が縮小し、原子力産業から撤退したサプライヤー

が相次いだことから、原子力品質を満たす機器の調達が困難となった。こうした状況から、

電気事業者や大手サプライヤーは、従来の原子力品質を必ずしも満たさないサプライヤー

の製品を代替として採用するための手法として、CGD（Commercial Grade Dedication）プロ

セスの導入を進めた。 
CGD のための検査手順書が規制当局である NRC から発行され、1993 年よりこのプロセ

スが運用されているが、安全上重要な機器の安定的供給が不安定化する兆しを見せ始めて

いる我が国でも、同様の取組みの有効性を検証する取組みは早期に進められても良い。 
20 年以上の運用実績を有する米国の CGD について、現在の制度運用の姿になるまでの課

題や、現在抱えている課題を詳細な調査によって明らかにし、我が国に同様の制度を導入す

る場合の課題や、チューンアップが必要な部分を検討するには、数年の時間を要する可能性

もある。早期の着手が望まれる。 
 

 安定的な運転のための燃料の安定的な供給基盤が維持されること 
 
再稼働が遅れていることから、国内の燃料加工事業者の経営状況は既に危機的な状況に

ある。本調査でも改めてそのことが確認されたが、震災以降、発電事業者からの前倒し発注

による燃料加工施設稼働率の確保や、親会社による海外市場開拓等で事業を維持している

面も見られるが、海外では、競合他社が大規模（数千トンクラス）で燃料製造・加工を実施

しており、低コストで世界中に燃料供給していることから、国内の燃料加工事業者の経営環

境はより不安定化していると言える。 
燃料加工業者のみならず、燃料集合体を構成する部品メーカーにもその状況は及んでお

り、既に国内では調達不能な部品も出てきている。 
世界的に見れば、燃料加工役務を海外に依存している国々も決して少なくはないことか

ら、もし国内での調達が困難になった場合に、それに代わって安定的に調達できる海外の調

達元が見つかるのか、また安全上重要な機器の場合と同様に、それは代替が可能となるまで

にどれほどの時間・コストを要し、それが現在の再稼働見通しに照らして現実的であるのか

は検証されなくてはならない。 
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なお、この検証にあたっては、エネルギー安全保障上極めて重要な要素である燃料につい

て、その供給源を海外に依存することによる国のエネルギー安全保障政策への影響につい

ても、十分に考慮される必要がある。 

4.2 将来にわたっての建設能力の維持のために 

現在、新増設やリプレースに対する見通しは不透明な状況であるが、2050 年を見据えて、

脱炭素化実現のための選択肢のひとつである原子力の新設・リプレースが、今後に、一定の

経済合理性と社会からの受容を獲得した際に、建設再開に必要となる、サプライチェーンの

維持は原子力産業界を挙げて議論・検討されてよい。 
将来にわたっての建設能力の維持のために、サプライチェーンの観点から、必要な要素と

して下記が挙げられる。 
 
 機器供給にもまして重要な、建設現場感に基づく経験知が維持されること 

 安全上重要な機器・部品の供給は、途絶を避ける方法を幅広く検討すること 
 
以下では、上記項目のそれぞれに対して本調査から得られた示唆を整理した。 
 

 機器供給にもまして重要な、建設現場感に基づく経験知が維持されること 
 
新設にあたって個々の機器が適時・適切に原子力品質を伴って供給されることは当然に

重要であるが、建設にあたって重要となるのは、発注者より要求される性能・品質のプラン

ト建設を、限られた期間内に最適コストで完遂することである。 
このことを可能にする上では、機器供給の確保はもちろんのこと、建設プロジェクトを実

施する当事者の供給能力が十分確保できる状況であることが必須となる。 
新設が 1980 年代から途絶えていた米国では、30 年ぶりの AP1000 建設において、大幅な

コスト増加等を要因として、原子炉メーカーが倒産に追い込まれるほどの事態となり、建設

プロジェクト 2 件のうち 1 件は、建設中止の判断をせざるを得なくなった。コスト増の主

たる要因は EPC に関連するもので、プラントの設計変更やスケジュール遅延に係る追加的

人件費の発生等、機器供給の確保とはもはや別次元の課題が噴出したことがわかっている。 
本調査でも確認したとおり、海外と我が国では建設に係る体制は若干異なるが、第 0 層で

は原子炉メーカーとスーパーゼネコン、電気事業者の 3 者が、緊密なすり合わせによって建

設マネジメント全般を実施している。なお、海外では図 2-16 で示すとおり、第 0 層と第 1
層が異なる事業者が担当する場合が一般的だが、我が国においては、三菱重工業といった原

子炉メーカーが第 0 層・第 1 層ともに担う場合が多い。 
図 4-3 に示すとおり、第 1 層～第 2 層（建設・マネジメント・プラント・構築物・系統レ

ベル）までは主に原子炉メーカー（我が国においては東芝エネルギーシステムズ、日立 GE、
三菱重工業が該当）がその役割を果たす一方、プラントメーカーを含め、スーパーゼネコン、

電気事業者の 3 者はこの領域でも緊密なすり合わせと阿吽の呼吸で建設プロジェクトを完

遂させる。 
調査によれば、3 者の緊密なすり合わせは資料やデータだけで完全な再現は難しく、現場

での実際の経験を積み、すり合わせを経験することによってはじめてその経験知が維持さ
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れるという。こうした緊密なすり合わせプロセスは、運転・保守や廃炉といった原子力発電

プラントのライフサイクルのうち後半期に再度訪れるものではなく、経験知を蓄積できる

機会は建設時に限られる。 
建設時の電気事業者、原子炉メーカー、スーパーゼネコンによる緊密な協力の経験は、現

在、規制対応としての特定重大事故等対処施設（特重施設）の建設経験により疑似的に維持

されていることが本調査のヒアリング等からはわかっているが、一方で、プラント建設と特

重施設建設は、ノウハウや経験は大きく異なり、新設需要が顕在化した際には、特重施設経

験の活用度はおのずと限定的なものにとどまるとの指摘もある。 
 

 

図 4-2  原子力発電プラント建設段階における産業構造（再掲） 

（出典）WORLD NUCLEAR ASSOCIATION、The World Nuclear Supply Chain: Outlook 2030、WNA、

London（2012）より三菱総合研究所作成 
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図 4-3 原子力発電プラント建設段階における産業構造と主要プレイヤー相関イメージ

（再掲） 

（出典）WORLD NUCLEAR ASSOCIATION、The World Nuclear Supply Chain: Outlook 2030、WNA、

London（2012）より三菱総合研究所作成 

 
建設経験の喪失がどのような結果を招くのかは、米国、英国の経験に顕著に表れている。

本調査では扱わなかったが、新設経験が 20 年近く途絶したフランスでも、欧州加圧型軽水

炉（EPR）の建設で同様に大幅なコストオーバーランを引き起こしていることがわかってい

る。現在、米国と同様に約 30 年ぶりの新設に取組んでいる英国においても、建設開始から

約 1 年余りで、既に建設スケジュールの遅延とコスト増が見込まれている。新設プロジェク

トは 1 基が数百億円にもなる大型プロジェクトであり、わずかなプロジェクト遅延が建設

コストに与える影響は膨大である。 
日本の建設プロジェクト構造の特殊性ゆえ、海外のエンジニアリング会社、ゼネコンが容

易に参入できる領域ではなく、日本の建設を担ってきたスーパーゼネコンからそのノウハ

ウが失われてしまえば、代替を見つけることは極めて難しい。 
また、地震国である日本のスーパーゼネコンの耐震設計技術は、世界のどの国にも勝るも

のであり、海外から技術を導入することは困難と推測される。新設の議論が熟した頃にこの

技術が失われていれば、建設はもはや不可能となる。これを失わないために原子力産業界と

してできることは何か、検証されていく必要がある。 
また、原子力産業に限らず、日本のものづくり産業が共通して日本の「強み」であると標

ぼうしてきたサプライチェーン Tier 間の「緊密なすり合わせ」は、産業構造の変化やデジ

タル化、IT 化によってその優位性を失いつつあることは認識しておく必要がある。内燃式

機関を有する自動車は、急速に電気自動車（EV）に主要な地位を明け渡しつつある。EV の

強みはすり合わせとは対極にある、モジュールの組合せによって効率的に組立を行うこと

ができる点にある。本調査でも確認したとおり、米国や英国では、次世代炉のひとつの選択

肢として小型モジュール炉の可能性に着目し、開発競争が繰り広げられている状況にある。
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小型モジュール炉のモジュールは、一品もののプラント建設ではなく、工場で製造される大

量生産機器と位置付けられる。 
すり合わせの強みを守り続けることだけが、今後の原子力産業の進む道とは限らない。新

たなビジネスのパラダイムが原子力産業にも押し寄せる可能性を認識しながら、産業のあ

り方をより広く議論していくことが望まれる。 
 

 安全上重要な機器・部品の供給は、途絶を避ける方法を幅広く検討すること 
 
原子力産業においては、新設時に一度据付を行えば、数十年間の運転期間中一度も取替が

発生しない機器も数多くあり、PWR に供される圧力容器、蒸気発生器のほか、1 次系バル

ブや配管等がそれにあたる。これら機器メーカーは、新設需要がない中で経営状況は良好と

は言えない。 
機器メーカーの多くは必ずしも原子力を専業とはしていないが、それぞれに民間企業で

ある以上、受注が長期間にわたって途絶えれば、不採算部門として縮小、売却、廃業等の判

断にさらされることは避けがたい。 
既に採算面で厳しい状況にある機器メーカーの中には、生き残りをかけて自ら提携の道

や、海外に市場を求める道を模索し始めている例も本調査の中で確認されている。また、不

採算な状況が長引く中で、買収・合従連衡等により競争力や機器の供給能力が維持されてき

た例は、米国だけにとどまらず海外で多く取られてきた手法でもある。我が国の原子力産業

においても、国内外との連携・協力によって事業の幅を広げ、また、市場を広げる方策は模

索されても良い。 
本調査でも、新設の動きが盛んな中国市場に対して、ものづくりの高い技術に基づく機器

の提供にとどまらず、保守役務の提供も含めて長期的な関係を構築するなど、新たなビジネ

スモデルを模索し始めている企業の良好事例なども確認できた。中国は自国企業の技術力

向上に極めて熱心であり、早晩我が国企業の技術力にキャッチアップすることは十分に想

定されるだけに、新たなビジネスモデルの模索は今から進めておいて遅くはない。 
また、こうした動きに呼応して、官の側でも、その手段に応じた、柔軟な支援策が検討さ

れてよい。海外に活路を見出そうとする企業には、進出先国の政策や規制・規格、パートナ

ー選定に不安を抱える企業も少なくないことが本調査から確認できている。 
こうした企業が、相互に助言、協力できるような情報交換・共有のプラットフォームづく

りや、進出先国の規制機関や規格・認証機関に対する、日本の規格基準のエンドースに向け

た、業界大または官民共同でのアプローチも考えられてよい。 
また、買収、合従連衡による生き残りを模索する企業には、事前のデューデリジェンス、

技術的すり合わせに必要な専門知識の補完なども、業界大のプラットフォームがその役割

を果たせる可能性は模索されても良い。 

4.3 将来の原子力産業に活力を与える施策 

エネルギー基本計画では、「社会的信頼の回復がまず不可欠である。このため、人材・技

術・産業基盤の強化に直ちに着手し、安全性・経済性・機動性に優れた炉の追求、バックエ

ンド問題の解決に向けた技術開発を進めていく」ことが謳われた。 
特に「安全性・経済性・機動性に優れた炉の追求」は、世界的にも大型炉中心から、再エ
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ネとの共存も視野に入れた新たなコンセプトの小型炉の開発にシフトチェンジが行われて

いることが観察されており、こうした新しい取組みに対して日本でも、政府が率先して支援

の姿勢を示し続けることも、原子力産業の将来性を示すシグナルとなり得る。市場に対する

ポジティブなシグナルを送り続けることも、サプライチェーンを勇気づける材料となり得

るだろう。 
本調査において、特に我が国と外交的に緊密な国において、小型炉の将来に注目し、政府

が率先して研究開発段階、建設・実用化段階等各段階に対する支援を具体化している例が見

られた。研究開発段階を後押しするだけでなく、小型炉という原子力の新しいパラダイムを

見据えて、そのサプライチェーンを掌握するために中小企業も含め、製造・建設のための技

術・技能向上を支えようとする英国の例は注目に値する。 
裾野の極めて広い原子力産業に活力を吹き込むことは、立地地域の経済発展にも極めて

力強いドライバーとなり得る。日本国内でも、自治体側からの動きとして、原子力を含むエ

ネルギーイノベーションを推進しようとする協議体の設立も聞かれるところであり、海外

での取組みを大いに参考に、業界が協力し合ってイノベーティブな活動を推進することは

重要である。こうした業界の動きに対して、官側からの適切な助言や支援のあり方も検討さ

れても良いであろう。 
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5. 別添資料 

別添資料は以下のとおりである。 
 
別添資料 1 アンケート調査結果詳細 
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1. 調査結果 

1.1. 回答企業の基礎情報、一般廃炉分野への参入状況 

1.1.1. 主要な原子力関連の製品・サービス（問 1(1)） 
H28 年度調査（以下、過年度調査）と同様に、特定の業種への偏りは見られず、回答企業

が提供する製品・サービスは様々な分野にわたっていた。この中でも「配管･継手･サポート」
が最も多く約 2 割であり、次いで「試験･検査（機器及び役務）」、「プラント建設･電装」、「機
械部品」、「商社」が多かった。 
「一般廃炉（福島第一原子力発電所廃止措置を除く）」は約 9%（14 件）であった。 

 

 

図 1.1-1 主要な原子力関連の製品またはサービス 
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1.9%
1.3%

15.2%
1.9%

3.8%
8.9%

13.3%
5.1%

2.5%
13.9%

10.8%

0% 10% 20%

1 原子炉メーカー
2 プラント建設･電装

3 建設
4 燃料集合体

5 PWR燃料内挿物
6 大型鍛造品

7 SG伝熱管
8 熱交換器

9 タンク
10 配管･継手･サポート

11 ポンプ
12 バルブ

13 クレーン等の輸送機器
14 非常用発電機

15 電気設備
16 ケーブル

17 計測制御設備
18 空調設備

19 防火･消火
20 水処理

21 除染
22 運転支援･保守機器(システム)

23 運転･保守
24 放射線計測･管理(機器)

25 機械部品
26 金属素材

27 非金属素材
28 環境影響評価(放射線影響を含む)

29 分析･評価
30 試験･検査（機器及び役務）

31 フロントエンド関係
32 キャスク

33 一般廃炉（福島第一原子力発電所廃止措置を除く）
34 福島第一原子力発電所廃止措置関連事業

35 バックエンド関係
36 輸送
37 商社

38 その他

  

(N=158)回答割合（%）
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1.1.2. 一般廃炉事業に参入済み企業の具体的廃止措置作業工程（問 1(2)） 
 上記 1.1.1 において「一般廃炉（福島第一原子力発電所廃止措置を除く）」を選択した企
業が参入済みの廃止措置作業工程については、「廃棄物管理」が最も多く 5割であった。次
いで「原子炉冷却系統施設に該当する施設の除染」が 4割超、「計画検討・策定」が 4割弱
となっていた。「その他」として、遠隔技術の適用、機器の輸送等が挙げられていた。 
参入済の廃止措置工程として多く挙げられていた「廃棄物管理」に関わる企業は、「機器

供給メーカー」、「建設」、「人材派遣、廃棄物処理技術提供」に大きく分類された。これらの
企業が廃止措置に参画している理由として、「機器供給メーカー」については、新設時・運
転保守時の機器供給から継続して廃止措置段階にも関与、「建設」については新設時に建設
に携わったことから廃止措置段階でも関与、「人材派遣、廃棄物処理技術提供」については、
運転保守時から廃棄物管理を継続して実施している状況が考えられる。 

 

 

図 1.1-2  一般廃炉に関して実施のサービスに関連する廃止措置作業工程 

 

35.7%

14.3%

42.9%

14.3%

21.4%

0.0%

14.3%

21.4%

28.6%

7.1%

50.0%

14.3%

28.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1 計画検討・策定

2 放射線計測（キャラクタリゼーション）

3 原子炉冷却系統施設に該当する施設の除染

4 原子炉冷却系統施設に該当する施設の解体・撤去

5 原子炉本体施設（炉内構造物、圧力容器）に該当する
施設の解体・撤去

6 原子炉本体施設（放射化コンクリート（生体遮蔽壁）
等）に該当する施設の解体・撤去

7 原子炉格納施設（格納容器等）に該当する施設の解
体・撤去

8 原子炉附属施設（非常用電源系等）に該当する施設の
解体・撤去

9 一般構造物（原子炉建屋、タービン建屋等）の解体・
撤去

10 放射線管理施設・計装制御施設に該当する施設の解
体・撤去

11 廃棄物管理・処理

12 サイト回復作業

13 その他

  

(N=14)回答割合（%）
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1.1.3. 一般廃炉についての今後の事業展開予定・方針（問 1(3)） 
 上記 1.1.1 において「一般廃炉（福島第一原子力発電所廃止措置を除く）」を選択した企
業における、今後の一般廃炉事業の展開予定・方針について、自由記述は 11 件あった。現
在事業を行っていない廃止措置工程以外への展開や、福島第一原子力発電所廃止措置や海
外で実績のある技術の一般廃炉への展開についての記述が見られた。 
 
1.1.4. 一般廃炉分野への事業参入の予定・意向（問 1(4)） 
 上記 1.1.1 において「一般廃炉（福島第一原子力発電所廃止措置を除く）」を選択しなか
った企業における、一般廃炉分野への事業参入の予定・意向について、「わからない・どち
らともいえない」が最も多く 4 割超を占めていた。 
「ある」と回答した企業（35 件）の業種（上記 1.1.1で選択）について、「配管･継手･サ

ポート」が最も多く、上記 1.1.1 と同じであった。次いで「福島第一原子力発電所廃止措置
関連事業」が多く、福島第一原子力発電所での廃止措置関連事業を行う企業が一般廃炉の廃
止措置関連事業にも関心がある様子が伺える。 

 

 

図 1.1-3 一般廃炉分野への事業参入の予定・意向 

 
  

1 ある, 24%

2 ない, 33%

3 わからない・
どちらともいえ
ない, 42%

  

   

(N=145)
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表 1.1-1 事業参入の予定・意向が「ある」と回答した企業の業種（上位 5 つ） 

業種 企業数 
配管･継手･サポート 12 

福島第一原子力発電所廃止措置関連事業 10 
試験･検査（機器及び役務） 9 

プラント建設･電装 8 
運転･保守 8 

 
1.1.5. 一般廃炉に関して実施予定・意向のあるサービスに関連する廃止措置作業工程（問

1(5)） 
上記 1.1.4において一般廃炉分野への事業参入の予定・意向が「ある」と回答した企業に

おいて、実施予定・意向のある一般廃炉の廃止措置作業工程は、「その他」を除くと「原子
炉本体施設（炉内構造物、圧力容器）に該当する施設の解体・撤去」が最も多く 26%であっ
た。次いで「原子炉冷却系統施設に該当する施設の解体・撤去」、「一般構造物（原子炉建屋、
タービン建屋等）の解体・撤去」がともに 17%であった。 
「その他」として、廃止措置工程にかかる部品・容器等の製造や、作業時の放射線管理や

空調管理などが挙げられていた。 
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図 1.1-4 一般廃炉に関して実施予定・意向のあるサービスに関連する廃止措置作業工程 

 
1.1.6. 一般廃炉分野への参入理由・判断根拠（問 1(6)） 
 上記 1.1.4 において一般廃炉分野への事業参入の予定・意向が「ある」と回答した企業に
よる、一般廃炉分野への参入理由・判断根拠についての自由記述は 23 件あった。これまで
の業務経験が活かせること、今後は廃止措置関連ビジネスの需要の高まりを想定している
ことが挙げられていた。 
 
1.1.7. 一般廃炉事業の今後の展開・新規参入にあたっての課題（問 1(7)） 
 一般廃炉事業の今後の展開や新規参入にあたっての課題についての自由記述は 32件あっ
た。人員（専門知識を有する者・作業員）の確保、経験者不足、技術伝承、廃止措置計画の
見通しやそれに伴い確保できる業務量の不透明さ、規制・規格等が未定、高線量下での作業

14.3%

8.6%

8.6%

17.1%

25.7%

11.4%

8.6%

8.6%

17.1%

2.9%

8.6%

5.7%

40.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1 計画検討・策定

2 放射線計測（キャラクタリゼーション）

3 原子炉冷却系統施設に該当する施設の除染

4 原子炉冷却系統施設に該当する施設の解体・撤去

5 原子炉本体施設（炉内構造物、圧力容器）に
該当する施設の解体・撤去

6 原子炉本体施設（放射化コンクリート（生体遮蔽壁）等）に
該当する施設の解体・撤去

7 原子炉格納施設（格納容器等）に該当する施設の解体・撤去

8 原子炉附属施設（非常用電源系等）に
該当する施設の解体・撤去

9 一般構造物（原子炉建屋、タービン建屋等）の解体・撤去

10 放射線管理施設・計装制御施設に該当する施設の解体・撤去

11 廃棄物管理・処理

12 サイト回復作業

13 その他

  

(N=35)回答割合（%）
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の困難さ等が課題として挙げられていた。 
 
1.1.8. 製品･サービスの提供先の炉型（問 2） 
 回答企業の製品･サービスの提供先の炉型について、「BWR、PWRの両方」と回答した企
業が最も多く全体の半数以上を占め、両方の炉型に製品･サービスを提供している企業が多
かった。「BWR のみ」と回答した企業は約 20％、「PWRのみ」と回答した企業は 13％であ
った。 

 

 

図 1.1-5 製品･サービスの提供先の炉型  

 
1.1.9. 製品･サービスの主な受注方法（問 3） 
 製品･サービスの受注方法について、「大手原子力メーカーから直接受注」する企業が最も
多く 8 割超となっていた。次いで、「商社等を介して受注」、「電気事業者から直接受注」と
する企業が多く、4 割前後であった。 

1 BWR, 19.0%

2 PWR, 13.3%
3 BWRとPWRの
両方, 55.7%

4 提供先はその
他の原子力施設
のみ, 2.5%

5 わからない, 
9.5%

 

(N=145)
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図 1.1-6 製品･サービスの主な受注方法 

 

1.2. 原子力関連事業の現状 

1.2.1. 企業全体の売上高及び従業員数（問 4 1)、2）） 
 企業全体の売上高及び従業員数は、すべての年度で各選択肢の選択割合が類似の傾向を
示していた。 
売上高について、最も多いのは「10 億円以上 50億円未満」であり、次いで多かったのは

2010、2014 年度においては「100 億円以上 500 億円未満」であり、2018 年度においては
「500 億円以上」であった。 
従業員数について、最も多いのは「100 人未満」が約 30％であり、次いで「100 人以上

300 人未満」で 25%程度であった。これらを合わせた「300 人未満」が全体の 5割以上を占
めていた。 
  

39.9%

86.1%

43.0%

27.2%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 電気事業者から直接受注

2 大手原子力メーカーから直接受注

3 商社等を介して受注

4 上記以外の企業から受注

5 原子力発電所向けの製品または
サービスは取り扱っていない

  

(N=158)回答割合（%）
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（N=156(2010 年度)、158(2014 年度)、159(2018 年度)） 

 

図 1.2-1 企業全体の売上高 

 
（N=156(2010 年度)、158(2014 年度)、159(2018 年度)） 

 

図 1.2-2 企業全体の従業員数  

 

14.7%

0.6%

12.2%

27.6%

9.0%

19.9%

16.0%

12.7%

1.3%

11.4%

25.3%

13.3%

18.4%

17.7%

6.9%

0.6%

11.9%

27.7%

13.2%

18.9%

20.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

無回答

5000万円未満

5000万円以上10億円未満

10億円以上50億円未満

50億円以上100億円未満

100億円以上500億円未満

500億円以上

 

2010年度 2014年度 2018年度

回答割合(%)

15.4%

28.8%

25.0%

9.0%

9.0%

12.8%

13.3%

27.8%

25.3%

10.1%

8.2%

15.2%

7.5%

28.3%

25.2%

12.6%

7.5%

18.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

無回答

100人未満

100人以上300人未満

300人以上500人未満

500人以上1000人未満

1000人以上

 

2010年度 2014年度 2018年度

回答割合(%)
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1.2.2. 原子力関連の売上高、海外売上比率、従業員数（問 4 3)、4）、5)） 
 原子力関連の売上高、海外売上比率、従業員数は、すべての年度で各選択肢の選択割合が
類似の傾向を示していた。 
売上高について、最も多いのは「5000 万円以上 10 億円未満」で 35%前後であり、次い

で多いのは「10億円以上 50 億円未満」で 20%前後であった。これらを合わせた「5000 万
円以上 50 億円未満」が全体の 5～6 割程度を占めていた。 
海外売上比率について、「なし（無回答を含む）」が 9 割を超えており、海外展開している

企業でも海外売上比率は「20%未満」とする回答がほとんどであった。 
従業員数について、最も多いのは「30 人未満」で 35%前後であり、「30 人以上 50 人未

満」、「50 人以上 100 人未満」、「100 人以上 300 人未満」はそれぞれ 10%前後であった。 
 

（N=154(2010 年度)、157(2014 年度)、157(2018年度)） 

 

図 1.2-3 原子力関連の売上高 

 
  

28.6%

9.1%

34.4%

19.5%

3.9%

3.2%

1.3%

25.5%

10.2%

37.6%

19.7%

2.5%

3.8%

0.6%

21.7%

12.1%

36.9%

21.7%

3.8%

3.2%

0.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

無回答

5000万円未満

5000万円以上10億円未満

10億円以上50億円未満

50億円以上100億円未満

100億円以上500億円未満

500億円以上

 

2010年度 2014年度 2018年度

回答割合(%)
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（N=155(2010年度)、156(2014 年度)、156(2018年度)） 

 

図 1.2-4 原子力関連の海外売上比率 

 
（N=153(2010年度)、153(2014 年度)、153(2018年度)） 

 

図 1.2-5 原子力関連の従業員数 

 
 

92.3%

6.5%

0.0%

0.0%

0.0%

1.3%

92.9%

5.8%

0.0%

0.0%

0.0%

1.3%

90.4%

8.3%

0.0%

0.0%

0.6%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

なし（無回答を含む）

20％未満

20％以上40%未満

40％以上60%未満

60％以上80%未満

80%以上

 

2010年度 2014年度 2018年度

回答割合(%)

32.0%

34.0%

9.8%

10.5%

8.5%

3.3%

2.0%

31.4%

34.6%

9.8%

9.8%

10.5%

2.0%

2.0%

27.5%

37.3%

9.2%

11.1%

11.1%

2.0%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40%

無回答

30人未満

30人以上50人未満

50人以上100人未満

100人以上300人未満

300人以上500人未満

500人以上

 

2010年度 2014年度 2018年度

回答割合(%)
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また、アンケート回答企業のうち、2010、2014、2018 年度における全社及び原子力関連
事業の売上高、従業員数についてすべて数値の記載があった 91 件を対象に、売上高及び従
業員数の原子力関連事業比率を算出した。その結果、平均値、中央値ともに減少傾向である
ことが示された。特に、2010 年時点で売上高、従業員数ともに原子力関連事業比率が「80％
以上」と回答していた、いわゆる原子力専業に近い企業の割合が大きく減少していることが
わかる。 

 

図 1.2-6 全社売上高及び従業員数における原子力関連事業の割合の平均値、中央値 

 

図 1.2-7 全社売上高における原子力関連事業の割合 

 

33.5%

29.1% 28.6%

37.7%
36.3% 35.5%

19.8%

14.0% 13.3%

22.4%
19.2% 18.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2010年 2014年 2018年 2010年 2014年 2018年

売上比率 従業員比率

平均値 中央値 (N=91)

50.5%

53.8%

59.3%

14.3%

16.5%

7.7%

8.8%

11.0%

14.3%

9.9%

6.6%

8.8%

16.5%

12.1%

9.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010年

2014年

2018年

20%未満 20～40% 40～60% 60～80% 80%以上

(N=91)回答割合（%）
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図 1.2-8 全社従業員数における原子力関連事業の割合 

 
1.2.3. 震災前 5 年程度及び震災後の状況（問 5(1)、(2)）1 
 震災前 5 年程度及び震災後の状況として、原子力関連の売上高、営業利益率、受注高、設
備投資費、研究開発費、従業員数についての変化を尋ねた。 
売上高、営業利益率、受注高について、東日本大震災前では、「増加」、「やや増加」、「ほ

とんど変化なし」を合わせて 75％程度であったが、東日本大震災以降はその割合が 35％程
度まで落ち込み、「減少」、「やや減少」と回答した企業が 60％近くとなるなど、明らかな減
少傾向を示していた。 

 
 

 
1 「やや」の目安は、年平均で 1～3％程度 

48.4%

51.6%

50.5%

15.4%

12.1%

13.2%

4.4%

6.6%

5.5%

6.6%

11.0%

13.2%

25.3%

18.7%

17.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010年

2014年

2018年

20%未満 20～40% 40～60% 60～80% 80%以上

回答割合（%） (N=91)
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図 1.2-9 震災前 5 年程度及び震災後の状況 

 
 原子力関連のこれらの 6 つの項目における東日本大震災以降の増減状況を表 1.2-1 に示
すように 7 つに分類した。その結果、「C-1 減少」が最も多く 64件あり、次いで「A-1 
増加」が 33 件、「C-2 どちらかというと減少」が 31 件となっていた。 
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表 1.2-1 売上高等の 6項目における震災後の増減状況に基づく分類 
分類 回答状況 件数 

A-1 増加 6 項目すべてにおいて、「増加している」、「やや増加してい
る」、「どちらともいえない」のいずれかを選択 

33 

A-2 どちらかと
いうと増加 

6 項目の中で「増加している」、「やや増加している」の選
択数が最も多い（3 つ以上） 

8 

B 変化なし 6 項目の中で「ほとんど変化がない」の選択数が最も多い
（3つ以上） 

6 

C-1 減少 6 項目すべてにおいて、「減少している」、「やや減少してい
る」、「どちらともいえない」のいずれかを選択 

64 

C-2 どちらかと
いうと減少 

6 項目の中で「減少している」、「やや減少している」の選
択数が最も多い（3 つ以上） 

31 

D わからない 6 項目の中で「わからない」の選択数が最も多い 11 
E 各回答が混

在・無回答 
各回答が混在している、もしくは６項目すべてが無回答 6 

 

 
図 1.2-10 売上高等の 6 項目における震災後の増減状況 

 
上記 7 分類のうち、「A-1 増加傾向」の企業（33件）と「C-1 減少傾向」の企業（64

件）について、件数の多かった業種を表 1.2-2に示す。表中の（ ）内は件数を示す。 
「試験･検査（機器及び役務）」、「配管･継手･サポート」については「増加」、「減少」の

両方に該当していたが、回答企業全体のうち、「試験･検査（機器及び役務）」、「配管･継

A-1 増加
21%

A-2 どちらかと
いうと増加

5%

B 変化なし
4%

C-1 減少
40%

C-2 どちらかと
いうと減少

19%

D わからない
7%

E 各回答が混在・無回答
4%

(N=159)
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手･サポート」を扱っていると回答した企業の割合が大きいことが一因と考えられる（業
種は 5 つまで複数回答）。 
また、「A-1 増加傾向」、「C-1 減少傾向」を示す企業における東日本大震災以降の原

子力関連の組織・事業内容の変化を比較すると、後者において原子力関連事業以外を強化
している傾向がより顕著に見られた。 
 

表 1.2-2 件数の多い業種（上位 5 つ） 
「増加傾向」 「減少傾向」 

 試験･検査（機器及び役務）（9） 
 配管･継手･サポート（8） 
 福島第一原子力発電所廃止措置関連事

業（8） 
 プラント建設･電装（5） 
 機械部品（5） 

 金属素材（12） 
 試験･検査（機器及び役務）（11） 
 機械部品(10) 
 配管･継手･サポート(9) 
 計測制御設備（8） 
 一般廃炉（福島第一原子力発電所廃止

措置を除く）（8） 
 商社（8） 

 

図 1.2-11 各種指標が「増加」「減少」傾向の企業における東日本大震災以降の 
原子力関連の組織・事業内容の変化 

 
1.2.4. 原子力関連事業の受注状況（問 5(3)） 
受注高の多かった分野について、東日本大震災前は「既設の原子力発電所の改造･メンテ

ナンスに関するもの」が約 7割、「新設の原子力発電所に関するもの」が５割超となってい

1

0

8

9

3

14

6

2

11

34

6

17

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1 独立した部門だったが、他の部門と統合した

2 自社で行っていたビジネスを他の会社に統合した
（M&A）

3 原子力関連事業の中でビジネスのバランスを変更した
（メンテナンス中心にシフトした等）

4 ビジネスのバランスを変更し原子力関連事業以外を
強化した

5 その他

6 特に変化はなかった

増加傾向（N=33） 減少傾向（N=64）

回答件数（件）
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た。無回答を除くと、この 2 つの項目のいずれかに回答した企業はほぼ 100%（134 件中 131
件）となっており、新設や改造･メンテナンスが震災前の原子力事業の中心となっていたこ
とがわかる。 
東日本大震災後は、「再稼働または新規制基準対応に関すもの」が約 5 割と大幅に増加し

ている一方、「新設の原子力発電所に関するもの」はほとんどなくなり、「既設の原子力発電
所の改造･メンテナンスに関するもの」は震災前の半分程度となっていた。 
震災前後での受注高の増減を比較すると、「新設の原子力発電所に関するもの」、「既設の

原子力発電所の改造･メンテナンスに関するもの」が減少したと回答した企業がそれぞれ 5
割超と最も多かった。一方で、「再稼働、新規制基準対応に関するもの」が増加したと回答
した企業が 5 割超と最も多く、次いで「原子力発電所の廃止措置に関するもの」が多かっ
た。減少したものとして「新設の原子力発電所に関するもの」を選択した企業（86 件）の
うち、増加したものとして「再稼働、新規制基準対応に関するもの」を選択している企業（52
件）の割合は約 6 割となっており、プラントの新設から再稼働関連に業務内容が移行して
いる様子が伺える。 

 
（N=158(震災前)、157(震災後)） 

 

図 1.2-12 原子力関連事業の受注状況（受注高が多かったもの） 

 
 
 
 

53.8%

70.3%

1.3%

6.3%

0.0%

1.3%

3.8%

15.8%

1.3%

35.7%

0.6%

12.1%

10.2%

51.0%

5.7%

22.9%

0% 20% 40% 60% 80%

新設の原子力発電所に関するもの

既設の原子力発電所の改造･メンテナンスに関するもの

燃料の販売、製造、輸送に関するもの

原子力発電所の廃棄物処理･処分に関するもの

原子力発電所の廃止措置に関するもの

再稼働または新規制基準対応に関するもの

その他の原子力施設に関するもの

無回答

 

1) 震災前 2) 震災後

回答割合(%)



17 
 

（N=157(増加したもの)、158(減少したもの)） 

 

図 1.2-13 原子力関連事業の受注状況（震災前後の受注高の比較）  

 
1.2.5. 企業の原子力特有性（問 6、7、8） 
 取り扱っている主要部品･素材等の原子力特有性について、「原子力発電所等に特有では
ないが、原子力特有の設計・製造技術・品質管理等が必要」との回答が最も多く 6割近くを
占めていた。「原子力の特有性はない」との回答は約 15％であり、これ以外の約 85%は、部
品・素材もしくは設計・製造技術・品質保証等に原子力特有のものであると回答していた。 
 

 
図 1.2-14 主要な部品･素材等の原子力特有性 

 

0.6%

14.6%

0.6%

5.7%
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55.4%
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新設の原子力発電所に関するもの

既設の原子力発電所の改造･メンテナンスに関するもの

燃料の販売、製造、輸送に関するもの

原子力発電所の廃棄物処理･処分に関するもの

原子力発電所の廃止措置に関するもの

再稼働または新規制基準対応に関するもの

その他の原子力施設に関するもの

無回答

 

3) 増加したもの 4) 減少したもの

回答割合(%)

1 原子力発電所等に特有の部品･
素材等であり、炉ごとに仕様が

異なる特注品がある
15.4%

2 原子力発電所等に特有の部品･
素材等であるが、炉によって大
きく仕様がかわるものはない

10.9%

3 原子力発電所等に特有の部品･
素材等ではないが、原子力特有
の設計、製造技術または品質管

理等が必要である
59.0%

4 原子力の特有性はない
14.7%

 

 

 

 

(N=156)
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 保有している主要な設備の原子力特有性について、「原子力専用として使用しているもの
はない」との回答が最も多く 5 割超を占めていた。「原子力専用であり、原子力以外に使用
用途のない設備である」と回答した特殊な設備を保有していると考えられる企業は約 15%
であった。このことから、保有設備が汎用設備と考えられる企業はあわせて約 85%となっ
ていた。 

 
図 1.2-15 主要な設備の原子力特有性  

 
原子力事業に携わる人材の原子力特有性について、「原子力専従の人材がいる」と回答し

た企業は 5 割弱であり、そのうちの 9 割以上は原子力特有の技能・ノウハウがあると回答
していた。一方で、「原子力特有の技能・ノウハウがあっても原子力専従の人材がいない」
と回答した企業が約 4 割弱であり、原子力特有の技能・ノウハウのある人材が他分野の事
業も兼務している様子が伺える。 
 

 

図 1.2-16 原子力事業に携わる人材の原子力特有性 

 

1 原子力専用であり、原
子力以外には使用用途
のない設備である

14.4%

2 原子力専用としている
が、原子力以外にも使用可

能な設備である
33.3%

3 原子力専用として使用し
ているものはない

52.3%

 

 

 

 

(N=153)

(N=159)
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 原子力特有性の高い企業の抽出のため、自社の取扱部品・素材等、設備、人材のそれぞ
れの原子力の特有性について、特有性の高さに応じて回答企業を分類したところ、「すべ
てにおいて原子力特有性が高く転用が困難である企業」（分類 A）に該当する 5件の企業
が抽出された。また、「原子力特有性が高いが転用も可能である企業」（分類 B）に該当す
る企業は 19 件あり、業種については「計測制御設備」、「機械部品」が多い点が特徴的で
あった。 

表 1.2-3 原子力特有性による企業分類 

分類 件数 
A 部品・素材、設備、人材のすべてで原子力特有性が高く、転用が困難 2 5 

B 
部品・素材、設備、人材のすべてで原子力特有性が高いが、そのうちいず
れかは転用も可能 3 

19 

※分類 B については、2件以上ある業種のみ表示 

 
2 問 6～8 において、すべて「1」と回答 
3 問 6～8 において、「1」もしくは「2」と回答 
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図 1.2-17 原子力特有性による企業分類別業種数 

 

1.3. 原子力関連の製品・サービスの納入先、競合状況 

1.3.1. 納入先の企業数（問 9(1)） 
 製品･サービスの納入先の企業数について、「2 社以上 5 社未満」が最も多く約 35％とな
っていた。次いで「10 社以上 30 社未満」、「5 社以上 10 社未満」がともに 2 割程度であっ
た。納入先が「10 社未満」の企業が全体の 6 割超を占めていた。 
 

1
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1 原子炉メーカー

2 プラント建設･電装

7 SG伝熱管

8 熱交換器

10 配管･継手･サポート

11 ポンプ

15 電気設備

17 計測制御設備

23 運転･保守

25 機械部品

26 金属素材

29 分析･評価

30 試験･検査（機器及び役務）

32 キャスク

33 一般廃炉（福島第一原子力発電所廃止措置を除く）

34 福島第一原子力発電所廃止措置関連事業

35 バックエンド関係

37 商社

38 その他

A 原子力特有性が高く転用が困難 B 原子力特有性が高いが転用も可能

回答件数（件）
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図 1.3-1 納入先の企業数 

 
1.3.2. 他社との競合状況（問 9(2)） 
 製品･サービスの他社との競合状況について、「競合しないような製品・サービスがない」
とする企業が 7 割弱と多くを占めていた。一方、「国内外の企業を含めて他社と競合してい
ない製品・サービスがある」とする企業は 2 割であった。国内外もしくは国内で競合がない
と回答した企業のうち、約 5割が具体的な内容を回答していた。該当する製品･サービスは、
保守･メンテナンスに関わるもの、部品･素材、特殊機器、メンテナンス、点検等、幅広い範
囲に亘っていた。 
  

 

図 1.3-2 他社との競合状況 

 
  

1 100社以上
1.9%

2 50社以上100社未満
7.6%

3 30社以上50社未満
5.1%

4 10社以上30社未満
22.2%

5 5社以上10社未満
19.6%

6 2社以上5社未満
34.2%

7 1社
9.5%

  

    

   

1 国内外の企業を含めて、他社と競
合していない製品･サービスがある

20%

2 海外に競合先はあるものの、国
内企業の中では他社と競合して
いない製品･サービスがある

12%

3 そういった製品･
サービスはない

68%

  

 
 
 

(N=155)
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オンリーワン技術を有し、かつ海外展開に意欲を示す企業（9 件）における海外展開時の懸
念事項について調査した。回答企業全体を対象とした回答結果と概ね傾向は同じであった
が、「原子力発電所等を建設する国における、自社の知的財産や技術・ノウハウの漏えい、
拡散」が比較的多く選択されていた点が特徴的であった。高い技術力を有しているが故に懸
念が大きいことが推察される。 

 

図 1.3-3 オンリーワン技術を有する企業の海外展開時の懸念点 

 
1.3.3. 製品・サービスが受注につながっている理由（問 9(3)） 
 製品・サービスが受注につながっている理由として、「これまでの信頼関係」が最も多く
約 8割を占めていた。次いで「固有の技術力」が約 7割となっていた。「固有の技術力」に
ついて具体的な記述が 34 件あり、保守技術、製造技術、品質管理に関するものを挙げる企
業が多くみられた。「その他」として、過去の実績や開発段階からの参画等が挙げられてい
た。 
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1 原子力発電所等を建設する国の原子力政策の動向

2 原子力発電所等を建設する国の事業環境
（インフラ整備、政治状況、治安、為替など）

3 原子力発電所等を建設する国の規制や製品認証

4 原子力発電所等を建設する国における、自社の知的財産や
技術・ノウハウの漏えい、拡散

5 原子力発電所等を建設する国における地元中小企業の
活用、生産・サービス体制の確保

6 海外の原子力発電所等を受注する企業の
製品・サービスに対する要求水準

7 海外の原子力発電所等を受注する力のある企業との
コネクションづくり

8 受注の際の金額や利益確保

9 海外へ派遣できる人材の確保・育成

10 国内プラントメーカーの海外展開の状況

11 適切な調達先の選定

12 その他

13 特に課題となるようなことはない

  

（件数）
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図 1.3-4 製品またはサービスが受注につながっている理由 

 
1.3.4. 技術的・価格的な観点での競合先（海外企業を含む）（問 9(4)） 
 競合先として記載のあった企業は国内企業がほとんどであったが、一部欧米や韓国企業
が挙げられていた。 
 

1.4. 原子力関連の製品またはサービスに関わる調達 

1.4.1. 調達先の企業数（国内企業、海外企業）（問 10(1)） 
 調達先の企業数について、国内企業からは「10 社以上 30 社未満」及び「2 社以上 5 社未
満」が最も多くともに 25%となっていた。国内企業からの調達が「なし」は 8%であった。
海外企業からは「なし」が最も多く 7割弱を占めていた。これらの結果から、調達先の多く
は国内企業である様子が伺える。 

31.6%

32.3%

68.4%

79.1%

5.7%

5.7%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1 価格競争力

2 アフターサービスの充実度

3 固有の技術力（品質管理のノウハウ等も含む）

4 これまでの信頼関係

5 資本関係

6 納入先の原子力施設の地元企業

7 その他

  

(N=158)回答割合（%）
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図 1.4-1 調達先の企業数 4 

 
1.4.2. 主要な調達先の選定理由（国内企業、海外企業）（問 10(2)） 
 調達先の選定理由について、国内企業については「これまでの信頼関係」が最も多く 8割、
海外企業については「固有の技術力」が最も多く約 7割に上っていた。国内・海外ともに、
主な選定理由は「これまでの信頼関係」、「固有の技術力」であり、国内では前者、海外では
後者を重視している様子が伺える。国内・海外ともに「価格競争力」を重視する割合は 4割
程度であった。また、国内企業については、「地域的なつながり」、「アフターサービスの充
実度」の選択率が海外より高い点が特徴的であった。 
 「その他」の理由としては、トレーサビリティ、納期、納入実績が挙げられていた。 
 

 
4 「5社未満」の選択肢の回答は「2 社以上 5 社未満」として集計した。 

8.3%

0.7%

8.9%

1.4%

10.2%

0.0%

25.5%

2.7%

12.1%

7.5%

25.5%

11.6%

1.3%

8.9%

8.3%

67.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

国内企業

海外企業

  

100社以上 50社以上100社未満 30社以上50社未満
10社以上30社未満 5社以上10社未満 2社以上5社未満
1社 なし

(N=157)

(N=146)

回答割合（%）
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図 1.4-2 主要な調達先の選定理由  

 
1.4.3. 国内外の調達先に対する考え方（問 10(3)） 
 国内外の調達先に対する考え方について、「品質確保の観点から、特定の国内企業を優先
している」との回答が最も多く 6割超を占めた。一定の品質が確保できている場合、「国内
企業を優先する」とした企業は、「国内外を問わず価格が安い企業から調達する」とした企
業の 3 倍弱となっており、全体として国内企業を優先する傾向が見られた。 
 国内企業を優先する企業のうち、品質、価格以外に重視する項目として納期（短期対応含
む）が多く挙げられていた。 

 

図 1.4-3 国内外の調達先に対する考え方 

 

44.4%

39.5%

34.8%

11.6%

57.0%

69.8%

80.7%

37.2%

3.7%

4.7%

23.7%

2.3%

4.4%

7.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

国内企業

海外企業

  

価格競争力 アフターサービスの充実度
固有の技術力（品質管理のノウハウ等も含む） これまでの信頼関係
資本関係 地域的なつながり
その他

(N=135)

回答割合（%）

(N=43)

1 品質確保の観点から、特定の国
内企業を優先している

61.9%

2 一定の品質が確保できれば、
国内企業を優先して、価格が安

い企業から調達する
21.9%

3 一定の品質が確保できれば、国内外を
問わず、価格が安い企業から調達する

7.7%

4 その他
8.4%

   

 
 
 
 

(N=155)
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1.5. 原子力関連の人材採用、維持、育成 

1.5.1. 震災前の 5年間及び震災後における採用状況（問 11(1)、(2)） 
 国内拠点での原子力関連の採用状況について、震災前の 5 年間と震災後ともに「必要に
応じて、中途採用を実施」との回答が最も多く 5割弱、「毎年新卒採用を実施」との回答が
最も少なく 2割弱であった。震災後は、震災前に比べて「新たな人材の採用を実施していな
い」とする回答割合がやや増加していることから、人材の採用についてやや消極的となって
いる様子が伺える。 

 

図 1.5-1 震災前の 5 年間及び震災後における採用状況 

 
1.5.2. 震災後における必要な人材の確保状況（問 11(3)） 
 震災後の人材の確保状況について、「震災前と同様に、震災以降も予定していた人数を概
ね確保できている」との回答が最も多く 4割超であった。一方で、「震災前は予定していた
人数を確保できていたが、震災以降は確保できていない」とする回答も同程度あった。全体
としては、予定した人数を確保できている企業とできていない企業の割合がほぼ同じ（どち
らも 5 割程度）となっていた。 
 
 

19.9%

34.0%

48.7%

28.2%

19.7%

28.0%

47.1%

35.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1 毎年新卒採用を実施していた・いる

2 必要に応じて、新卒採用を実施していた・いる

3 必要に応じて、中途採用を実施していた・いる

4 新たな人材の採用を実施していなかった・いない

震災前5年間 震災後

回答割合（%）

(震災前5年間 N=156)
(震災後 N=157)
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図 1.5-2 震災後における必要な人材の確保状況 

 
1.5.3. 既存の人材維持状況（問 12(1)） 
 既存の人材維持について、「業務量は維持または増加しており、人材不足の問題が発生し
ている」との回答が最も多く 35%となっていた。一方で、次いで多かったのは「業務量が
減少しているが、一時的に社内の他部門の仕事をする形で人材を維持している」及び「業務
量の減少により人材の維持が難しくなっている」との回答がともに 23％程度であった。回
答企業の事業内容により、人材の過不足に差が出てきていると考えられる。 
 

 

図 1.5-3 既存の人材維持状況 

 

1 震災前と同様に、震災以降も予
定した人数を概ね確保できている

41.2%

2 震災前は予定していた人数を確保
できていたが、震災以降は予定して

いた人数を確保できていない
36.3%

3 震災前は予定していた人数を確保
できていなかったが、震災以降は予
定していた人数を確保できている

4.9%

4 震災前と同様に、震災以降も募集は
したものの応募がないことが多い

17.6%

     

 

 

 

 

(N=102)

35.1%

14.9%

12.3%

23.4%

5.2%

22.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

1 業務量が維持または増加しており、人材不足の問題が発生
している

2 業務量が維持または増加しているが、人材維持や人材不足
の問題は発生していない

3 業務量は減少しているが、人材の維持が問題になるほどで
はない（例えば、ワークシェアリング等を活用）

4 業務量が減少しているが、一時的に社内の他部門の仕事を
する形で人材を維持している

5 業務量は減少しているが、出向等で一時的に外部へ出す形
で人材を維持している

6 業務量の減少により人材の維持が難しくなっている

  

(N=154)回答割合（%）
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 震災後の売上高、営業利益率、受注高の増減状況により、回答企業の人材維持状況を以下
の 5つに分類した。A においては「福島第一原子力発電所廃止措置関連事業」、D において
は「運転･保守」が多いなど、震災後の原子力関連事業を取り巻く状況が反映される結果と
なっていた。 

表 1.5-1 人材維持状況と震災後の業績の関係分類 
分類 件数 

A 売上高・受注高・営業利益率ともに増加傾向で、人材不足が発生 18 
B 営業利益率は減少傾向で、人材不足が発生 

 
295 

C 売上高・受注高は増加傾向だが、人材の維持が困難 26 
D 売上高・受注高・営業利益率ともに減少傾向で、人材の維持が困難 26 
E 売上高・受注高・営業利益率に変化なし、もしくは変化の有無が不明 107 

 
  

 
5 このうち 3件においては売上高が増加傾向であるが営業利益率は減少傾向であり、他 26
件については売上高・営業利益率ともに減少傾向であった。 
6 このうち 1件は営業利益率が減少傾向であり、他 1 件は増加傾向であった。 
7このうち 5 件については人材不足が生じており、他 5件については人材維持が困難との回
答であった。 



29 
 

※2件以上選択のあった業種のみ表示 

 

図 1.5-4 人材維持状況と震災後の業績の関係（業種） 

 

3

3

3

4

2

2

2

3

3

3

6

2

3

5

2

3

7

3

2

5

3

2

2

3

3

4

3

6

3

2

3

4

4

3

5

6

3

4

2

2

2

5

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2 プラント建設･電装

3 建設

6 大型鍛造品

9 タンク

10 配管･継手･サポート

11 ポンプ

12 バルブ

13 クレーン等の輸送機器

14 非常用発電機

15 電気設備

17 計測制御設備

18 空調設備

21 除染

23 運転･保守

25 機械部品

26 金属素材

30 試験･検査（機器及び役務）

33 一般廃炉（福島第一原子力発電所廃止措置を除く）

34 福島第一原子力発電所廃止措置関連事業

35 バックエンド関係

37 商社

38 その他

A 売上高・受注高・営業利益率ともに増加傾向で、人材不足が発生 (N=18)

B 営業利益率は減少傾向で、人材不足が発生 (N=29)

C 売上高・受注高は増加傾向だが、人材の維持が困難 (N=2)

D 売上高・受注高・営業利益率ともに減少傾向で、人材の維持が困難 （N=26）
E 売上高・受注高・営業利益率に変化なし、もしくは変化の有無が不明 （N=10）

回答件数（件）
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1.5.4. ベテラン社員の技術伝承の取組み状況（問 12(2)） 
ベテラン社員の技術伝承のための取組みについて、「以前から取り組んでいるが、あまり

うまくいっていない」とする回答が最も多く約 45%となっていた。次いで「以前から取り
組んでおり、うまくいっている」との回答が多く 23%となっており、全体の 8 割超がベテ
ラン社員の技術伝承に取り組んでいた。 

 

図 1.5-5 ベテラン社員の技術を伝承するための取組み状況 

 
1.5.5. 人材育成方法（問 12(3)） 
 人材育成方法について、「実務での経験を中心とした教育」が最も多く 7割超の企業が選
択していた。「実務での経験を中心とした教育」もしくは「研修と実務のバランス」のいず
れかを選択している企業は全体の 85%（132 件）となっており、多くの企業で人材育成に
おいて実務が重要な位置づけとなっている様子が伺える。 

 

図 1.5-6 人材育成方法 

 

1 以前から取り組んでおり、
うまくいっている

23.1%

2 以前から取り組んで
いるが、あまりうま
くいっていない

46.2%

3 最近になって技術伝承
に取り組み始めた

12.8%

4 特に取組みを
行っていない

17.9%

  

 
 
 
 

(N=156)

9.0%

71.6%

33.5%

20.0%

3.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1 研修を中心とした教育

2 実務での経験を中心とした教育

3 研修と実務のバランス

4 即戦力となる人材の確保

5 その他

  

(N=155)回答割合（%）
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1.5.6. 人材育成における問題点（問 12(4)） 
 人材育成における問題点について、「実務経験させる機会が減っている」、「技術力を持っ
た社員の維持が難しくなっている」との回答がともに 5 割超と高い割合となっていた。 
上記 1.5.5にて人材育成方法として実務が重要な位置づけにあることを踏まえると、業務

量の減少に伴い実務経験の機会も減少することは、人材育成の面においても望ましくない
状況と考えられる。 

 

図 1.5-7 人材育成における問題点 

 
1.5.7. 原子力関連の従業員の年齢構成（人数）（問 12(5)） 
 回答企業全体での原子力関連の従業員の年齢構成について、最も多いのは 40 代で約 3割
を占めていた。 

 

図 1.5-8 原子力関連の従業員の年齢構成（回答企業全体） 

 

12.1%

58.0%

52.2%

34.4%

4.5%

12.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1 研修を行う時間がなくなっている

2 実務を経験させる機会が減っている

3 技術力を持った社員の維持が難しくなっ
ている

4 専門的な知識を持った人材の採用が難し
くなっている

5 その他

6 問題となっていない

  

(N=157)回答割合（%）

20歳未満, 1.1%

20～29歳, 
14.9%

30～39歳, 
23.1%

40～49歳, 29.2%

50～59歳, 
22.3%

60歳以上, 9.5%

 ( ) 

20歳未満 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上

(N=135)
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1.6. 東日本大震災の原子力関連事業への影響 

1.6.1. 現在直面している問題（問 14） 
 現在直面している問題について、大きくわけて「あてはまる」が多い項目と「あてはまら
ない」が多い項目の 2極化が見られた。 
「あてはまらない」より「あてはまる」との回答が多いものは、「あてはまる」の割合が

大きい順に「原子力事業の見通しそのものが不透明」、「受注量（額）の減少」、「自社の技術
者の維持・確保の困難」、「製造コスト等の高騰」、「部品･部材等の入手困難」であった。一
方、「あてはまならい」との回答が多いものは、その割合が大きい順に「海外製品・サービ
スとの競争激化」、「部品・部材等の品質低下」であった。「あてはまる」、「あてはまらない」
の回答が同程度のものは「自社の技術力の低下」であった。これらを踏まえると、国内での
事業環境が厳しくなっているものの、国内における自社の技術力・競争力の低下が顕在化す
るまで問題が深刻化していない様子が伺える。一方で、後述の 1.6.2 において、5～10 年後
の事業の問題として「自社の技術力の低下」に対する懸念が前回調査結果と比較して大きく
なっていることから、自社の技術力の維持が難しい状況になりつつあると考えられる。 
 提示した項目以外の課題として 16 件の自由記述があり、国内調達先・協力企業の減少や
震災後に納入先が実績より価格重視になったこと等が挙げられていた。 
 前回調査結果と比較すると、全体的に「あてはまらない」より「あてはまる」との回答が
増加しており、特に「製造コスト等の高騰」、「部品・部材等の入手困難」、「自社の技術者の
維持・確保の困難」での増加が顕著であった。 
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図 1.6-1 現在直面している問題 

 

52.6%

36.1%

21.3%

2.6%

1.9%

10.9%

30.8%

48.7%

16.7%

26.5%

23.2%

8.4%

6.5%

21.8%

34.0%

28.8%

11.5%

15.5%

23.2%

33.5%

22.6%

27.6%

14.1%

12.8%

3.8%

2.6%

6.5%

11.6%

9.7%

10.3%

3.2%

1.9%

12.8%

13.5%

17.4%

36.8%

40.0%

25.0%

14.1%

3.2%

2.6%

5.8%

8.4%

7.1%

19.4%

4.5%

3.8%

4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

受注量(額)の減少

製造コスト等の高騰

部品･部材等の
入手困難

部品･部材等の
品質低下

海外製品･サービス
との競争激化

自社の技術力の低下

自社の技術者の
維持･確保の困難

原子力事業の見通し
そのものが不透明

    

あてはまる どちらかと言えば
あてはまる

どちらとも
言えない

どちらかと言えば
あてはまらない

あてはまらない わからない

回答割合（%）

(N=156)

(N=155)

(N=155)

(N=156)

(N=156)

(N=156)

(N=155)

(N=155)
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図 1.6-2 現在直面している問題（経年比較）8 

 
1.6.2. 5～10 年後の事業の問題点（問 15） 
 5～10 年後の事業の問題点について、全体的に「さらに深刻化していく」と「わからない」
を合わせた回答が 5 割超となっていた。 
「さらに深刻化していく」との回答割合が最も多い項目は、大きい順に「自社の技術者の

維持・確保の困難」、「製造コスト等の高騰」、「受注量（額）の減少」、「自社の技術力の低下」
であった。「わからない」との回答が最も多い項目は、その割合が大きい順に「海外製品・
サービスとの競争激化」、「部品・部材等の品質低下」、「部品・部材等の入手困難」であり、
上記の 1.6.1 で現在直面している問題として「あてはまらない」との回答が多いものと共通
していた。 
提示した項目以外の課題について 16 件の自由記述があり、規制基準の変更に伴う計画変

更や品質への過剰な要求についての記載が見られた。 

 
8 前回調査で選択肢「わからない」は設定されていなかった。また、前回調査について
は、「無回答」を除いた割合を示す。 
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前回調査結果と比較すると、全体的に「今後は問題とならない」より「さらに深刻化して
いく」との回答が増加しており、特に「製造コスト等の高騰」、「自社の技術力の低下」、「自
社の技術者の維持・確保の困難」での増加が顕著であった。 

 

図 1.6-3  5～10 年後の事業の問題点 
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図 1.6-4  5～10 年後の事業の問題点（経年比較） 

 
1.6.3. 東日本大震災以降の原子力関連の組織・事業内容における変化（問 16） 
 東日本大震災意向の原子力関連の組織、事業内容の変化について、「ビジネスのバランス
を変更し原子力関連事業以外を強化した」、「特に変化はなかった」との回答がともに 4 割
程度と多かった。 
 前回調査結果と比較すると、「ビジネスのバランスを変更し原子力関連事業以外を強化し
た」が約 1.5 倍、「特に変化はなかった」が 0.7 倍になっており、事業環境の変化を踏まえ
て事業内容も変更されつつある様子が伺える。 
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図 1.6-5 震災以降の原子力関連の組織・事業内容における変化 

 

 

図 1.6-6 震災以降の原子力関連の組織・事業内容における変化（経年比較） 

 

1.7. 原子力関連事業の海外展開の実績 

1.7.1. 原子力関連の製品及び役務提供の海外展開実績（問 13(1)、(2)） 
 原子力関連の製品の海外展開実績について、「海外展開の実績はない」との回答が最も多
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く 8 割弱と大部分を占めていた。海外展開の形態として、国内から製品を輸出するケース
が多く、海外に製造拠点を設置するケースは少なかった。 
 役務提供についても同様に、「海外展開の実績はない」との回答が最も多く 85%と大部分
を占めており、海外展開の形態としては作業員の海外への派遣が多かった。 

 

図 1.7-1 原子力関連の製品の海外展開実績 

 

 

図 1.7-2 原子力関連の役務提供の海外展開実績  

 
 海外展開実績のある企業（44 件）の業種を見ると、図 1.1-1に示す回答企業全体の分布
と同様に、「配管･継手･サポート」、「機械部品」、「試験･検査（機器及び役務）」が多い点
は共通していたが、「バルブ」、「一般廃炉」が比較的多い点が特徴的であった。 
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図 1.7-3 海外展開実績のある企業の業種 

 
1.7.2. 原子力関連の製品・サービスの提供先の地域（問 13(3)） 
 海外展開の実績ありと回答した企業の製品･サービスの提供地域について、「東アジア（中
国、韓国、台湾）」が 7割超と最も多かった。次いで「北米」、「欧州（EU 加盟国）」となっ
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ていた。「その他」として、が挙げられていた。 
 前回調査と比較すると、「東アジア（中国、韓国、台湾）」が約 1.6倍となっていた。なお、
前回調査では「東アジア（中国、韓国）」としており、「台湾」を明記していなかったため、
前回調査において台湾は「その他アジア」として回答されていた可能性がある。これらを合
わせた「アジア」について、前回調査は 73.1%、今回調査は 80.5%となっており、やや増加
していた。 
 

 
図 1.7-4 原子力関連の製品・サービスの提供先の地域 

 

 
図 1.7-5 原子力関連の製品・サービスの提供先の地域（経年比較）9 

 
 

9 前回調査では、「その他欧州（ロシア含む）」としていた。 
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1.8. 原子力関連事業の今後の海外展開 

1.8.1. 今後の海外展開意向（問 17(1)） 
 今後の海外展開について、「海外展開しておらず、今後もそのような予定はない」との回
答が最も多く 6 割超となっていた。海外展開意向のある企業（既に海外展開を行っている
企業も含む）は 2 割弱（28 件）となっており、全体として海外展開があまり活発に行われ
ていない様子が伺える。  
 海外展開意向が「ある」と回答した企業の業種（上記 1.1.1 で選択）を見ると、廃止措置
関連事業を行う企業で関心が高い様子が伺える。 

 

図 1.8-1 今後の海外展開意向 

 

表 1.8-1 海外展開意向が「ある」と回答した企業の業種（上位 6 つ） 

業種 企業数 

配管･継手･サポート 8 

プラント建設･電装 8 

福島第一原子力発電所廃止措置関連事業 7 

一般廃炉（福島第一原子力発電所廃止措置を除く） 7 

試験･検査（機器及び役務） 6 

バルブ 6 

 
1.8.2. 海外展開方法（問 17(2)） 
 上記 1.8.1 にて「海外展開しておらず、今後もそのような予定はない」以外を回答した企
業に対し、海外展開の実施方法について尋ねたところ、「特に営業活動はしないが、海外展

1 すでに海外展開をしており、維持もしくは
さらに強化していく予定、もしくは検討中

6.4%

2 すでに海外展開をしているが、縮小も
しくは撤退する予定、もしくは検討中

1.9%

3 まだ海外展開をしていないが、今後は海
外展開をする予定、もしくは検討中

11.5%

4 海外展開をしておらず、今後
もそのような予定はない

63.1%

5 その他
1.9%

6 わからない
15.3%

  

 
 
 
 
 
 

(N=157)
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開を図る国内の大手原子力メーカーや電気事業者等が海外案件を受注した場合、自社の製
品･サービスを採用してもらうように働きかける」との回答が最も多く 4割超、次いで「海
外展開を図る国内の大手原子力メーカーや電気事業者等がグループを挙げて受注獲得を図
ることに積極的に協力する」が 35%であった。全体としては、自社単独で主体的に営業活
動や受注を行うというより、他社の営業活動や受注の支援を行う傾向が見られた。 

 

図 1.8-2 海外展開方法 

 
1.8.3. 海外展開する場合の懸念事項（問 18） 
上記 1.8.1にて「海外展開しておらず、今後もそのような予定はない」以外を回答した企

業に対し、海外展開する場合の懸念事項について尋ねたところ、「原子力発電所等を建設す
る国の規制や製品認証」との回答が最も多く 66%となっていた。次いで、「原子力発電所等
を建設する国の原子力政策の動向」が 55％であり、展開先の国における制約や規制の動向
が主な懸念点となっている様子が見受けられる。 
 前回調査結果と比較すると、「原子力発電所等を建設する国の規制や製品認証」及び「原
子力発電所等を建設する国の原子力政策の動向」の選択率は前回調査の 2 倍近くとなって
おり、懸念が高まっている様子が伺える。なお、選択肢「適切な調達先の選定」は今年度新
設した。 
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図 1.8-3 海外展開する場合の懸念事項 
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3 原子力発電所等を建設する国の規制や製品認証

4 原子力発電所等を建設する国における、自社の知的財産や
技術・ノウハウの漏えい、拡散

5 原子力発電所等を建設する国における地元中小企業の
活用、生産・サービス体制の確保

6 海外の原子力発電所等を受注する企業の
製品・サービスに対する要求水準

7 海外の原子力発電所等を受注する力のある企業との
コネクションづくり

8 受注の際の金額や利益確保

9 海外へ派遣できる人材の確保・育成

10 国内プラントメーカーの海外展開の状況

11 適切な調達先の選定

12 その他

13 特に課題となるようなことはない

  

数回答可） (N=56)回答割合（%）
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図 1.8-4 海外展開する場合の懸念事項（経年比較） 
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1.9. 今後の原子力産業を維持するための課題、提案、政府への期待･要望（問 19） 

 課題、提案、政府への期待･要望についての自由記述は 61件（特になしとの回答を除く）
あった。記載内容は大きく以下に分類された。代表的な意見（個社が特定できないよう、一
部内容を加筆修正）は以下の通り。 
 
＜課題＞ 
・ 人材育成、技術伝承・維持 

 既設プラントのメンテナンスと新設プラントの製品製作の両方で伝承が必要とな
っており、今後の見通しが不透明な状況では、事業計画や人材採用にも影響が出て
いる。現時点では、人員配置転換等で必要人数は確保しているが、今後は困難が予
想される。 

・ 今後の見通しの不透明さ 
 既設プラントの再稼働があるにしてもその時期が明確でないので、人材確保・投資

計画が立てられる状況ではない。 
・ 人材確保 

 年々仕事量が減少しており、原子力の体制維持が難しくなってきている。人材の確
保、原子力部門の社内体制維持には、継続的な仕事量確保が必要。 

・ サプライチェーンの維持 
 サプライチェーンの維持は確実に困難になっている。発注先を確保するためには、

国として原子力政策に関する方針を明確に示してもらわないと、今後もサプライ
チェーンの維持は厳しい。 

・ 受注量の確保 
 運転基数の縮小により安定的な工事量の確保が困難になっている。定検基数減に

よる工事量減及び技術者の減少、技術力の低下も発生している。 
・ 品質・設備の維持 

 長期間にわたって注文がないと、特殊な製品の製造設備の維持による費用負担が
増加し、場合によっては設備維持自体が不可となる可能性もありうる。製造技術の
伝承についても困難となり、製品の製造が不可となるリスクが非常に高くなると
考える。 
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＜提案、政府への期待・要望＞ 
・ 既存プラントの(早期の)再稼働 

 原子力発電所の再稼働を安全かつ早期に進めてほしい。 
・ プラントの新設・リプレース 

 国内原子力発電所の建設（リプレ－ス）がないと、技術伝承をする機会自体がなく
なる。政府として建設（リプレ－ス）への考え方を、明確に示すことを要望する。 

 新設、既設対策、廃炉など具体的な計画、スケジュールも含めた明確な見通しを
近々に示してほしい。 

・ エネルギー政策における原子力発電の必要性の明確化 
 国による原子力政策の推進。地球温暖化問題もあり、エネルギーの安定供給には原

子力発電が必要であるという政府方針を出してほしい。 
・ 国内事業者支援（補助金、調達時の優先的な採用） 

 実績豊富なメーカー標準品の採用や、国内プラントは国産製品の採用を徹底して
ほしい。 

 原子力産業継続のためには、ノウハウ及び技術力維持が重要であり、現状維持はし
ているものの、今後、維持するためには何等かの補助政策等を取っていただくこと
を切望する。 

・ 規制側の対応の迅速化・合理化 
 規制庁による審査（再稼働、廃止措置）の対応を迅速化してほしい。 
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