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はじめに 

 

中国では鉄鋼業界をはじめ、様々な業界で過剰生産の問題に直面している。この動き

は電力業界においても同様に見られている。中国の電力設備容量は 2010 年よりほぼ毎

年 1 億 kW を越えるペースで設備投資がなされており、2016 年時点では 16 億 4000 万

kW にも達している。一方、電力設備の稼働率は年々下落しており、例えば、石炭火力

については、稼働率が 50%を下回る事態が発生している。また、原子力を含めその他

の電力においても発電量を調整する動きが見られる。 

 

そのような背景の中で、一部の報道によれば、中国国内において原子力産業を含め電

力業界再編の動きがあり、原子力産業にも大きな影響が出てくるものと考えられる。 

また、関係する原発のサプライチェーンに関しても、火力発電と原発ではエンジニア

リング会社は異なるがメーカーはほぼ重複しており、仮に火力発電の新設が減速した場

合、過剰な生産能力を抱えることになる各メーカーにも何らかの影響が出ることが考え

られる。この中国原子力産業の動きは、中国のみならず、日米仏をはじめ原発新設を検

討する新興国の原子力政策にも影響を及ぼしかねず、我が国の原子力政策を考える上で

も注視する必要がある。 

 

以上を踏まえた上で、中国電力業界再編による原子力産業への影響、サプライチェー

ンを中心として原子力産業の能力及び動向等について、文献調査や現地でのヒアリング

を行い、我が国の今後の原子力政策の検討に資することを目的とする。 
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第 1 章 中国の電力業界再編の動向 

1.1 エネルギーの需給動向 

（1） 一次エネルギーの需給動向 

図 1.1-1 は一次エネルギー生産量の推移、図 1.1-2 は一次エネルギー消費量の推移である。

中国のエネルギー需給は 1978 年の改革開放以来、右肩上がりで上昇し続け、1990 年代後半

のアジア経済危機の数年間､一時的に伸びが減少した。 

図 1.1-1 にあるように、2000 年以降は経済の拡大とともに一次エネルギー生産量は一貫し

て伸び続けたが、2008 年金融危機により 2009 年に鈍化した。2010、2011 年は持ち直した

ものの、2012 年以降は経済成長の鈍化により、伸び率は低迷している。2016 年には、一次

エネルギー生産量は前年比 4.3%減の 34 億 6,000 万トン（標準炭換算、以下同じ）となった。

一次エネルギー消費量は同 43 億 6,000 万トンで前年比 1.4%増となった。 

 

図 1.1-1 一次エネルギー生産量の推移 

 

出所：「中国統計年鑑 2017」 

 

図 1.1-2 一次エネルギー消費量の推移 

 

出所：「中国統計年鑑 2017」 
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中国のエネルギー消費規模は 2010 年に米国を凌ぎ、世界一となり、エネルギー需給構造

は石炭の依存度が 7 割前後と高く、石炭をエネルギーの基軸としているのが特徴である。

中国の石炭の生産・消費は世界一で、それぞれ世界の半分に近い割合を占めている。 

 

（2） 電力需給の動向 

① 電力生産 

a. 発電設備容量 

中国の建国年である 1949 年当時、全国の総発電容量は約 185 万 kW、年間発電電力量は

約 43 億 kWh であった。表 1.1-1 は、中国内の発電設備容量の推移である。これからわかる

ように、総発電設備容量に占める火力発電の比率が年々低下している。一方、再生可能エネ

ルギー1（以下再エネ）と原子力という非化石エネルギーによる発電設備容量の比率は年々高

まり、2010 年に全体の 26.6%であったものが 2016 年には同 36%となっている。再エネの中

でも、風力と太陽エネルギーの伸びが著しい。原子力については 2016 年に同 2%を超えた。 

また、2004 年以降、2006 年に 1 億 kW の発電設備が新規運開してから新設容量は 9,000

万 kW を下回ることはなく、2012 年から 5 年間連続して 1 億 kW 超となっている。これは、

東京電力の発電設備容量（2016 年末で 6,759 万 kW）の 1.3～1.9 倍の設備が 10 年間以上に

わたって毎年建設され続けていることになる。 

 2016 年からスタートした「第十三次 5 カ年計画」（2016～2020 年）では、総体目標とし

て、一次エネルギー消費量に占める非化石エネルギーの比率を 15%にするとされた。これを

受け、「電力発展第十三次 5 カ年計画」（国家発展改革委員会、国家能源局、2016 年 11 月）

では、総発電所設備容量に占める非化石エネルギーの比率を 2020 年までに 39%にするとい

う目標とともに、2020 年末時点の総発電設備容量を 20 億 kW、このうち非化石エネルギー

による発電設備容量を7.7億kW前後とし、石炭火力発電設備容量を11億kW以内に抑制し、

総発電設備容量に占める割合を 55%程度に低減するとしている。 

 

                                                   
1 中国では水力は規模に関わらず再生可能エネルギーとして扱われる。 
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b. 発電電力量 

 表 1.1-2 は、発電電力量の推移で、2013 年に 5 兆 kWh を、2017 年に 6 兆 kW をそれぞ

れ超えた。2017 年の総発電電力量は 6.41 兆 kWh で、電源別では火力 4.55 兆 kWh、水力

1.19 兆 kWh、原子力 2,483 億 kWh、風力など 4,239 億 kWh となっている。 

総発電電力量に占める火力の比率は、2005 年の 81.8%から 2017 年には 10 ポイント以上

低下し 70.9%になった。 

総発電電力量に占める非化石エネルギー電源（再生可能エネルギーと原子力）の比率は、

2010年19%、2015年26%、2017年29.1%と、着実に高くなっている。「エネルギー発展第十

三次5カ年計画」では、2020年までに31%にするという目標が掲げられている。 

 

表 1.1-2 発電電力量の推移（2005～2016 年） 

（単位：億 kWh、カッコ内は比率(%)） 

年 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

火力 
20,437 
(81.83)  

34,166 
(80.81)  

39,003 
(82.4) 

39,255 
(78.7) 

42,216 
(78.5) 

43,030 
(75.7) 

42,307 
(73.71) 

42,886 
(71.60) 

45,513 
(70.91) 

水力 
3,964 

(15.87)  
6,867 

(16.24)  
6,681 
(14.1) 

8,556 
(17.2) 

8,921 
(16.6) 

10,601 
(18.7) 

11.127 
(19.39) 

11,807 
(19.71) 

11,945 
(18.61) 

原子力 
531 

(2.13)  
747 

(1.78)  
872  

(1.8) 
    983
   (2.0) 

1.115 
(2.1) 

1,322 
(2.3) 

1,714 
(2.99) 

2,132 
(3.56) 

2,483 
(3.87) 

風力 － 
494 

(1.2) 
741    

(1.6) 
1,030 
(2.1) 

1,383 
(2.6) 

1,598 
(2.8) 

1,856 
(3.23) 

2,410 
(4.02) 

3,057 
(4.76) 

太陽 － － － － 
84 

(0.16) 
235  

(0.4) 
395 

(0.69) 
662 

(1.11) 
1,182 
(1.84) 

その他 
43 

(0.17) 
2 

(－) 
9  

(0.02) 
41  

(0.08) 
2  

(－) 
5   

(－) 
1  

(－) 
－ － 

計 24,975 42,278 47,306 49,865 53,721 56,801 57,400 59,897 64,179 

出所：「電力工業統計基本数値一覧表」各年版、2017年データは、「全国電力工業統計速報

数値一覧表」（中国電力企業聯合会、2018年1月） 

 

 図1.1-4は、日中米の総発電電力量の推移の比較である。1995～1996年に日本を抜き、2010

年には米国を抜き世界一となった。 
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図1.1-4 日中米の総発電電力量の推移の比較 

 

出所：海外電力調査会作成 

 

しかし、前述の発電設備容量と発電電力量を国民一人あたりの数値で見ると、表1.1-3のよ

うになり、中国国民の生活水準が高まっていくことを考慮すれば、発電設備容量および発電

電力量はまだまだ伸びる余地が大きいということができる。 

 

表1.1-3 日中米の国民一人当たりの発電設備容量、発電電力量（2015年） 

 発電設備容量（kW） 発電電力量（kWh） 人口 

日本 2.3 8,058 1 億 2,709 万人 

中国 2.1 4,175 13億7,462万人 

米国 3.7 12,702 3 億 2,100 万人 

出所：海外電力調査会作成 

 

② 電力消費 

表 1.1-4 は、年間消費電力量と産業別消費電力量の推移を示している。2008 年は、リーマ

ンショックの影響で落ち込んだが、翌年から回復に転じた。2010 年に前年比 14.6%、2011

年には同 12.2%と 2 ケタの伸びを示した。しかし、2012 年以降は、経済の動きと連動して伸

び率が鈍化した。2015 年には前年比 0.96%増に留まったが、2016 年に同 4%増、2017 年に

は同 6.6%増と回復基調にある。 

産業別の消費電力量をみると、2016 年は第 2 次産業が全体の 70%強を占めたが、2005 年

に比べると 4 ポイント低下している。一方、第 3 次産業と家庭用は、2017 年はそれぞれ全体

の 13.9%、13.7%を占め、その比率は、年々高まっていくと考えられる。 
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表 1.1-4 年間消費電力量の推移 

（単位：億 kWh、カッコ内は比率(%)） 

年 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

第一次産業 
756 

(3.05) 
984 

(2.35) 
1,013 
(2.2) 

1,013 
(2.0) 

1,027 
(1.92) 

1,014 
(1.80) 

1,040 
(1.83) 

1,076 
(1.82) 

1,155 
(1.83) 

第二次産業 
18,676 
(75.36) 

31,318  
(74.7) 

35,288 
(75.0) 

36,669 
(73.9) 

39,932 
(73.62) 

41,770 
(74.07) 

41,442 
(72.79) 

42,078 
(71.09) 

44,413 
(70.41) 

第三次産業 
2,524 

(10.19) 
4,497  

(10.73) 
5,105 
(10.9) 

5,690 
(11.5) 

6,275 
(11.75) 

6,671 
(11.83) 

7,166 
(12.59) 

7,965 
(13.46) 

8,814 
(13.97) 

家庭用 
2,825 
(11.4) 

5,125 
(12.22) 

5,620 
(12.0) 

6,219 
(12.5) 

6,789 
(12.71) 

6,938 
(12.3) 

7,285 
(12.8) 

8,067 
(13.63) 

8,695 
(13.78) 

総計 24,781 41,923 47,026 49,591 53,423 56,393 56,933 59,187 63,077 

前年比 
増加率(%) 

13.88 14.56 12.17 5.45 7.58 ― 0.96 3.96 6.6 

※消費電力量には送配電ロスが含まれる 

出所：2005 年は「中国電力統計数値分析 2009」、2010～2011 年は「電力行業年度発展報告」

各年版、2017 年は「2017 年電力統計速報数値一覧表」（中国電力企業聯合会、2018 年 1 月） 

 

図 1.1-5 は、電源別発電設備容量と最大電力の推移を示している。2016 年の総発電設備容

量は 16 億 5,051 万 kW で世界一の規模となっている。2016 年の最大電力需要（ピーク電力）

は、8 億 5,898 万 kW で、前年比 7.68%増で、2015 年の前年比増加率 0.33%を大きく上回っ

た。 

 

図 1.1-5 電源別発電設備容量と最大電力の推移 

 

出所：「中国電力行業年度発展報告」各年版、 

2005 年の風力発電設備容量は「中国統計年鑑 2017」 
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（1） 中央企業の整理統合の経緯 

図 1.2-1 は、SASAC が設立された 2003 年以降の中央企業数の推移を表したものである。

SASAC は 2003 年 4 月に設立され、その時点で中央企業は 196 社あった。そして、同年 10

月に公表した中央企業のリストでは 189 社であった。SASAC は 2013 年 11 月、「改革の全

面的な深化における若干の重要問題に関する中共中央の決定」を発表し、中央企業の再編

について次の 3 項目の方針を提示した。 

・国有企業の株式化、民間への資産売却を進める。 

・大型国有企業を国有資本投資会社という持ち株会社に改組し、国家資本の効率的な

運用を図る。 

・国家資本を再配置するとともに、企業統治を改善するために、近代的な企業統治制

度を導入する。 

この決定により、「過剰設備の淘汰、業務の効率化を図り、世界トップレベルの企業に

再編し世界市場での影響力を強めること」を目指して中央企業の整理統合を進め、2010 年

までに中央企業を 80～100 社にするという目標を設定したが、2010 年末時点では 122 社に

留まった。 

2003～2017 年 8 月に、98 件の新設・統廃合の告示が行われ、新設されたのは 4 社（う

ち 1 社は国家核電技術有限公司で、後に統合された）で、2017 年 8 月末時点で中央企業数

は 98 社となっている。 

 

図 1.2-1 中央企業数の推移 

 

注：会社数は各年の年末時点の値、2017 年は 8 月 21 日時点 

出所：国有資産監督管理委員会ホームページ、「中央企業変更」

（http://www.sasac.gov.cn/n2588035/n2641579/n2641660/index.html）

より海外電力調査会作成 
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これまでに実施された主な再編の例を挙げる。中国第二重型機械集団公司と中国機械工

業集団有限公司が 2013 年 7 月に合併して中国機械工業集団有限公司になった。鉄道車両メ

ーカーである、中国北方機車車両工業総公司と中国南車集団公司の 2 社は 2015 年 8 月に合

併し、中国中車集団公司になった。これにより、高速鉄道車両などの売上額は、アルスト

ム社をはじめとする世界の大手 5 社の売上額の合計を上回ることになった。中央政府は、

国策として鉄道設備の輸出を推進しており、海外の都市交通から高速交通の事業に積極的

に応札していることもあり、スケールメリットを追求した結果であるといえる。また、国

際協力の一段の強化も視野に入れているとみられる。 

 また、建築分野の中国建材集団有限公司（2016 年 8 月）や、鉄鋼大手の宝鋼集団と武漢

鋼鉄集団（2016 年 9 月）の合併がある。 

 

（2） 発電会社の再編 

表 1.2-1 は、これまでに実施された、エネルギー関連企業の主な統廃合・新設の推移であ

る。この中で、国家核電技術有限公司は、米国で設計された第 3 世代炉である AP1000 型

炉を中心に研究・開発、建設、運営を行う会社として、2007 年に設立された。そして、そ

の8年後の2015年6月、国有5大発電会社のひとつである中国電力投資集団公司と合併し、

国家電力投資集団公司となった。合併の目的は、国内での原子力開発を強化し、原発の輸

出を加速するためとされる。 

2011 年 9 月には、主に電力設備を建設する会社と主に電力設備を設計するコンサルタン

ト会社が合併し、設計・建設工事会社 2 社が誕生した。 

 

表 1.2-1 エネルギー関連企業の統廃合・新設 

年月 内容 
2005 年 3 月  中国水利電力対外公司を中国水利集団公司の全額出資会社に 
2007 年 5 月  国家核電技術有限公司を新設 
2008 年 9 月  中煤国際工程設計研究院と煤炭科学研究総院を合併、中国煤炭科工集団有限公司に 
2008 年 10 月  中国水利集団公司を中国長江三峡集団公司の全額出資会社に 
2011 年 9 月  中国水利水電建設集団公司と中国水電工程顧問集団公司を合併、中国電力建設集団公

司に 
 中国葛洲壩集団公司と中国電力工程顧問集団公司を合併、中国能源建設集団公司に 

2015 年 6 月  中国電力投資集団公司と国家核電技術有限公司を合併、国家電力投資集団公司に 
2017 年 8 月  神華集団公司と中国国電集団公司を合併、国家能源投資集団有限責任公司に 
2018 年 1 月  中国核建設集団公司が中国核工業集団有限公司傘下に 

出所：国有資産監督管理委員会ホームページ 

 

 2017 年末までは、大型の国有発電会社が対象になった統廃合は国家電力投資集団有限公

司と国家能源投資集団公司の 2 件にとどまっている（詳細は後述する）。国内には、発電会

社が数千社あるとされるが、500 万 kW 以上の発電設備容量を保有するのは 21 社に過ぎな

い（表 1.2-2）。表中、太字は中央企業で、このうち中国華能集団有限公司、中国国電集団

公司、中国華電集団有限公司、中国大唐集団有限公司、国家電力投資集団有限公司は、い
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わゆる国有 5 大発電会社と呼ばれており、この 5 社で全国の発電所設備容量の 43%を占め

る（2016 年末時点）。 

これらの発電会社のうち原子力発電所を運営しているのは、中国核工業集団有限公司4、

中国広核集団有限公司及び国家電力投資集団有限公司の 3 社である。国家電力投資集団有

限公司は 5 大発電会社の中で唯一原子力発電所を運営しており、他の 4 社は原子力案件に

投資という形で参画しているだけである。 

 以上の企業改革の推進している中、2017 年 7 月には、国務院は「中央企業公司制改制工

作実施方案」を公表し、2017 年末までに、国有資産監督管理委員会が管轄している中央企

業（金融、文化分野を除く）を「中華人民共和国公司法」（1994 年施行）に登記し直さなけ

ればならない方針を示した。中央企業の登記は従来「中華人民共和国全民所有制工業企業

法」（1988 年施行）の所有制形態による分類の国有企業から、法形態分類の有限責任公司（国

有独資公司）へと変換した。企業法人による経営統制強化の形成、企業の運営が市場変動

に合わせ、効率的な運営を目的にしている。 

 

 

                                                   
4 法人改革の一環で、人民所有制から国有独資に変更するため、2017.12.12.から社名を「中

国核集団公司」から「中国核工業集団有限公司」に変更した。注：その他中央企業は同じ。 
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米国の大手総合情報サービス会社 Bloomberg は 2017 年の記事5において、中国メディア

の記事を引用する形で、5 月に中国の発電会社再編の可能性について報じた。それによると、

5 大発電会社と 2 大原子力発電会社、神華集団有限責任公司の 8 社が再編対象になるという

ものである。この報道を皮切りに、6 月から 7 月にかけて、中国国電集団公司と神華集団有

限責任公司の合併に関する話題が記事になり、8 月 2 日には、国家能源局から両社の合併案

が国務院に上程された。 

そのほか、中国華能集団有限公司と国家電力投資集団有限公司、中国華電集団有限公司

と中国大唐集団有限公司がそれぞれ合併するのではと報じられた。 

表 1.2-3 は、発電会社の再編を巡る報道をまとめたものである。 

 

表 1.2-3 発電会社の再編をめぐる報道 

2017 年 5 月 8 日 

新浪綜合 

Bloomberg の報道記事を紹介。 

主要発電所会社と原子力発電所会社を次の 3 つにまとめるのではない

か？ 

・神華集団有限責任公司＋中国広核集団有限公司＋中国大唐集団有限公司 

・中国華電集団有限公司＋中国国電集団公司＋中国核工業集団有限公司 

・中国華能集団有限公司＋国家電力投資集団有限公司 

2017 年 6 月 5 日 

経済参考報 

・神華集団有限責任公司＋中国国電集団公司が合併の可能性 

・6 月 5 日から子会社の株式売買を停止 

2017 年 6 月 29 日 

能源観察 

神華集団有限責任公司と中国国電集団公司が合併し、「国家能源投資集団

公司」という名称に？ 

2017 年 7 月 6 日 

澎湃新聞 

・中国華能集団有限公司と国家電力投資集団有限公司の合併可能性 

・国家電力投資集団有限公司の王董事長は、否定しなかった。 

2017 年 7 月 27 日

21 世紀経済報道 

・中国華電集団有限公司と中国大唐集団有限公司の合併可能性 

2017 年 8 月 2 日 

界面新聞 

神華集団有限責任公司と中国国電集団公司の合併案が国務院に上程され

た 

 

SASAC は 2017 年 8 月 28 日、神華集団有限責任公司と中国国電集団公司との合併を公

示した。6また、株式市場に上場している両社の子会社は 8 月 29 日、神華集団有限責任公

司が国家能源投資集団有限責任公司の母体となり、中国国電集団公司を吸収合併とすると

いう公告を発表した。そして、国家能源投資集団有限責任公司は、2017 年 11 月 28 日に正

                                                   
5http//www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-08/china-said-to-mull-3-mega-power-firms-in-855-bil

lion-reshuffle、2017年5 月月9日 

6国有資産監督管理委員会

（http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588119/c7795367/content.html） 
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式に発足した。両社の合併に至る経緯は次のとおりである。 

 2017 年 6 月 4 日：神華集団有限責任公司と中国国電集団公司が、中国の株式市場に

上場しているそれぞれの会社は、「重大な経営情報開示のため」として株式の売買を

一定期間停止する旨を公告した。 

 2017 年 6 月 26 日：神華集団有限責任公司と中国国電集団公司は、合併を検討するチ

ームを立ち上げ、中国国電集団公司 CEO の喬保平氏が責任者に就任すると報道され

た。 

 2017 年 6 月 29 日：神華集団有限責任公司と中国国電集団公司を合併し、新社名は国

家能源投資集団有限公司になると報道した。7 

 2017 年 8 月 2 日：合併案が国務院（内閣に相当）に上程され審議中と報道された。8 

 2017 年 8 月 28 日：SASAC は神華集団有限責任公司と中国国電集団公司を合併して、

「国家能源投資集団有限公司」にすることを公示した。 

 2017 年 9 月 17 日：北京工商行政管理局が、神華集団有限責任公司の社名を国家能源

投資集団公司にすることを承認した。 

 2017 年 11 月 28 日：国家能源投資集団有限公司が正式に設立した。 

 2018 年 1 月 12 日：中国国電集団公司は、国家能源投資集団有限公司に吸収合併され

たことを公示した。 

 

表 1.2-4 は、主な発電会社 8 社の概要をまとめたもので、合併により国家能源投資集団有

限責任公司は、資本金 1,021 億元、総資産額 1 兆 7,824 億元（30.3 兆円、1 元＝17 円）、

発電設備容量2.26億kWとなった。2016年の石炭年間生産量は国内1位の約4.8億トンと、

全国の石炭生産量 33 億 6,399 万トンの 14%を占める。中国の発電会社の上位 4 社はフラン

ス電力公社 EDF（1.375 億 kW）を凌ぐ発電設備を保有している。 

 

                                                   
7北極星電力網（http://news.bjx.com.cn/html/20170731/840239.shtml） 

8北極星電力網（http://news.bjx.com.cn/html/20170802/841008.shtml） 
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年計画」（国能科技[2016]397 号） およびエネルギー構造の最適化を図る 

「エネルギー発展第十三次 5 カ年計
画」（発改能源［2016］2744 号） 

2017.1 ・ 我が国と外国の最新の安全基準を取り入れ、安全で高効率
な原子力発電を発展させる。十分な安全を確保した上で、
沿海部において第 3 世代炉の建設工事を着工する。 

・ 内陸部の計画については、積極的に前期論証作業に取り組
み、建設サイトを確実に保護する。 

・ CAP1400 モデルプロジェクトの建設を開始し、高温ガス炉
モデルプロジェクトを完成させる。 

・ 論証を加速して、使用済燃料の大型処理工場の建設を推進
する。 

・ スマート小型炉、商用高速炉、60 万 kW 級高温ガス炉等の
自主的かつ独創的なモデルプロジェクトを適時実行し、原
子力エネルギーの総合利用を推進する。 

・ 原子力専門家の育成計画を立てる。安全管理、運転、設計、
建設、工程管理等といった重要な役割を担う人材を養成す
る。専門家グループの組織化を十分なものとし、多様な人
材を養成できるようなチャンネルを構築する。 

「原子力工業発展第十三次 5 カ年計
画」 

2017.2 
未公表 

「2017 年エネルギー工作指導意見」 
国能規劃[2017]46 号 

〃 ・ 原子力発電の海外進出については、パキスタンでのプロジ
ェクト、英国でのプロジェクトをそれぞれ推進し、「華龍
一号」の設計に関する英国の審査が進展するようにする。
中国と仏のアレバ社と協力する。ロシア、アメリカと原子
力技術協力を強力に、アルゼンチン、トルコ、ルーマニア
等との原子力プロジェクトの協力を適切に、それぞれ推進
する。 

「外商投資産業指導リスト」（改正） 2017.7  

注：各 5 カ年計画については、原子力に係る部分を抜粋 

出所：海外電力調査会作成 

 

表 2.1-1 において、各種の第十三次 5 カ年計画は、基本的な方針を示すものであり、具体

的な原子力産業政策といえるのは、「中国製造 2025－エネルギー設備実施プラン」、「エ

ネルギー技術革新行動計画（2016～2030 年）」及び「エネルギー技術革新第十三次 5 カ年

計画」の 3 件で、それぞれの概要は次のとおりである。 

(1) 「中国製造 2025－エネルギー設備実施プラン」 

国務院は 2015 年 5 月、「中国製造 2025」（国発［2015］28 号）を発表した。これ

は、ドイツの「インダストリー4.0」、米国の「再工業化戦略」に習って、中国を製造

強国にする戦略をまとめた、初の 10 カ年計画である。この中で、各種の産業分野の

うち、特に重点を置くものは次の 10 分野である。 

・新世代情報技術 

・一流の NC・ロボット 

・航空宇宙 

・海洋工事設備・ハイレベル技術で建造された船舶 

・先進的な軌道交通設備 

・省エネ・新エネルギー自動車 

・電力設備 

・農業機械 

・新材料 
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・バイオ・薬品・高性能医療器械 

   実施に当たって、次の 3 段階の取り組みが掲げられている。  

第 1 段階：2020 年までに製造業の IT 利用レベルを向上させて、製造大国への歩み

を一歩進める。2025 年までに、創造的能力、労働生産性を大幅に高め、

製造業と IT を融合して新しいステップに引き上げ、製造業全体の質を大

幅に向上させる。そして、省エネを進めて、材料消費量、汚染物質排出

量を先進国並みのレベルにして、国際競争力を高める。 

第 2 段階：2035 年までに、中国製造業が世界の製造強国の中位のレベルとなるよう

にする。創造力を大幅に高めて、重点分野を発展させて、全体の競争力

を高め、世界をリードできるようにして、全面的な工業化を実現する。 

第 3 段階：建国から 100 年を経過し、製造業大国の地位をさらに強化し総合的な実

力が世界の中でも上位に位置するようにする。主要な製造業分野で、業

界をリードする創造力と競争力を備え、世界を牽引できるような技術と

産業システムを構築する。 

   この「中国製造 2025」を受けて、関係官庁は所管する個々の産業分野について、戦

略を策定する。それらの中で、国家発展改革委員会、工業・情報化部および国家能源

局は 2016 年 6 月、「中国製造 2025－エネルギー設備実施プラン」（以下実施プラン、

原語：中国制造 2025－能源装备实施方案）を発表した。この中では、2020 年までと

2025 年までの目標が次のように示されている。 

2020 年までの目標：エネルギー革命の推進部署は一丸となって、2020 年までにク

リーンかつ低炭素エネルギーと安全で高効率な発展にキーとなる技術・設備のアプリ

ケーションモデルを開発・発展させる。制約の大きい設備や部品を標準的に生産でき

るようにして、エネルギーの安全供給とエネルギー革命の後押しの助けになるように

する。エネルギー設備の自主設計、製造組立、重要な組立部品と原材料について、基

本的に国産化する。エネルギー設備の製造業は、国内産業をレベルアップするための

新しい発展過程にある。電力設備については、技術レベル、競争力共に世界トップレ

ベルにあり、自前の知的財産と比較的強い競争力のある設備製造企業を育成する。 

2025 年までの目標：エネルギーの生産・消費革命を有効に推進し、エネルギーに関

する技術・設備の一部の分野では世界をリードし、国内の技術標準が世界標準になる

ようにする。 

さらに原子力発電分野について、実施プランでは“先進的な原子力発電設備”として記

されている。主な内容は、表 2.1-2 のとおりである。 
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表 2.1-2「中国製造 2025－エネルギー設備実施プラン」の主な内容 

 

 

(2) 「エネルギー技術革新行動計画（2016～2030 年）」 

   国家発展改革委員会と国家能源局は 2016 年 6 月、「エネルギー技術革新行動計画

（2016～2030 年）」を発表した。中国は、一次エネルギー消費量に占める非化石エネ

ルギーの比率を 2030年までに 20%前後にすること、単位GDP当たりのCO₂排出量を、

2030 年までに 2015 年比 60～65%削減することを国際社会に約束している。これらの

約束をエネルギー面から果たす一環として策定されたのが、「エネルギー技術革新行

動計画（2016～2030 年）」である。 

   この中では、クリーンエネルギーの利用促進、低炭素を目指したエネルギー技術の

掌握、エネルギー利用効率を高めるためのスマートエネルギー技術、エネルギー技術

の発展に向けた設備、材料の開発研究等を前提として、2016 年から 2030 年までのエ

1. 先進的な大型軽水炉 
(1) 研究開発 

一次系設備、二次系設備、ポンプ、バルブ、材料、計器、システム、設備のスマート化に関する技術等
について研究を行なう。 

(2) モデル試験 
技術研究を完了した全設備（一次系設備、二次系設備、補助設備など）と材料に関する技術研究の結果
を踏まえて、モデル試験を行う。 

(3) 自主開発機器の試験 
モデル試験のキーとなる重要な設備と材料に関するモデル試験を完了させる。 
 

2. 高温ガス炉 
(1) 研究開発 

一次系および二次系設備について改善するための研究を行なう。 
(2) モデル試験 

石島湾の高温ガス冷却炉実証プロジェクト、福建霞浦 60 万 kW 高温ガス冷却炉の商業用模範プロジェ
クト後のフォローアップを行い、高温ガス冷却炉の試験と産業化を促進する。 
 

3. 高速中性子炉 
(1) 60 万 kW 級の高速炉設備 

炉心モジュールと本体、二次冷却システム、燃料操作関連設備、セキュリティー設備について研究する。 
(2) モデル試験 

福建省に建設される霞浦 60 万 kW 高速中性子炉プロジェクトの商業運転後、蓄積された研究成果を踏
まえてフォローアップを行い、設備と材料面のモデル試験を経て産業化できるようにする。 

(3) 技術課題への取り組み 
高速中性子炉を構成する設備に関する技術課題に取り組む。 
 

4. SMR 小型モジュール炉 
(1) 研究開発 

小型モジュール炉の圧力容器、蒸気発生器、燃料制御システム、ポンプ、バルブ、発電機、専用工具等
に関する技術等について研究を行なう。 

(2) モデル試験 
モデルプロジェクトに続くプロジェクトに向けて、小型モジュール炉のキーとなる設備についてモデル
試験を行い、産業化を推し進める。 
 

5. 核燃料とリサイクル 
(1) 研究開発 

高い安全性を持つ先進的な核燃料、使用済燃料の処理技術と設備、排ガス・廃液・固形廃棄物の処理設
備について研究開発を行う。 

(2) モデル試験 
核燃料、使用済燃料の処理、核燃料の貯蔵運搬用設備の材料、排ガス等の処理設備のモデルを製作して
試験を行い、産業化を押し進める。 
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ネルギー技術に関する方向性を示している。 

  全体の目標は次のとおりである。 

・ 2020 年まで：エネルギー分野での技術革新の能力を大幅に高め、キーとなる

設備と部品、材料に関する技術を掌握して、これらの海外依存度を顕著に低

下させる。中国のエネルギー産業の国際競争力は明らかに強くなってきては

いるが、エネルギー技術革新を推進するための基本的な体制を構築する。 

・ 2030 年まで：エネルギー技術革新の能力を全面的に高めて、国際的な先進レ

ベルになるようにする。生態環境に配慮しながらエネルギー産業を持続的に

発展させ、世界のエネルギー技術大国に肩を並べる。 

 

「エネルギー技術革新行動計画（2016～2030 年）」には、「エネルギー技術革新行

動ロードマップ」が付属文書となっている。ここでは、石炭、石油・ガス、CO₂貯留、

原子力、再エネ、送配電網、省エネ等、15 分野のロードマップが示され、2020 年と

2030 年の目標および 2050 年の見通しが記載されている。このうち、原子力分野につ

いては、「先進的な原子力技術」と「使用済燃料再処理、高レベル放射性廃棄物の安全

な処理と処分技術」の 2 項目に分類されている。各項目の、戦略方向、2020 年と 2030

年の主な目標を表 2.1-3 に示す。 

なお、2050 年の展望は次のとおりである。 

「先進的な原子力技術」：地下深部でのウラン（非在来型を含む）を経済的に量産す

るにあたっての技術を掌握する。核燃料の自主設計能力を世界先進レベルに高め、フ

レキシブル製造等の技術を広く応用する。第 4 世代炉について安全性、経済性、核拡

散抵抗性を確実なものになるようにする。熱供給、化学工業、水素製造等の工業分野

での原子力エネルギーを利用した量産化の条件を整備する。 

「使用済燃料再処理、高レベル放射性廃棄物の安全な処理と処分技術」：乾式再処理

の工業化を実現した後、段階的に湿式再処理に移行する。高速炉での消滅処理、加速

器駆動炉消滅処理技術を普及する。マイナーアクチド総量を効果的に抑制できるよう

にする。高レベル放射性廃棄物の地層処分場を建設して操業する。 
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ら奨励類とされ、単独投資による参入が可能となっている。原子力発電所の建設・運

営事業については、中国側が支配権を握るという条件で当初から奨励類とされている。

火力発電所については、ユニット容量に応じて、「奨励類」、「制限類」「禁止類」に分

類されている。 

   2017年の第7回改正では、「制限類」と「禁止類」に分類された電力分野のプロジェ 

クトはなくなり、送電網の建設・運営事業と原子力発電所の建設・運営事業もリスト

本文では中国側支配という条件は付されていないが、付属文書である「外商投資参入

特別管理措置」ではこの条件が記載されており、運用に際しては従前と変わらない。 

 

 

2.2 中国の原子力発電事業者 

 中国では、1988 年以前は、「核工業部」（日本の省に相当）が原子力に関する政策と事業

を一体的に担っていた。 

現在、中国の原子力発電事業者は、中国核工業集団有限公司（CNNC）と中国広核集団

有限公司（CGN）、国家電力投資集団有限公司（SPIC）の 3 社がある。以下に、これら 3

社の概要について述べる。 

（1） 中国核工業集団有限公司（CNNC） 

① 設立の経緯1 

中国核工業集団有限公司は、1955 年に設立された第三機械工業部に端を発する。第

三機械工業部は 1958 年、第二機械工業部に改称され、1982 年に核工業部に改称され

た。中央政府による政府職務の見直しの一環として、1988 年に核工業部が廃止され、

エネルギー部が新設されると同時に中国核工業総公司が設立された。中国核工業総公

司は、軍事核、原子力発電、核燃料、核応用技術の研究開発、建設、生産をとともに、

原子力分野における国際協力、輸出入を担うこととなった。  

その 11 年後の 1999 年には、国務院の「中国核工業集団有限公司の設立問題に関す

る回答」（国函[1999]53 号）が承認され、中国核工業総公司は中国核工業集団有限公

司と中国核工業建設集団有限公司に改組された。 

中国核工業集団有限公司が担う職務は、軍事用核、原子力発電、原子燃料サイクル、

原子力応用技術、原子力環境保護等の分野における研究開発、建設、生産、運営と国

際経済合作、輸出入業務である。なお、中国核工業建設集団有限公司の主な業務内容

は、軍事，原子力発電所の建設、原子力利用、原子力技術の研究開発分野におけるサ

ービス業務である。 

② 会社の概要 

中国核工業総公司は、1999 年 6 月に設立され、資本金は 199 億 8,738 万元であった

                                                   

1中国核工業集団有限公司 HP http://www.cnnc.com.cn/ 
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図 2.2-1 中国核工業集団有限公司の関係会社2 

 

出所：中国核工業集団有限公司 HP より海外電電力調査会作成 

                                                   

2中国核工業集団有限公司 HP http://www.cnnc.com.cn/ 
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（秦山Ⅱ期発電所の建設）

（田湾発電所の建設・運営）

（三門発電所の建設・運営）

（福清発電所の建設・運営）

（桃花江発電所の建設・運営）

中核国電漳州能源有限公司

（同位体・照射加工）

（ウラン・核燃料サイクル設備・原子力発電技術設備などの国際貿易）

（原子力分野の標準化研究・コンサルティング）

核電秦山聯営有限公司 （秦山Ⅱ期発電所の建設・運営）

秦山第三核電有限公司 （秦山Ⅲ期発電所の建設・運営）

中核技術投資有限公司 （原子力事業への投資）

（浙江省内の原子力発電・クリーンエネルギー事業の開発

中国原子力工業有限公司

中国同輻股份有限公司

中国核電工程有限公司

中国核動力研究設計院

核工業第四設計研究院

核工業第五設計研究院

核工業北京工治金研究院

核工業西南物理研究院

中国幅射防護研究院

核動力運行研究所

核工業標準化研究所

核工業第八研究所

核工業地質局

核工業理化工程研究院
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③ 原子力発電設備 

a. 商業運転中の原子力発電所 

表 2.2-2 は、中国核工業集団有限公司が運転管理する商業運転中の原子力発電所を

示している。運転中の原子炉基数は 17 基である。福清発電所 2017 年には福建省の福

清発電所 4 号機が 9 月 16 日に商業運転を開始し、2017 年末時点の原子力発電設備容

量は 1,434 万 kW である。 

 

表 2.2-2 商業運転中の原子力発電所（2017 年 12 月 31 日現在） 

 

CNNC：中国核工業集団有限公司、CGN：中国広核集団有限公司、SPIC：国家電力投資集団有限公司、華電：中国華

電集団有限公司、華能：中国華能集団有限公司、JSGX：江蘇省国信資産管理集団公司、SCL：申能股份有限公司、ZPEGCL：

浙江省能源集団有限公司（旧浙江省電力開発公司） 

出所：原子力産業協会「世界の原子力発電 開発の動向 2017」。炉型 IAEA「PRIS」ウェブページ。電気出力は中国

核能行業協会。 

 

b. 建設中の原子力発電所 

表 2.2-3 は、中国核工業集団有限公司が保有する建設中の原子力発電所を示している。

建設中の原子炉基数は 8 基で、AP1000 と ACP100、VVER1000、華龍一号がそれぞ

れ 2 基ずつ、2.5 万 kW の高速実験炉 1 基が建設されている。発電設備容量は計 905.5

万 kW である。華龍一号は、福建省の福清発電所 5，6 号機に採用されている。 

 

所在地
炉型

（設計国）

発電設備容量
（万kW）

着工日
商業運転
開始日

出資者 (%)

CNP300

（中）
31.0 1985/3/20 1994/4/1 CNNC(100)

1 65.0 1996/6/21 2002/4/18 CNNC(50)、ZPEGCL(20)、
2 65.0 1997/4/1 2004/5/3 同上

3 66.0 2006/4/28 2010/10/21 同上

4 66.0 2007/1/28 2012/4/8 同上
1 72.8 1998/6/8 2002/12/31 CNNC(51)、SPIC(20)、
2 72.8 1998/9/25 2003/7/24 同上
1 108.9 2008/12/26 2014/12/15 CNNC(72)、ZPEGCL(28)

2 108.9 2009/7/17 2015/2/12 同上
1 106.0 1999/10/20 2007/5/17 CNNC(50)、SPIC(30)、JSGX(20)

2 106.0 2000/9/20 2007/8/16 同上
1 108.9 2008/11/21 2014/11/22 CNNC(51)、華電(39)、FIDC(10)

2 108.9 2009/6/17 2015/10/16 同上

3 108.9 2010/12/31 2016/10/24 同上

4 108.9 2012/11/17 2017/9/16 同上
1 65.0 2010/4/1 2015/12/25 CNNC(51)、華能(49)

2 65.0 2010/11/1 2016/8/12 同上

1,434.017基

方家山
fangjiash

CPR1000

（中）

昌江
changjian

海南省
昌江

CNP600

（中）

田湾
tianwan

江蘇省
田湾

VVER1000

（露）

福清
fuqing

福建省
福清

CNP1000

（中）

発電所名

秦山Ⅰ期
qinshan

浙江省
海塩

秦山Ⅱ期
qinshan

CNP600

（中）

合計

秦山Ⅲ期
qinshan

CANDU6

（加）
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このうち原子力発電所を運営しているのは中国広核電力股份有限公司（CGN Power）

で、現在、傘下に原子力発電所の運営事業者 6 社を抱える。さらに、今後、設立を計

画している事業者は 7 社（咸寧核電有限公司、中広核陸豊核電有限公司、中広核恵州

核電有限公司、中広核蒼南核電有限公司、安徽蕪湖核電有限公司、韶関核電有限公司、

浠水核電有限公司）ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 29 年度原子力の利用状況等に関する調査（中国における原子力発電事業及び政策動向等に関する調査）-報告書 

 

 

 
31 

 

  

 

図 2.2-2 中国広核集団有限公司の関係会社 

 

 

 

70%

75%

100%

100%

100%

45%

51%

61%

70%

60%

100%

100%

100%

51%

核エネルギー

新エネルギー

その他

出所：中国広核集団有限公司HP 計：39社

（太陽光発電所の建設・運営、蓄電池の開発）

（湖北省内の新規原子力発電プロジェクトの開発）

嶺東核電有限公司 （嶺澳発電所Ⅱ期の建設）

発電所運営

（輸出入管理、 広東領域の原子力発電所の建設・運営）

中広核風電有限公司

中広核太陽能開発有限公司

深圳中広核工程設計有限公司

中広核研究院有限公司

蘇州熱工研究院有限公司

北京広利核系統工程有限公司

大亜湾核電環保有限公司

中広核節能産業開発有限公司

中広核核技術応用有限公司

中広核欧州能源公司

華龍国際核電技術有限公司

中広核鈾業発展有限公司

中広核砿業有限公司

中広核鈾業斯科有限公司

中国広核新能源控股有限公司

湖北核電有限公司

嶺湾核電有限公司

広東核電投資有限公司

中広核核電運営有限公司

中広核工程有限公司

中国広核集団有限公司
（CGN）

中広核服務集団有限公司

中広核電力銷售有限公司

（原子力発電技術の研究開発）

（原子力発電所の建設管理）

（原子力発電所の建設設計）

（デジタル制御システムの設計・製造）

（華龍一号の技術開発・建設）

（再エネの開発・建設・運営）

（風力発電所の投資・建設・運営）

(電力取引情報サービスの提供)

（資源開発・運輸）

（浠水発電所の建設・運営）

安徽蕪湖核電有限公司

韶関核電有限公司

浠水核電有限公司

広西防城港核電有限公司

台山核電合営有限公司

咸寧核電有限公司

中広核陸豊核電有限公司 （陸豊発電所の投資・建設・運営）

（太平嶺発電所の建設・運営）

（三澳発電所の投資・建設・運営）

（蕪湖発電所の建設・運営）

（韶関発電所の建設・運営）

中広核恵州核電有限公司

中広核蒼南核電有限公司

原子力発電

（商業運行中20基の運営管理）

（大亜湾発電所・嶺澳発電所の運営管理）

（陽江発電所の運営管理）

（紅沿河発電所の建設・運営）

（寧徳発電所の建設・運営）

（防城港発電所の建設・運営)

（台山発電所Ⅰ期の建設・運営・管理）

（咸寧発電所の建設・運営）

中国広核電力股份有限公司

大亜湾核電運営管理有限責任公司

陽江核電有限公司

遼寧紅沿河核電有限公司

福建寧徳核電有限公司

嶺澳核電有限公司 （嶺澳発電所Ⅰ期の建設）

（大亜湾発電所の建設・運営、広東と香港への電力販売）広東核電合営有限公司

（核燃料供給・技術サービス）

（天然ウラン資源の開発・貿易）

（原子力基地の運営・技術サポートサービス）

（原子力技術研究、生産・運営・建設のサービス提供）
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③ 原子力発電設備 

a. 商業運転中の原子力発電所 

表 2.2-6 は、中国広核集団有限公司が保有する商業運転中の原子力発電所で原子炉基

数は 20 基である。2017 年には広東省の陽江 4 号機が 3 月 15 日に商業運転を開始し、

2017 年末時点の原子力発電設備容量は 2,147 万 kW である。 

 

表 2.2-6 商業運転中の原子力発電所（2017 年 12 月 31 日現在） 

 

CGN：中国広核集団有限公司、SPIC：中国電力投資集団有限公司、DLCIC：大連建設投資集団公司、CLP：中電（旧：

中華電力）、GXIC：広西投資集団有限公司、大唐：中国大唐集団有限公司、JSGX：江蘇省国信資産管理集団公司、HKNIC：

香港核電投資有限公司、FIDC：福建省投資開発集団公司 

出所：原子力産業協会「世界の原子力発電 開発の動向 2017」。炉型 IAEA「PRIS」ウェブページ。電気出力は中国

核能行業協会。 

 

b. 建設中の原子力発電所 

表 2.2-7 は、中国広核集団有限公司が保有する建設中の原子力発電所で、第 3 世代炉 8

基、発電設備容量は 1,027 万 kW である。 

このうち、台山原子力発電所は、第 3 世代炉である EPR が導入されている。運営主体

は 2007 年 7 月に設立された「台山核電合営有限公司」で、出資は中国広核集団有限公

司、フランス電力（EDF）、広東粤電集団公司の 3 社であった。このプロジェクトは、

エネルギー分野における中国とフランスの最大の共同プロジェクトである。 

中国広核集団有限公司と EDF は 2007 年 11 月、台山原子力発電所の第Ⅰ期プロジェク

トの 1、2 号機に EDF が知的財産権を持つ EPR の導入に関する協議書を締結した。1

所在地 炉型（設計国）
発電設備容量

（万kW）
着工日

商業運転開
始日

出資者(%)

1 98.4 1987/8/7 1994/2/1 広東核電投資有限公司(70)、HKNIC(30)

2 98.4 1988/4/7 1994/5/7 同上

1 99.0 1997/5/15 2002/5/28
CGN(50)、上海禾㬢能源投資有限公司

(30)、JSGX(20)

2 99.0 1997/11/28 2003/1/8 同上

3 108.6 2005/12/15 2010/9/20 同上

4 108.6 2006/8/1 2011/8/7 同上

1 108.9 2008/2/16 2013/6/18 CGN(46)、大唐(44)、FIDC(10)

2 108.9 2008/11/12 2014/5/4 同上

3 108.9 2010/1/8 2015/6/10 同上

4 108.9 2010/9/29 2016/7/21 同上

1 111.9 2007/8/15 2013/6/6 SPIC(45)、CGN(45)、DLCIC(10)

2 111.9 2008/4/15 2014/5/13 同上

3 111.9 2009/3/11 2015/8/16 同上

4 111.9 2009/8/15 2016/9/19 同上

1 108.6 2008/12/16 2014/3/26 CGN(83)、CLP(17)

2 108.6 2009/6/4 2015/6/5 同上

3 108.6 2010/11/15 2016/1/1 同上

4 108.6 2012/11/17 2017/3/15 同上

1 108.6 2010/7/30 2016/1/1 CGN(61)、JSGX(39)

2 108.6 2010/12/18 2016/10/1 同上

合計 2,146.720基

発電所名

陽江

yangjiang

広東省
陽江

防城港

fangchenggang
広西自治区
防城港

大亜湾

dayabay

広東省
深圳

M310

（仏）

嶺澳

lingao

CPR1000

（中）

寧徳

ningde

福建省
寧徳

紅沿河

hongyanhe

遼寧省
瓦房店



平成 29 年度原子力の利用状況等に関する調査（中国における原子力発電事業及び政策動向等に関する調査）-報告書 

 

 

 
33 

 

  

号機は 2009 年 12 月、2 号機は 2010 年 4 月にそれぞれ着工し、2013 年以後に順次運開

する計画になっていたが、2015 年 4 月に、フランスで建設中の EPR の安全検査で、圧

力容器の上蓋の炭素含有量が基準より多く、耐衝撃試験の基準を下回っている事象が問

題となったとを受け、国家環境保護部の核安全局は台山核電合営有限公司に対し、この

問題について結論がでるまで、燃料装荷を許可しないと通告した。なお、台山原子力の

工事品質保証システムは効果的に機能しており、品質は管理されていると評価されてい

る。 

 

表 2.2-7 建設中の原子力発電所（2017 年 12 月 31 日現在） 

 

CGN：中国広核集団有限公司、SPIC：中国電力投資集団有限公司、DLCIC：大連建設投資集団公司、CLP：中電（旧：

中華電力）、GXIC：広西投資集団有限公司、EDF：フランス電力 

出所：原子力産業協会「世界の原子力発電 開発の動向 2017」。炉型 IAEA「PRIS」ウェブページ。電気出力は中国

核能行業協会。 

 

c. 計画中の原子力発電所 

中国広核集団有限公司が計画している原子力発電所は 14 カ所で、原子炉基数は 56 基、

発電設備容量は計 5,932 万 kW となっている。現段階で立地安全分析審査と環境評価が

受理されているのは、寧徳 5・6 号機、三澳 1、2 号機、陸豊 1、2 号機、太平嶺 1、2 号

機の 8 基となっている。 

 

④  技術開発 

中国広核集団有限公司は、1980 年代に建設されたフランス製の 100 万 kW 級の加圧

水型原子炉（PWR）、M310 の技術を改良し、CPR1000 の開発をした。2004 年には、

制定された国の安全基準に達していないとの指摘があり、第 3 世代炉に改良した第 2 世

代炉を改良した ACPR1000 を開発した。 

また、2016 年 3 月には中国核工業集団有限公司（CNNC）との共同出資により、「華

龍国際核電技術有限公司」を設立した。中国核工業集団有限公司の ACP1000 と中国広

核集団有限公司の ACPR1000+の技術を組み合わせた、第 3 世代炉である「華龍一号

（HRP1000）」の開発に着手した。これは、現在建設中の防城港 1、2 号機に導入される。

所在地 炉型（設計国）
発電設備容量

（万kW）
着工日

営業運転開
始予定日

出資者(%)

5 111.9 2015/3/29 2020 SPIC(45)、CGN(45)、DLCIC(10)

6 111.9 2015/7/24 2021 同上

5 108.6 2013/9/18 2018 CGN(83)、CLP(17)

6 108.6 2013/12/23 2019 同上

3 118.0 2015/12/24 2022 CGN(61)、GXIC(39)

4 118.0 2016/12/23 2022 同上

1 175.0 2009/11/18 2017 CGN(70)、EDF(30)

2 175.0 2010/4/15 2018 同上

1027.0

防城港

fangchenggang

広西自治区
防城港

華龍1号

（中）

合計 8基

台山

taishan
広東省

台山市赤渓鎮

EPR

（仏）

発電所名

紅沿河

hongyanhe

遼寧省

瓦房店市 ACPR1000

（中）陽江

yangjiang

広東省
陽江市東平鎮
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2016.12 湖山ウラン鉱山が鉱山建設を完了。年間生産は世界二位。 

マレーシア 2016.3 エドラプロジェクト。マラッカ発電所 
ベルギー 2015.6 ベルギーSARENSグループとの戦略的協力協定を締結。 

原子力、再生可能エネルギー、原子力発電所の廃炉などの分野で協力する。 
カナダ 2016.5 カナダ最大のウラン企業Cameco社と「ウラン資源共同開発の更なる拡大

と深化に関する協定」に調印。 

出所：各種報道により海外電力調査会がまとめ 

 

(3) 国家電力投資集団有限公司（SPIC） 

① 設立の経緯4 

2002 年の電力体制改革によって、国有 5 大発電会社が新しく設立された。5 社には、

垂直統合型の電力会社であった国家電力公司の発電資産が分配された。また、国家電力

公司の原子力業務は、その 1 社であった中国電力投資集団有限公司に全てが移管され、

国家電力公司の原子力発電所の建設計画も同時に引き継がれた。図 2.2-3 は、設立当初

の 5 大発電会社に分配された発電設備容量である。 

 

図 2.2-3 国家電力公司の資産分配（2002 年 12 月 29 日） 

 

出所：海外電力調査会作成 

 

「原子力発電中長期発展計画（2005～2020 年）」では、原子力の発展方針を「海外

の原子力発電技術を吸収して、先進的 PWR を自主設計した上で、製造・建設等の実現

を図ること」とされた。設計自主化については、三門発電所、海陽発電所に設置され

る、第 3 世代炉であるウエスチングハウス社製 AP1000 の技術を導入するための機関

として、国家核電技術有限公司（SNPTC）が 2007 年 5 月に設立された。資本金は 40

億元で、当初の出資比率は、国務院 60%、中国核工業集団有限公司と中国電力投資集

                                                   

4 国家電力投資集団有限公司 HP http://www.spic.com.cn/ 

 

国家電力公司 

【発電資産】 

1 億 6,000 万 kW（全国の約半分） 

【送電資産】 

78 万 km（35kV 以上） 

中国華能集団有限公司（3,797 万 kW） 

中国大唐集団有限公司（3,225 万 kW） 

中国華電集団有限公司（3,109 万 kW） 

中国国電集団公司（3,043 万 kW） 

中国電力投資集団公司（2,989 万 kW）

 

【発電資産】 

国家電網公司 

中国南方電網有限責任公司 

【送電資産】 
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団有限公司、中国広東核電有限公司、中国輸出技術輸出入総公司がそれぞれ 10%であ

った。2015年の6月に中国電力投資集団公司（CPI）と国家核電技術有限公司（SNPTC）

の経営統合が行われ、名称が国家電力投資集団有限公司（SPIC）に改称された。 

2017 年 7 月 28 日より国家電力投資集団有限公司 90.5%、中国広核集団有限公司 4%、

中国核工業集団有限公司 4%、中国技術進出口総公司 1.5%と出資比率が変更された。国

家核電技術有限公司は、プロジェクトの設計・管理とともに、外国企業、中国国内事業

者と共同企業体を組織して、一次系設備の設計・建設を行うこととされた。また、中国

核工業集団有限公司傘下の上海核工程研究設計院が国家核電技術有限公司の傘下に置か

れた。国家核電技術有限公司は、AP1000 を基に、独自技術を盛り込んだ CAP1400 と

CAP1700 の開発を進めている。 

② 会社の概要 

国家電力投資集団有限公司の主な業務内容は次のとおりである。 

 電力（石炭火力、原子力、水力、再生可能エネルギー、石炭ガス）と熱エネルギ

ーの開発・投資・建設・生産・販売 

 配電、電力小売 

 石炭、炭層ガス、シェールガスの開発と輸送 

 ボーキサイト鉱、酸化アルミニウムの開発、投資、建設、生産、貿易 

 環境保護設備の投資、建設、生産、運用 

 原子力発電、火力発電に関連する技術研究開発、技術コンサルタント、建設、維

持管理、工事管理等 

 業務範囲内の設備 

 電力関連設備の販売 

 海外プロジェクトの請負 

 輸出入業務 

 業務範囲内における海外投資と融資業務 

国家電力投資集団有限公司の会社概要は表 2.2-9 のとおりで、発電所設備容量のう

ち、原子力発電設備容量は 448 万 kW である。また、発電設備容量については、2020

年末時点で総発電設備容量を 1.7 億 kW とし、その内の 50%をクリーンエネルギー

電源にするという目標5を掲げている。クリーンエネルギー電源の内訳は、水力 2,520

万 kW、原子力 1,196 万 kW、ガス 1,071 万 kW、再生可能エネルギー3,710 万 kW

となっている。 

 

                                                   
5 「2016 企業社会責任報告」（国家電力投資集団有限公司、2017 年 7 月） 
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図 2.2-4 国家電力投資集団有限公司（SPIC）の関係会社 

 

出所：国家電力投資集団有限公司会議資料により海外電力調査会が作成 

全資

持株会社

その他

国家電力投資集団有限公司

（SPIC）

 中国聯合重型燃気輪機技術有限公司

 国家電投集団領導力学院（党校）

 国家電投集団人才学院

 国家電力投資集団公司資金管理中心

その他 (3社 )

国家電投集団貴州金元股份有限公司

国家電投集団鋁業国際貿易有限公司

国家電投集団新疆能源化工有限責任公司

 中電投伊犁能源化工有限責任公司

 国家電投集団蒙西能源有限責任公司

 国家電投集団石家庄東方能源股份有限公司

上海電力股份有限公司

 国家電投集団遠達環保股份有限公司

関連会社 (15社 )
国家電投集団寧夏能源鋁業有限公司

 黄河上游水電開発有限責任公司

五凌電力有限公司

国家電投集団財務有限公司

 中電投重慶原子力プロジェクト計画準備所

 国家電投集団豊北電力有限公司遼寧核電分公司

 国家電投資本控股公司

 国家電投科学技術研究院有限公司

国家電投集団蒙東能源有限責任公司

吉林電力股份有限公司

 吉林省能源交通総公司

 国家電投集団雲南国際電力投資有限公司

 国家電力投資集団公司信息技術公司

 国家電投集団海外投資有限公司

50%  国核維科核電技術服務（北京）有限公司（AP1000部品の輸出入）

45% 遼寧紅沿河核電有限公司

50% 国核浙能核能有限公司（建設投資、運営管理サービス、技術開発）

 国家電投集団鋁電投資有限公司

 国家電投集団物流有限責任公司

 国家電投集団河北電力有限公司

 国家電投集団江蘇電力有限公司

 国家電投集団広東電力有限公司

 国家電投集団広西電力有限公司

 国家電投集団四川電力有限公司

35% 中核包頭核燃料元件股份有限公司（AP1000のペレット製造）

12% 国家電投集団科学技術研究院有限公司（技術開発・コンサルティング）

 中電投財務有限公司

 中電投信息技術有限公司

35% 中電華元核電工程技術公司

 中電投山東核環保有限公司（原子力環境保護・排水処理）

 核電秦山聯営有限公司

 秦山第三核電有限公司

 江蘇核電有限公司

 三門核電有限公司

40% 中核河南核電有限公司

25% 華能石島湾核電開発有限公司

51% 山東電力工程咨詢院有限公司

80% 山東核電設備製造有限公司

12% 国核宝チタン・ジルコニウム業股份有限公司

51% 国核自儀系統工程有限公司（自動制御システムの設計）

 上海禾曦能源投資有限公司

65% 山東核電有限公司

75% 国核モジュール発電所有限責任公司

55% 中電投江西核電有限公司

65% 国核（福建）核電有限公司

45% 湖南核電有限公司（原子力プロジェクト開発・投資・建設・運営）

子会社 (20社 )
 国家電投集団重慶電力有限公司

 国家電投集団河南電力有限公司

 国家電投集団江西電力有限公司

 中国電能成套設備有限公司

 国家電投集団東北電力有限公司

上海核工程研究設計院有限責任公司（プロジェクト設備設計の管理・技術管理）

国核電力計画設計研究院有限公司（設計・コンサルティング）

上海発電設備成套設計研究院有限責任公司（発電設備の研究開発）

国核吉林核電有限公司（原子力プロジェクト開発・投資・建設運営）

国核工程有限公司（三門・海陽発電所の管理、CAP1400の建設管理）

国核発電所運行服務技術有限公司（発電所の運転管理、燃料管理、メンテナンス）

国核ウラン発展有限責任公司（天然ウラン・核燃料の開発）

国核湛江核電有限公司

中電投広西核電有限公司

国核吉林核電有限公司

国家核電技術有限公司（SNPTC）

 中国電力国際有限公司
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③ 原子力発電設備 

a. 運転中の原子力発電所 

国家電力投資集団有限公司が支配権を有する原子力発電所は、遼寧省で最初に商業

運転を開始した紅沿河発電所で、原子炉 4 基（CPR1000）が運転中である。運営主体

は、遼寧紅沿河核電有限公司（2006 年 8 月 28 日設立）で資本金は 121 億 6,401 万元

（2017 年 10 月時点）、出資比率は、中国広核集团有限公司 45%、中電投核電有限公司

45%、大連市建設投資公司 10%である。なお、当時の中国電力投資集団有限公司にと

っては、初めて運営する原子力発電所になることから、当面は中国広東核電集団公司

が運営主体となり、運開後 5 年間を経たタイミングで運営権が移管されることになっ

ている（初号機である 1 号機は 2013 年 6 月運開）。 

国家電力投資集団有限公司が資本参加する原子力発電所は、秦山Ⅲ期（1～2 号機）

と田湾（1～2 号機）の 2 発電所がある。国家電力投資集団有限公司の出資比率は、秦

山Ⅲ期 20%、田湾 30%である。 

 

表 2.2-10 商業運転中の原子力発電所（2017 年 12 月 31 日現在） 

 

CNNC：中国核工業集団有限公司、CGN：中国広核集団有限公司、SPIC：国家電力投資集団有限公司、

JSGX：江蘇省国信資産管理集団公司、SCL：申能股份有限公司、ZPEGCL：浙江省能源集団有限公司

（旧浙江省電力開発公司）、DLCIC：大連建設投資集団公司 

出所：原子力産業協会「世界の原子力発電 開発の動向 2017」。炉型 IAEA「PRIS」

ウェブページ。電気出力は中国核能行業協会。 

 

b. 建設中の原子力発電所 

   国家電力投資集団有限公司が主体となる建設中の発電所は、海陽発電所（1～2 号機）

で単機出力は単機容量 125 万 kW、炉型は AP1000 である。出資比率は、国家電力投

所在地
炉型

（設計国）

発電設備容量

（万kW）
着工日

商業運転
開始日

出資者(%)

1 72.8 1998/6/8 2002/12/31

CNNC(51)、SPIC(20)、

ZPEGCL(10)、SCL(10)、

JSGX(9)

2 72.8 1998/9/25 2003/7/24 同上

1 106.0 1999/10/20 2007/5/17
CNNC(50)、SPIC(30)、

JSGX(20)

2 106.0 2000/9/20 2007/8/16 同上

1 111.9 2007/8/15 2013/6/6
SPIC(45)、CGN(45)、

DLCIC(10)

2 111.9 2008/4/15 2014/5/13 同上

3 111.9 2009/3/11 2015/8/16 同上

4 111.9 2009/8/15 2016/9/19 同上

8基 805.1

発電所名

合計

紅沿河

hongyanhe

遼寧省

瓦房店

CPR1000

（中）

秦山Ⅲ期

qinshan

CANDU6

（加）

田湾

tianwan

江蘇省
田湾

VVER1000

（露）

浙江省
海塩
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資集団有限公司 65%、山東国際信托投資有限公司 10%、国家開発投資公司 10%等とな

っている。 

   また、国家電力投資集団有限公司が投資している建設中の発電所は、三門発電所（1

～2 号機）と田湾発電所（3～6 号機）である。三門発電所の炉型は 1、2 号機とも AP1000、

単機容量は 125 万 kW で、国家電力投資集団有限公司の出資比率は 20%である。田湾

発電所の炉型は、3、4 号機がロシア製の VVER1000 で単機容量は 106 万 kW、5、6

号機は炉型が国産 ACP1000、単機容量は 111.8 万 kW で国家電力投資集団有限公司の

出資比率は運転中のものと同じ 30%である。 

 

表 2.2-11 建設中の原子力発電所（2017 年 12 月 31 日現在） 

 

CNNC：中国核工業集団有限公司、CGN：中国広核集団有限公司、SPIC：国家電力投資集団有限公司、

JSGX：江蘇省国信資産管理集団公司、DLCIC：大連建設投資集団公司、SITIC：山東国際信托投資有

限公司、華能交通：華能能源交通産業控股有限公司 

出所：原子力産業協会「世界の原子力発電 開発の動向 2017」。炉型 IAEA「PRIS」

ウェブページ。電気出力は中国核能行業協会。 

 

④ 原子力部門の海外進出 

a. トルコ 

2012 年、中国政府とトルコは原子力利用に関して包括的な協力を行うことで合意し

た。この中には原子力分野の研究開発、原子力発電所の設計、建設、運転、改修、設

備更新や廃炉が含まれ、ウランの掘削や原子燃料製造、放射性廃棄物の廃棄、新たな

原子炉の研究開発、エンジニアの育成・研修などが対象とされている。 

これに続き、2014 年 11 月、トルコ国内で開発予定の三地点目の原子力発電所に関

して国家核電技術有限公司（SNPTC）が開発に関わることで覚書を交わし、交渉を開

始した。 

所在地
炉型

（設計国）

最大出力

（万kW）
着工日

営業運転
開始予定日

出資者(%)

5 111.9 2015/3/29 2020 SPIC(45)、CGN(45)、DLCIC(10)

6 111.9 2015/7/24 2021 同上

3 106.0 2012/12/27 2018 CNNC(50)、SPIC(30)、JSGX(20)

4 106.0 2013/9/27 2018 同上

5 111.8 2015/12/27 2020 同上

6 111.8 2016/9/7 2021 同上

1 125.0 2009/9/24 2018

SPIC(65)、SITIC(10)、大唐山東煙台

電直開発有限公司(10)、国電(5)、

CNNC(5)、華能交通(5)

2 125.0 2010/6/20 2019 同上

8基 909.4

海陽

haiyang
山東省
海陽市

AP1000

（米）

合計

発電所名

紅沿河

hongyanhe

遼寧省
瓦房店市

ACPR1000

（中）

田湾

tianwan

江蘇省
連運港市

VVER1000

（露）

CNP1000

（中）
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2014 年 11 月にトルコの電力事業者（EUAS）および米国ウエスティングハウスと原

子力発電の新設について契約を交わし、トルコ国内で 4 基を新設する優先交渉権を得

た。 

 

b. 南アフリカ 

2013 年から CAP1400 の南アフリカへの売り込みを実施し、中国政府と南アフリカ

政府は 2014 年 11 月に原子力協力に関する二国間合意を交わした。2015 年 12 月には、

「CAP1400 の管理に関する協力協議書」を締結した。 

 

 

2.3 電気事業者の再編が与える影響 

国務院の国有資産監督管理委員会は 2018 年 1 月 31 日、国務院の承認のもと、中国核工

業集団有限公司が中国核工業建設集団有限公司を吸収すると発表した。これにより、原子

力発電所の計画・建設・運営という一連の業務を行うことができるようになる。中国の原

子力発電所の建設需要は今後も旺盛であると見られる中、今回の再編は、中国広核集団有

限公司と国家電力投資集団有限公司の 2 原子力発電事業者の更なる再編に結びつく可能性

があり、注目された。 

一方、第 1 章で記述したように、今後、発電会社の再編がさらに活発化すると見られ、中

国華能集団有限公司と国家電力投資集団有限公司、中国華電集団有限公司と中国大唐集団有

限公司がそれぞれ合併されるのではないかという見方がある。中国華能集団有限公司と中国

華電集団有限公司、中国大唐集団有限公司、国家能源投資集団有限公司の 4 社は、現時点で

は、出資という形で参画しているだけで、原子力発電所を運営することができない。 

これらの再編が現実化すると、国家能源投資集団公司並みの規模の会社がさらに 2 社誕生

し、3 大国有発電会社体制となる。そうした場合、3 大発電会社のうち国家電力投資集団有

限公司と合併する会社を除く2社は原子力発電所の運営ができないこととなる。そうすると、

中国華電集団有限公司と中国大唐集団有限公司の合併会社と国家能源投資集団公司の2社も、

合併前の各社が運転中発電所や新型炉開発に積極的に参画しているように、合併後も同様に

原子力発電に意欲を持つことは容易に想像される。大手企業の合併は恐らく、相当の時間が

かかると考えられるのですぐに原子力発電の事業再編が行われることはないと思われるが、

どのように動いていくかについては今後も注視していく必要がある。そうした国内の動きと

は別に海外市場拡大に向けた原子力産業の国際的競争力強化の方向性は変わらないだろう。 
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第 3 章 中国国内の原発新設の動向 

3.1 原子力中長期計画 

2011 年 3 月に発生した「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」、いわゆる東日

本大震災により福島第一原子力発電所で大規模な原子力事故が発生した。この事態に対す

る中国当局の対応は早く、国務院は同年 3 月 16 日、以下の方針を打ち出した。 

・ 原子力発電所を始めとする原子力施設について厳重な安全性チェックを行う 

・ 運転中の原子力発電所（原子炉 13 基）については、運転を継続しながら安全性をチ

ェックする 

・ 建設中の原子力発電所（原子炉 28 基）については、工事を継続しながら建設許可時

点の審査に遡って安全性をチェックする 

・ 原子力施設の安全性のチェックが終了しても、「原子力安全計画」と新たな「原子力

発電中長期発展計画」が決定されるまで、新規プラントの審査業務を停止する 

また同年の 10 月 24 日、国務院は「原子力発電中長期発展計画（2011～2020 年）」と「原

子力発電安全計画（2011～2020 年）」を承認した。2007 年に発表された計画の改訂版と

されるが、2017 年末時点でも詳細が明らかとなっていない。公的機関のホームページ等で

は、「原子力発電中長期発展計画（2005～2020 年）」に対し、2020 年末における運転中

原子力発電設備容量の目標値は 5,800 万 kW とされていること、「第十二次 5 カ年計画期間」

（2011～2015 年）中は内陸部の原子力発電プロジェクトの建設を認可しないこと、新規に

建設を開始する場合には第 3 世代炉もしくはそれと同等以上の安全性を有する炉を採用す

ることなどが盛り込まれていると述べられている。 

2007 年 11 月に承認した原子力開発に関する基本方針である「原子力発電中長期発展計

画（2005～2020 年）」（以下旧計画）は、2020 年までに原子力発電設備容量を 4,000 万 kW

とし、2020 年時点での建設中の原子力発電容量を 1,800 万 kW にするという目標を提示し

ていた。また、今後の具体的なサイト名を示すとともに、発電所建設を通じて外国技術を

吸収した上で自主化・国産化を進めていくことが大きな方針となっていた。以下表 3.1-1 は

旧計画の概要を参考として示す。 

同旧計画発表されてから約 2 年経過した 2010 年 1 月 30 日、国家能源局副局長は、「エネ

ルギー、経済、発展フォーラム 2010」の席上、「中国は、原子力を始めとする新エネルギー

の発展を加速していくが、2020 年までに原子力発電設備容量を 4,000 万 kW にする現行計

画では、新エネルギーの比率を引き上げるとする目標を達成できないので、政府内では原

子力開発の加速について検討を行っている」と発言した。 
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表 3.1-1 「原子力発電中長期発展計画（2005～2020 年）」（2007 年 11 月）の概要 

 

出所：海外電力調査会作成 

 

関係者の間には、「これら 2 件の計画が発表されたことで、福島第 1 発電所事故の影響 

を受けて停滞気味であった我が国の原子力発電プロジェクトを正常な軌道に乗せることが

できる」という見方が広がった。実際、凍結されていた新規プラントの認可業務が再開さ

れるとともに、福清原子力発電所 4 号機と陽江原子力発電所 4 号機の建設工事が 2012 年

11 月に、石島湾原子力発電所と田湾原子力発電所 3 号機の建設工事が 12 月にそれぞれ着工

した。これより、福島第 1 発電所事故が中国の原子力開発に及ぼした影響は、ひとまず払

拭されたということができる。 

そして、一時的にダウンしかけた開発スピードは 2013 年以降、再びその歩調を早める動

1. 発展方針 
〇原子力発電技術路線の統一。海外技術を吸収した上で、中国でさらなる革新を行い、先進
的 PWR の自主設計・製造・建設・運転を実現。 

〇中国ブランドの先進的原子力発電所を大量建設する能力の確立。 
2.  発展目標 

〇2020 年末時点で、運転中の原子力発電設備容量を 4,000 万 kW、建設中の原子力発電容量
を 1,800 万 kW とする。 

3.  重点内容 
〇 設計の自主化 
・第 2 世代炉改良型の 60 万 kW と 100 万 kW 級 PWR の自主設計能力の確立。 
・三門一期と海陽一期工事により、第 3 世代炉技術を導入・吸収。これを基礎として、国内
企業の自主設計を進め、中国ブランドの先進的 PWR の大量建設の能力を形成。 

・広東台山に第 3 世代炉を建設。 
〇 設備製造の自主化 

･「第十一次 5 カ年規画」期間中（2006～2010 年）に、年間 200 万 kW 以上、2010 年以後
には年間 400 万 kW 以上の原子力発電設備の生産能力を形成。 

･国内で製造技術を掌握した設備については、原則的に国内メーカーを対象に入札・購入。技
術を掌握していなく、鍵とはならない設備は、海外に対して入札・購入し、鍵となる技術は、
海外メーカーとの合弁等を通じて設備を提供。 

〇 サイトの選定 
･2020 年の設備容量 4,000 万 kW、建設中 1,800 万 kW を満たす具体的サイトは次のとおり。 

 

省 名称 規模 
（基数×ﾕﾆｯﾄ最大出力(万 kW)） 

 
淅江省 

泰山二期拡張工事サイト 2×65 

三門(健跳)サイト 6×100 
方家山サイト 2×100 

三門拡塘山サイト 4×100 
江蘇省 田湾拡張工事サイト 4×100 

広東省 嶺澳二期工事サイト 2×100 
陽江サイト 6×100 

腰古サイト 6×100 
山東省 海陽サイト 6×100 

乳山紅石頂サイト 6×100 
遼寧省 紅沿河サイト 6×100 

福建省 寧徳サイト 6×100 
広西チワン族自治区 防城港或は欽州サイト 4×100 

合計 13 サイト 5,946 
･これら沿海のサイト以外に、内陸においてもサイト選定作業を開始。 

〇 核燃料の調達 

・国内生産、海外開発、国際ウラン貿易の 3 つの手段によるウラン資源の確保 
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きが電力業界・原子力業界にある。中国電力企業連合会は超長期の開発見通しとして、2050

年には新エネルギーの発電所設備容量は、風力発電 8 億 kW、太陽光・熱発電 6 億 kW、原

子力 3 億 kW になるとしている。一方政府は認可業務を再開しているものの、「絶対に安全

を保障する」、「安全第一、品質第一」など、より一層の安全を求める方針を前にし、稼働

については慎重になっている。1 

 

 

3.2 原子力開発の動向 

現在まで中国に導入されてきた商業用原子力発電所は、多様な設計方式が取り入れられ

ているところに大きな特徴がある。軽水炉は全て加圧水型炉であるが、自主設計のもの（秦

山Ⅰ期、Ⅱ期）、フランスの設計によるもの（大亜湾、嶺澳）、ロシアの設計によるもの（田

湾）がある。この他、秦山Ⅲ期はカナダ設計によるもので重水炉が採用されている。機器

については、秦山Ⅰ期と秦山Ⅱ期 1 号機の圧力容器、秦山Ⅲ期のタービン・発電機などは

日本製が導入されている。 

（1）原子力発電の黎明期 

中国で原子力発電所の商業運転が始まったのは 1994 年で、秦山Ⅰ期発電所と大亜湾発電

所の 2 発電所である。秦山Ⅰ期原子力発電所は、1985 年 3 月に建設工事を着工、1991 年

10 月に初臨界に達し、同年 12 月に系統に連系され発電に成功した。しかし、秦山Ⅰ期原子

力発電所はモデル案件としての性格を有していたことから長期間に亘って試験運転が行わ

れた。そして、安全規制当局である中国国家核安全局の許可を得て、1994 年 4 月に営業運

転を始めた。原子炉圧力容器、一次冷却材ポンプなどの一部の主要設備は海外から輸入さ

れているが、基本的には自主開発による設計で建設された 2 ループ PWR 型原子力発電所で

電気出力は 31 万 kW である。発電所の保有事業者は秦山核電有限公司（中国核工業集団有

限公司傘下の中国核能電力股份有限公司の 100%出資）で、運営事業者は中核核電運行管理

有限公司（中国核能電力股份有限公司の 100%出資）である。 

広東省深圳市に建設された大亜湾原子力発電所は、1 号機が 1987 年 8 月に建設工事を着

工、1994 年 2 月に商業運転を開始した。2 号機は、1988 年 4 月に着工、1994 年 5 月に商

業運転を開始した。この発電所は、広東省と香港への電力供給力を確保するため、フラン

スからフルターン･キー方式により導入された、3 ループ PWR 型原子力発電所で、1、2 号

機ともに最大出力は 98.4 万 kW である。当初の運営主体は、中国広核集団有限公司2の 100%

出資による広東核電投資有限公司と、香港の中華電力（CLP：China Light and Power Co. 

Ltd.）の 100%出資により設立された香港法人の香港核電投資有限公司がそれぞれ 75%、

                                                   

1三门、海阳核电站的“装料投运”切勿冒险闯关 

http://finance.sina.com.cn/roll/2017-12-04/doc-ifyphkhm0416183.shtml 
2 中国核工業集団有限公司 45%、電力工業部（その後、国家電力公司を経て、現在、国家電力投資集団公

司）10%、広東省政府 45%の出資により設立された 
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25%を出資して設立された広東核電合営有限公司である。発電された電力は、当初、中国と

香港側の出資比率である 75%と 25%に按分して分配されることになっていたが、運転開始

当時の広東省での電力需要の伸びが計画を下回ったこともあり、現状では全発電電力量の

70%が香港に送電されている。 

2003 年 4 月には、大亜湾発電所と嶺澳発電所（2003 年 1 月全面運開）の運転業務と経

営業務が分離された。運転については、両発電所の運転を一元的に行うため、大亜湾核電

運営管理有限責任公司が 2003 年 3 月に設立された。経営については、広東核電合営有限公

司が、両発電所の原子炉設置者として、電気事業収入、税務関係を掌握している。大亜湾

発電所と嶺澳発電所は隣接しており、嶺澳 1 号機が運開した 2002 年 5 月以降、嶺澳の運転

管理を大亜湾に委託され、2003 年 3 月には、広東核電合営有限公司と嶺澳核電有限公司が

50%ずつ出資して、大亜湾核電運営管理有限責任公司を設立した。このような原子力発電所

の設置者と運転管理会社の分離は、中国初の事例である（図 3.2-1）。 

 

図 3.2-1 大亜湾発電所、嶺澳発電所の関係 

  

出所：IPO 資料により海外電力調査会が作成 

 

（2）2000 年以降の動向 

中国では、1978 年に改革開放政策が始まったが、1989 年に起きた天安門事件により一時

中断し、1992 年以降、再び改革開放政策が押し進められた。しかし、1990 年代はインフラ

が十分に整備されていなかったことから、慢性的な電力不足に陥っていた。2000 年に入っ

ても、石炭の輸送能力（鉄道、トラック）が限界に近づき、2002 年から数年間、全国的に

90% 10%

100%

25% 75% 30% 70%

50% 50%

（嶺澳原子力発電所）（大亜湾原子力発電所）

大亜湾発電所の設置者

（1985年2月に設立）

大亜湾・嶺澳の運転管理(2003年3月設立）

国務院国有資産監督管理委員会 広東恒健投資控股有限公司

中国広核集団有限公司

香港核電投資有限公司 広東核電投資有限公司

広東核電合営有限公司 嶺澳核電有限公司

大亜湾核電運営管理有限責任公司

嶺澳発電所の設置者

(1995年9月設立）

（1994年9月設立、2013年4月改名）
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電力不足が深刻化した。これを受け、送電網の整備とともに電源開発が急ピッチで行われ

るようになり、2004 年には約 5,000 万 kW 分の発電設備が新規運開し、2006 年に 1 億 kW

が新たに運開してから 9,000 万 kW を下回ることはなく、2012 年からは 5 年間連続で 1 億

kW 超が新規運開した。 

原子力発電については、「第十次 5 カ年計画」3（2001～2005 年）では「原子力開発を適

度に発展させる」とし、新型で高効率な原子力発電設備を発展させる方針がうちだされた

が、深刻化する電力不足を受けて、中央政府は 5 カ年計画期間の途中である 2003 年に、「積

極的に開発する」という方針に転換した。 

「第十一次 5 カ年計画」（2006～2010 年）では、「積極的に開発する」という方針が維持

された。そして、沿海部での建設を加速し、中部の省（原文の表現、内陸部を指す）での

開発を推進するという考えが新たに打ち出された。なお、次の「第十二次 5 カ年計画」の

策定作業が行われていた 2010 年には、2020 年末には運転中の原子力発電設備容量の目標

値が 8,000 万 kW に拡大されるのではないかという声が関係者の間でささやかれていた。 

 「第十二次 5 カ年計画」（2011～2015 年）では、原子力分野の基本方針として、沿海部

の省での原子力発電の発展を加速すること、中部の省での原子力発電の建設を着実に実施

すること、期間中に 4,000 万 kW 分の原子力発電所の建設工事を着工することが掲げられ

たが、福島第 1 発電所の事故の影響で、5 カ年計画期間の初年度から軌道修正を余儀なくさ

れた。2011～2014 年の間、表 3.2-1 にあるように、エネルギーに関する中央政府の文書が

相次いで発表された。その結果、運転中の原子力発電設備容量を、2015 年までに 4,000 万

kW、2020 年までに 5,800 万 kW にするという目標が設定された。 

  

表 3.2-1 エネルギー関連文書における開発目標 

年月 文書名 開発目標 

2011.03 「第十二次 5 カ年計画」 運転中：2015 年 4,000 万 kW、2020 年 5,800 万 kW 

2012.07 「国家戦略性新興産業発展第十二次 5 カ年計画」 運転中：2015 年 4,000 万 kW 

2012.10 「原子力中長期発展計画（2011-2020 年）」（※一

般公表していないため、報道ベース） 

運転中：2020 年 5,800 万 kW 

建設中：2020 年 3,000 万 kW 

2013.01 「エネルギー発展第十二次 5 カ年計画」 運転中：2015 年 4,000 万 kW 

建設中：2015 年 1,800 万 kW 

2014.06 「エネルギー発展戦略行動計画（2014-2020 年）」 運転中：2020 年 5,800 万 kW 

建設中：2020 年 3,000 万 kW 以上 

 

「第十三次5カ年計画」（2016～2020年）の原子力分野の基本方針は次のとおりである。 

・AP1000を採用する三門発電所、海陽発電所、「華龍一号」を採用する福清発電

                                                   
3 正式名称は、「中華人民共和国社会経済発展第十個 5 年規劃網要」 
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所、防城港発電所のモデルプロジェクトを完工する。 

・CAP1400を採用する栄成発電所モデルプロジェクトの建設を着工する。 

・沿海部地区において、複数の新たな原子力発電所の建設を開始する。 

・田湾原子力発電所3期工事を加速する。 

・内陸部での原子力発電所については、準備作業を展開する。 

・大型商用再処理工場建設の研究と建設を加速する。 

・2020年末までに、運転中の発電所の設備容量を5,800万kWに、建設中のものを

3,000万kW以上とし、核燃料供給の保障システムを強化する。 

 

 中国の原子力開発は、福島第発電所事故の影響による若干の停滞はあったが、今では、

中央政府が掲げた目標に向けて、着実に進展しているといえる。 

 表 3.2-2 は、商業運転中の原子力発電所である。商業運転中の原子炉は 37 基で、総発電

設備容量は 3,580.7 万 kW である。表 3.2-2 から、秦山Ⅰ期を除く各ユニットについて着工

から商業運転開始日までの平均月数を算出すると 68 カ月になる。最短は秦山Ⅱ期 3 号機の

54 カ月、最長は田湾 1 号機の 91 カ月となっている。 

 国有 5 大発電会社のうち、原子力発電所を運営しているのは国家電力投資集団有限公司

のみで、中国華能集団有限公司と中国大唐集団有限公司、中国華電集団有限公司の 3 社は

発電所への出資という形で参入している。 
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表 3.2-2 商業運転中の原子力発電所（2017 年 12 月 31 日現在） 

 
CNNC：中国核工業集団有限公司、CGN：中国広核集団有限公司、SPIC：国家電力投資集団有限公司、
華電：中国華電集団有限公司、華能：中国華能集団有限公司、大唐：中国大唐集団有限公司、FIDC：福建
省投資開発集団公司、GXIC：広西投資集団有限公司、JSGX：江蘇省国信資産管理集団公司、DLCIC：大
連建設投資集団公司、SCL:申能股份有限公司、ZPEGCL:浙江省能源集団有限公司（旧浙江省電力開発公司）、
CLP:中電 HD（旧中華電力）、HKNIC：香港核電投資有限公司 
 
出所：原子力産業協会「世界の原子力発電 開発の動向 2017」。炉型 IAEA「PRIS」ウェブページ。電気
出力は中国核能行業協会。 

 

1990 年代に原子炉 3 基が商業運転を開始したのを皮切りに、次々とプロジェクトが進展

した。表 3.2-3 は、商業運転を開始した原子炉基数の推移を時系列で示したもので、1994

年から 2001 年まで、原子力発電所の新規運開はないが、2002 年以降、着実に開発されて

所在地
炉型

（設計国）

発電設備容量

（万kW）
着工日

商業運転開
始日

出資者(%)

CNP300

（中）
31.0 1985/3/20 1994/4/1 CNNC(100)

1 65.0 1996/6/21 2002/4/18
CNNC(50)、ZPEGCL(20)、SCL(12)、

JSGX(10)、華東電網(6)等

2 65.0 1997/4/1 2004/5/3 同上

3 66.0 2006/4/28 2010/10/21 同上

4 66.0 2007/1/28 2012/4/8 同上

1 72.8 1998/6/8 2002/12/31
CNNC(51)、SPIC(20)、ZPEGCL(10)、

SCL(10)、JSGX(9)

2 72.8 1998/9/25 2003/7/24 同上

1 108.9 2008/12/26 2014/12/15 CNNC(72)、ZPEGCL(28)

2 108.9 2009/7/17 2015/2/12 同上

1 106.0 1999/10/20 2007/5/17 CNNC(50)、SPIC(30)、JSGX(20)

2 106.0 2000/9/20 2007/8/16 同上

1 108.9 2008/11/21 2014/11/22 CNNC(51)、華電(39)、FIDC(10)

2 108.9 2009/6/17 2015/10/16 同上

3 108.9 2010/12/31 2016/10/24 同上

4 108.9 2012/11/17 2017/9/16 同上

1 65.0 2010/4/1 2015/12/25 CNNC(51)、華能(49)

2 65.0 2010/11/1 2016/8/12 同上

1 98.4 1987/8/7 1994/2/1 広東核電投資有限公司(70)、HKNIC(30)

2 98.4 1988/4/7 1994/5/7 同上

1 99.0 1997/5/15 2002/5/28
CGN(50)、上海禾㬢能源投資有限公司(30)、

JSGX(20)

2 99.0 1997/11/28 2003/1/8 同上

3 108.6 2005/12/15 2010/9/20 同上

4 108.6 2006/8/1 2011/8/7 同上

1 108.9 2008/2/16 2013/6/18 CGN(46)、大唐(44)、FIDC(10)

2 108.9 2008/11/12 2014/5/4 同上

3 108.9 2010/1/8 2015/6/10 同上

4 108.9 2010/9/29 2016/7/21 同上

1 111.9 2007/8/15 2013/6/6 SPIC(45)、CGN(45)、DLCIC(10)

2 111.9 2008/4/15 2014/5/13 同上

3 111.9 2009/3/11 2015/8/16 同上

4 111.9 2009/8/15 2016/9/19 同上

1 108.6 2008/12/16 2014/3/26 CGN(83)、CLP(17)

2 108.6 2009/6/4 2015/6 5 同上

3 108.6 2010/11/15 2016/1/1 同上

4 108.6 2012/11/17 2017/3/15 同上

1 108.6 2010/7/30 2016/1/1 CGN(61)、JSGX(39)

2 108.6 2010/12/18 2016/10/1 同上

3,580.7

福清

fuqing

福建省
福清

CNP1000

（中）

大亜湾

dayabay

広東省
深圳

M310

（仏）

嶺澳

lingao

CPR1000

（中）

寧徳

ningde

合計 37基

福建省
寧徳

紅沿河

hongyanhe

遼寧省

瓦房店

VVER1000

（露）

昌江

changjiang

海南省
昌江

CNP600

（中）

発電所名

秦山Ⅰ期

qinshan

浙江省

海塩

秦山Ⅱ期

qinshan

CNP600

（中）

秦山Ⅲ期

qinshan

CANDU6

（加）

方家山

fangjiashan

CPR1000

（中）

陽江

yangjiang

広東省

陽江

防城港

fangchenggang

広西自治区

防城港

田湾

tianwan

江蘇省
田湾
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いることがわかる。特に、2014～2017 年の 3 年間で、20 基、2,097 万 kW 分が商業運転に

入ったことが特筆される。 

 

表 3.2-3 原子力発電の開発における原子炉数の推移 

 

注：2005 年、2006 年、2008 年、2009 年に商業運転した原子炉はゼロ、また 2017 年のデ

ータは報道ベース。 

出所：海外電力調査会作成 

 

図 3.2-2 は、日本と中国の原子力発電設備容量の推移である。2016 年末時点の原子力発

電設備位容量は 3,580 万 kW、日本のそれは 4,205 万 kW である。 

 

図 3.2-2 日本と中国の原子力発電設備容量の推移 

 

出所：中国のデータは「中国電力年鑑」各年版（中国電力年鑑編纂委員会 編）。日本のデ

ータは「電気事業便覧」各年版（電気事業連合会統計委員会 編） 

 

表 3.2-4 は、建設中の原子力発電所である。2017 年 12 月末時点で、建設中の原子炉は

19 基あり、その発電所設備容量の合計は 2,201 万 kW となっている。 

三門 1 号機は、2017 年 7 月 21 日から燃料装荷前の安全検査が行われた。陽江 5 号機は、

年 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

建設許可基数 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 2

商業運転開始基数 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0

設備容量（万kW） 227.8 0 0 0 0 0 0 0 309.6 99 65 0

累計設備容量（万kW） 227.8 227.8 227.8 227.8 227.8 227.8 227.8 227.8 537.4 636.4 701.4 701.4

年 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

建設許可基数 2 4 6 10 8 0 3 2 0 8 0 0

商業運転開始基数 0 2 0 0 2 1 1 2 5 6 7 2

設備容量（万kW） 0 212 0 0 174.6 108.6 66 220.8 547.2 612.2 720.5 217.5

累計設備容量（万kW） 701.4 913.4 913.4 913.4 1,088.0 1,196.6 1,262.6 1,483.3 2,030.6 2,642.7 3,363.2 3,580.7
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冷態機能試験が 2017 年 7 月 21 日に完了した。また、5 号機の原子炉デジタル制御システ

ムは、中国広核集団有限公司が自主開発したものである。福清 4 号機は 7 月 29 日に系統に

連系した。田湾 3 号機は 2017 年 9 月 29 日、初臨界に達した。原子炉はロシアのアトムス

トロイエクスポルトが、計装制御設備はアレバとシーメンスがそれぞれ供給している。 

AP1000 が建設されている三門発電所と海陽発電所では、1 号機が共に 2016 年に商業運

転を開始する計画であったが、主として一次系ポンプの開発遅延により 2018 年以降にずれ

込む見通しとなっている。また、海陽発電所には中国国電集団公司（2017 年 8 月以降は国

家能源投資集団公司）が出資している。これにより、国有 5 大発電会社は全て原子力発電

分野に参入したことになる。 

 

表 3.2-4 建設中の原子力発電所（2017 年 12 月 31 日現在） 

 
CGN：中国広核集団有限公司、SPIC：国家電力投資集団有限公司、華電：中国華電集団有限公司、華能：
中国華能集団有限公司、国電：中国国電集団公司、FIDC：福建省投資開発集団公司、JSGX：江蘇省国信
資産管理集団公司、ZPEGCL:浙江省能源集団有限公司（旧浙江省電力開発公司）、CLP:中電 HD（旧中華
電力）、CNNC：中国核工業集団有限公司、EDF：フランス電力、CNECC：中国核工業建設集団有限公
司、CNNP：中国核能電力股份有限公司、SDIC：国家開発公司、華能交通：華能能源交通産業控股有限公
司、SITIC：山東省国際信託股份有限公司、DLCIC：大連市建設投資集団公司、GXIC：広西投資集団有限
公司 
 

 
出所：炉型と電気出力は IAEA「PRIS」ウェブページ。海上浮揚式実証炉と中国高速実験炉の炉型・電気
出力は原子力産業協会「世界の原子力発電 開発の動向 2017」 

 

 現在、計画中の原子力発電所は、全国で 40 サイト以上あり、原子炉基数は 190 基余りで

発電設備容量の合計は 2 億 kW 余となっているが、計画の進捗度合いには濃淡がある。 

 これらのうち、内陸部のサイトは 20 カ所以上あり、このうち長江流域には半数以上に当

所在地
炉型

（設計国）

最大出力

（万kW）
着工日

営業運転
開始予定日

出資者(%)

5 111.9 2015/3/29 2020 SPIC(45)、CGN(45)、DLCIC(10)

6 111.9 2015/7/24 2021 同上

5 108.6 2013/9/18 2018 CGN(83)、CLP(17)

6 108.6 2013/12/23 2019 同上

3 118.0 2015/12/24 2022 CGN(61)、GXIC(39)

4 118.0 2016/12/23 2022 同上

1 175.0 2009/11/18 2017 CGN(70)、EDF(30)

2 175.0 2010/4/15 2018 同上

福清 5 108.7 2015 5/7 2019 CNNC(51)、華電(39)、FIDC(10)

fuqing 6 108.7 2015/12/21 2020 同上

1 125.0 2009/4/19 2018
CNNP(51)、ZPEGCL(20)、SPIC(10)、華

電(10)、CNECC(9)

2 125.0 2009/12/17 2019 同上

3 106.0 2012/12/27 2018 CNNC(50)、SPIC(30)、JSGX(20)

4 106.0 2013/9/27 2018 同上

5 111.8 2015/12/27 2020 同上

6 111.8 2016/9/7 2021 同上

1 125.0 2009/9/24 2018

SPIC(65)、SITIC(10)、大唐山東煙台電直

開発有限公司(10)、国電(5)、CNNC(5)、

華能交通(5)

2 125.0 2010/6/20 2019 同上

山東省
威海市栄成市

高温ガス実証炉
（中）

21.1 2012/12/21 2018 華能(47 5)、CNECC(32.5)、清華大学(20)

19基 2,201.1

発電所名

紅沿河

hongyanhe

遼寧省
瓦房店市 ACPR1000

（中）陽江

yangjiang

広東省
陽江市東平鎮

田湾

tianwan

江蘇省
連運港市

VVER1000

（露）

CNP1000

（中）

防城港

fangchenggang

広西自治区
防城港市

華龍1号

（中）

台山

taishan

広東省
台山市赤渓鎮

EPR

（仏）

福建省
福清市三山鎮

華龍1号

（中）

三門

sanmen

浙江省
台州市三門県

AP1000

（米）

海陽

haiyang

山東省
海陽市

AP1000

（米）

石島湾

shidaobay

合計
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たる 12 カ所があり、原子炉基数は約 50 基となっている。 

 

 

3.3 今後の動向 

（1）「第十三次 5カ年計画」の目標達成は困難 

表 3.3-1 の建設中の原子炉のうち 2020 年までに商業運転の開始が計画されているのは、

紅沿河 6 号機と田湾 6 号機、中国高速実験炉の 3 基（計 222.3 万 kW）を除く 18 基で、そ

れらの発電設備容量の計は 1,963.8 万 kW となる。そして、これらが全て計画通りに完成し

た場合、表 3.2-2 の計 3580.7 万 kW を合わせると、2020 年末時点で、商業運転中の原子炉

の発電設備容量の計は 5,544.5 万 kW となり、「第十三次 5 カ年計画」等で掲げられた目標

である 5,800 万 kW には約 256 万 kW 及ばないことになる。 

一方、2020 年末時点で建設中の原子炉の発電設備容量の計を 3,000 万 kW にするという

目標を達成するには、少なくとも 2,780 万 kW 分以上の原子炉の建設工事を 2020 年末まで

に着工する必要がある。つまり、2018 年から 2020 年の 3 年間に 110 万 kW の原子炉を少

なくとも 25 基以上の建設工事を着工しなければならないことになる。そのためには、今後

3 年間に亘って年間平均 8 件以上のプロジェクトを着工することになるが、個々の案件の進

捗状況にもよるがかなり厳しいと言わざるを得ない。 

国家核安全局による 2016 年度内の計画中のプロジェクトの安全審査状況は表 3.3-1 のと

おりで、9 発電所について審査が行われている。三門発電所 3、4 号機、漳州原子力発電所

の 1～4 号機の 6 基については、立地安全分析と環境評価（立地）が認可された。なお、2016

年に新規審査を受理したもの、あるいは建設許可を受けたものはない4。 

 

                                                   
4国務院常務委員会が 2012 年 10 月に決定した「原子力発電中長期発展計画(2011～2020 年)」により、新

規に建設許可される原子力発電所の安全性は、第 3 世代炉と同等の安全性を有するものでなければならな

いとしており、事業者は従来の計画を見直し作業を行っている。 
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表 3.3-1 計画中発電所の審査状況（2016 年 1～12 月） 

 

注：○は審査終了・認可、△は審査中、－は未申請 

出所：国家核安全局の年度報告により海外電力調査会が作成 

 

  また、原子力発電設備容量の長期予測を見ると、国家能源局の見通しとして 2030 年に

は 1.2～1.5 億 kW になるとされている5。 

 

（2）内陸部における原子力発電計画 

現在、商業運転中と建設中の原子力発電所は、すべて沿海部に立地している6。大河や大

きい湖等を抱える内陸部の地方政府は、原子力発電所が立地することによる財政面のメリ

ットが期待できることから積極的に誘致しようとしている。内陸部の中でも、長江の本・

支流に計画されているサイトは 12 カ所で、原子炉は 50 基余と計画中の原子炉基数の約 4

分の 1 を占める。 

長江（陽市交は中国第一の河川であり、流域は青海省、雲南省、四川省、重慶市、湖北

省、安徽省、江蘇省を通り上海市までおよぶ、年間河川流量は約 1 兆 m3で、この豊富な水

量7が、内陸部での原子力発電所立地を計画する際の重要な判断基準のひとつとなっている。 

長江の河口には、いわゆる長江デルタが形成されており、上海市、江蘇省、浙江省とい

う重要な地区が含まれる。さらに、中流域は中国有数の穀倉地帯でもあることから、長江

流域に原子力発電所を建設するという計画には反対の動きがあり、福島第 1 発電所事故後

                                                   
5 “2030 年我国核电装机规模或将达 1.5 亿千瓦 
(2016 年 6 月 15 日、http://www.chinapower.com.cn/difang/20160616/32433.html) 
6
海岸線を有する省・直轄市・自治区で運転中・建設中の原子力発電所のサイトがないのは、天津市と上海

市、河北省の 3 省 

7 長江の流域面積は約 196 万 km2、長さ 6,380km。日本の河川で流域面積が最も大きいのは利根川で

16,840km2、年間河川流量日本一は信濃川の 163 億 m3。 

立地安全
分析審査

環境評価
（立地）審査

建設許可

栄成原子力発電所

（CAP1400 モデルPJ）
○ ○ △

2016.2.25 核安全・環境分野専門家委員会

による技術の審査・評価
徐大堡原子力発電所

（1号機、2号機）AP1000
○ ○ △

2016.11.8 核安全・環境分野専門家委員会

による技術の審査・評価
海陽原子力発電所

（3号機、4号機）AP1000
○ ○ △

2016.11.8 核安全・環境分野専門家委員会

による技術の審査・評価
陸豊原子力発電所

（1号機、2号機）AP1000
○ ○ △

2016.11.8 核安全・環境分野専門家委員会

による技術の審査・評価
三門原子力発電所

（3号機、4号機）AP1000
○ ○ △

漳州原子力発電所

（Ⅰ期、1～４号機）AP1000
○ ○ ―

寧徳原子力発電所

（5号機、6号機）CPR1000
△ △ ―

太平岭原子力発電所

（1号機、2号機）AP1000
○ ○ ―

三澳原子力発電所

（1号機、2号機）AP1000
△ △ ―

審査項目

案件名 状 況
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は、それがさらに強まっているという報道もなされている。 

 国家能源局は 2014 年 1 月、「2014 年エネルギー活動指導意見」を発表し、「内陸部での

原子力発電所の立地計画地点の土地については他用途に使われることのないように、適切

に確保する」としており、建設については明言を避けている。 

「第十三次 5 カ年計画」では、内陸部の原子力発電所の建設について研究と考察、前期

作業を行うが、2020 年までは着工することはないとされている。このような慎重姿勢をと

る理由として、重大事故発生時に長江などの河川の下流地域に放射性物質が拡がると中国

経済と社会に深刻なダメージを与えることになるということが挙げられる。 

国防科学工業局副主任（国家原子能機構副主任を兼務）は 2017 年 2 月、「開発スケジュ

ールは決まっていないが、内陸部の建設は必要である」と語ったことから、一部のマスコ

ミは 2020 年までに内陸部の原子力発電所の工事が着工されるのではないかと報じた8。 

しかし、国家能源局の努爾・白克力（ヌル・ベクリ）局長は同年 3 月 5 日、「エネルギ

ーの安全保障と構造調整を図るには、原子力発電を発展させることは必要であるが、内陸

部での原子力開発について、2020 年までのスケジュールは明確になっていない。引き続き、

検証作業を適正に行いつつ、サイトの土地を適切に保護することが重要である。現時点で

政府内には、2020 年までに着工するという話は出ていない」9と述べたことから、2020 年

までの着工はないとみられる。 

 

（3）開発ペースがスローダウン 

2013 年以降は、新規サイトの建設許可はなく、2017 年は年間を通じて新規プラントの着

工は 1 件もなかった。このように、これまでハイペースできた原子力発電所の新規開発が

スムーズに進んでいない。この理由として、次の点が挙げられる。 

・内陸部サイトの凍結（地元政府・住民に加え、中央政府内部にも慎重論がある） 

・経済が高度成長から鈍化しており、今後電力需要の大きな伸びが見込めないこと 

・元来、原子力の発電コストは他電源に比べて割高であるのに、福島事故対応による安

全設備の強化などにより更にコストがかかるようになったこと 

・再生可能エネルギー電源と送電系統の強化、ガス火力、揚水およびピーク対応に対処

できるように改造された石炭火力を合理的に運用することによって、将来の電力需要

の増加に対応できる技術的な見通しが得られつつあること 

  

 前述のように、2012 年以降、実質経済成長率が 7%近辺にスローダウンしていることか

ら、当面電力需要の大幅な急増は考えられない。一方で、試行中の電力取引市場での取引

量が年々増えつつあり、将来的に全国大の市場が創設されて原子力が他電源と同じ土俵で

                                                   
8 「内陆核电站建设现在没有明确的时间表」http://news.bjx.com.cn/html/20170215/808515.shtml 
「内陆核电站：破冰仍无时间表」http://www.china5e.com/news/news-978851-1.html 

9 「努尔・白克力“十三五”无内陆核电开工计划」http://www.cpnn.com.cn/zdyw/201703/t20170306_953110.html 
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競争する事態も考えられる。そうなると、現在設定されている原子力の 1kWh 当たりの卸

電気料金である 0.43 元は他電源に比べて割高であるため、卸料金の低下は避けられず、こ

れまでのようなスタンスで経営することが難しくなる恐れがある。 

一方、国内での原子力開発のスローダウンは、海外シフトをさらに強める可能性がある。

また、第 3 世代炉の大型化（CAP1400 等）、高温ガス炉、高速炉、浮揚型小型炉、進行波

炉などの新技術の開発・実用化を着実に進めている。 

3 年後の 2021 年からスタートする「第十四次 5 カ年計画」において、原子力開発がどの

ように位置づけられることになるか注目される。 
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第 4 章 日本の原子力産業と比較した中国原子力産業の産業構造  

4.1 原子力産業政策 

中国においては、第 2 章 2.1 に記載したように原子力産業に係わる政策として、「中国

製造 2025－エネルギー設備実施プラン」と「エネルギー技術革新行動計画（2016～2030

年）」、「エネルギー技術革新第十三次 5 カ年計画」を打ち出している。 

一方、日本では、エネルギーを巡る環境が東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故

を始めとして、国内外で大きく変化し、エネルギー政策の大幅な調整を求められる事態に

直面した。この状況変化に対応するための福島第一原子力発電所事故後に策定された日本

の原子力産業に係わる政策・方針・施策を参考として記す。 

 

（参考） 

日本政府は、2014 年 4 月 11 日、「エネルギー基本計画」を閣議決定し、原子力発電に関

し以下の方針を示した。1 

 原発依存度については、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効

率化などにより、可能な限り低減させる。  

 原子力は、（中略）低炭素の準国産エネルギー源として、優れた安定供給性と効率性を

有しており、（中略）エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源

である。  

 原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、（中略）

その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。  

 高いレベルの原子力技術・人材を維持・発展することが必要である。  

同方針に基づき設置された、総合資源エネルギー調査会小委員会の取りまとめ結果を踏

まえ、経済産業省は 2015 年 7 月 16 日、「長期エネルギー需給見通し」を決定し、2030 年

度における原子力の目標等を以下のとおり示した。2 

 2030 年度において、東日本大震災前に約 3 割を占めていた原発依存度は、20%～22%

程度へと大きく低減する。また、水力・石炭火力・原子力等によるベースロード電源比

率は 56%程度となる。 

また、「エネルギー基本計画」で示された方針に沿った原子力利用のあり方を前提に、「軽

水炉安全技術・人材ロードマップ」（2015 年 6 月）が策定され3、原子力の安全性向上に資

する技術開発や人材育成事業の支援が実施されている。 

 

 

                                                   
1 エネルギー基本計画（2014 年 4 月 11 日閣議決定） 
2 長期エネルギー需給見通し（2015 年 7 月 16 日） 
3 軽水炉安全技術・人材ロードマップ（2015 年 6 月 16 日（2017 年 3 月 24 日改訂）） 
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4.2 原子力発電事業者 

中国においては第 2 章 2.2 に記載したように、原子力発電事業者として中国核工業集団有

限公司（CNNC）、中国広核集団有限公司（CGN）及び国家電力投資集団有限公司（SPIC）

の 3 社がある。 

一方、日本の電気事業者は、原子力規制委員会から発電用原子炉の設置者としての許可

を取得して、原子力発電所の建設、運転、保守、廃止措置の事業主体となっている。 

電気事業者は原子力発電所の建設や廃止を決定するにあたって、経済性、投資リスク、

環境適合性、電源構成のバランス、地元理解や信頼関係、国のエネルギー政策との整合性、

新規制基準への適合性等を総合的に勘案している。 

 

 

4.3 原子力産業構造（設計、製造、建設） 

日本と中国の原子力分野における産業構造の比較を図 4.3-1 に示す。 

両国で大きく異なる点は、設計・エンジニアリングに関して、日本ではプラントメーカ

ーが実施しているのに対して、中国では 3 原子力投資集団（原子力事業者）傘下の会社が

直接実施している点にある。 

表 4.3-1 に中国の原子力開発・管理体制について、機能ごとの主な組織を示す。 
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②中国核動力研究設計院（NPIC）5【中国核工業集団有限公司（CNNC）傘下】 

中国核動力研究設計院は 1965 年、中国核工業総公司（CNNC）の傘下組織として設立さ

れた。中国で唯一の、原子力の研究、設計、試験、運転、小規模生産に係わる大規模な総

合研究開発拠点である。 

2 つの国家主要研究所と 2 つの国家エネルギー研究開発センターを含む 90 の研究所が設

立され、50 以上の科目と専門分野をカバーしている。中国初の高中性子束試験炉はじめ、7

基の原子炉施設を独自に設計・建設している。1990 年代に建設された成都核動力実験基地

には、中国で最も進んだ原子炉の研究開発のための 18 の大規模試験設備がある。現在、基

礎的研究開発、設計、試験、エンジニアリング検証及び主要機器の開発のための新しい総

合的な研究開発拠点を建設している。 

事業範囲は、原子炉設計、原子炉蒸気供給系の機器組立と供給、原子炉の運転と応用研

究、原子炉の試験と研究、原子燃料と材料の研究、同位体製造、原子力技術応用研究及び

サービス等をカバーする。 

知的財産権を保有する CNP600、CNP1000、CPR1000 を開発し、次世代炉 ACP100、

ACP600、ACP1000 を研究開発している。また、超臨界水炉などの新型炉の研究開発も実

施している。 

2,400 人以上の専門職がおり、その中には、1,700 人以上の教授、上級エンジニア、エン

ジニアが含まれる。 

同社の主な受注プロジェクトは以下のとおり。 

○運転中 

・秦山Ⅱ期（CNP600） 

・方家山（CPR1000） 

・嶺澳Ⅱ期（CPR1000） 

・紅沿河（CPR1000） 

・寧徳（CPR1000） 

・福清（CNP1000） 

・陽江（CPR1000） 

・昌江（CNP600） 

○建設中 

・田湾（ACP1000） 

・福清（華龍一号） 

○計画中 

・徐大堡（AP1000） 

 

 

                                                   
5 中国核動力研究設計院ホームページ http://www.npic.ac.cn/ 
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約、プロジェクトコンサルティング、機器研究と設計、プロジェクト管理、機器調達、技

術開発、エンジニアリングサービスを実施している。 

同社はこれまでに中国初の秦山Ⅰ期・1 号の自主設計、パキスタンへの輸出炉チャシュマ

1・2 号の設計・エンジニアリングサービス等を実施している。また、現在、第 2 世代+炉

の設計、第 3 世代炉技術（AP1000）の導入・吸収・改良及び新型大出力 PWR

（CAP1400/CAP1700）の開発に取組んでいる。 

同社の従業員は 1,200 人以上で、その内 1,000 人以上が原子力技術専門家である。 

同社の主な受注プロジェクトは以下のとおり。 

○中国初の原子力発電導入、輸出：運転中 

・秦山Ⅰ期（CNP300） 

・パキスタン チャシュマ（CNP300） 

○第 2 世代＋炉の導入：建設中 

・紅沿河（ACPR1000） 

○AP1000 導入・自主化：建設中 

・三門（AP1000） 

・海陽（AP1000） 

○CAP1400 開発・導入：計画中 

・石島湾（CAP1400） 

 

（2）製造 

中国においては、5大電気集団が中心となって原子力機器の製造を行っており、第5章 5.1

～5.5 で詳述する。 

日本では、プラントメーカー3 社は、1960 年代後半から始まった米国の軽水炉技術によ

る発電所建設、試運転技術習得の段階を経て、1970 年代～1980 年代に国産化技術を確立し

た。国、電力、メーカーは合同プロジェクトによりプラント信頼性及び稼働率の向上等を

目指し、軽水炉の改良標準化計画（第 1 次～第 3 次：1975 年度～1985 年度）を進めた。   

その結果、我が国は 50 年以上の建設・運転・保守を経験し、プラントの設計、エンジニ

アリング、機器製造、建設、試運転まで一貫した総合的な技術力を保有することとなった。 

また、日本には上記原子力プラントメーカーを中心に、原子力関連メーカー500 社程度に

よる原子力機器のサプライチェーンがある。これら関連メーカーは、原子力特有の技術基

盤を有する材料メーカーや機器製造メーカー、土木・建築会社、発電所周辺の地場産業等

から成る。また、これらの企業は、技術力、経験を有するプラントメーカーの要求品質を

満足させるための作業を通じて改良を重ね、安全性の高い素材・部材を製造する技術力を

有している。 
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4.4 原子力産業構造（運転、保守） 

日本では、電力会社の発電所が主体となって運営（運転・保守）を行っている。定期検

査等におけるプラント保守作業は、元請と一次請負以下の多層の協力会社により行われて

いる。それらの協力会社は発電所所在地にあって社員も多くが地元出身者であり、発電所

と地元との密着した関係が築かれている。 

中国では、以下に記すとおり、3 原子力事業者傘下に運営階層別に子会社を設置して、原

子力発電所を運営（運転、保守）している。 

（1）原子力発電所の統合的運営管理会社 

①中国核能電力股份有限公司（CNNP）9【中国核工業集団有限公司（CNNC）傘下】 

中国核能電力股份有限公司は 2008 年 1 月、北京に本社をおいて、中国核工業集団有限公

司（CNNC）の全ての原子力発電プロジェクトの統合的な運営管理会社として設立された。  

同社は中国核工業集団有限公司（CNNC）が 97%、中国長江三峡集団公司、中国遠洋運

輸（集団）公司（COSCO）、航天投資控股有限公司が各 1%共同出資しており、2015 年 6

月、上海証券取引所に上場し、A 株式を発行して公開する中国初の原子力発電会社になった。  

同社の事業範囲は、原子力プロジェクトの開発、投資、建設、運転および管理をカバー

している。また、原子力発電の安全運転技術の研究、関連技術サービス及びコンサルティ

ングサービスも提供している。 

同社は 2017 年 3 月時点で、21 の持株子会社、2 つの合弁企業および 3 つの株式出資会

社を保有し、総設備容量 1,434 万 kW、17 基の運転中原子力発電ユニット及び総設備容量

903 万 kW、8 基の建設中の原子力発電ユニットを所有している。 

同社の 2016 年末の従業員は 11,126 人。10 

同社の主な所管プロジェクトは以下のとおりで、財務状況を表 4.4-1 に示す。 

○運転中 

・秦山Ⅰ期（CNP300） 

・秦山Ⅱ期（CNP600） 

・秦山Ⅲ期（CANDU6） 

・方家山（CPR1000） 

・田湾（VVER1000） 

・福清（CNP1000） 

・昌江（CNP600） 

○建設中 

・三門（AP1000） 

・田湾（VVER、ACP1000） 

○計画中 

                                                   
9 中国核能電力股份有限公司ホームページ http://www.cnnp.com.cn/ 
10 2016 中国核能電力股份有限公司 社会責任報告 
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の標準化、一元化のために設立された。 

同社は 2009年 9月、株式調整後、広東核電投資有限公司と中電核電運営管理有限公司が、

それぞれ 87.%と 12.5%の株式を保有することとなった。 

同社は、中国広核集団有限公司傘下の全原子力発電所の技術支援も行っている。 

2016 年末の従業員は 1,706 人で、その内、84.7%（学士 78.6%、修士 6.0%、博士 0.1%）

が大学卒以上の学歴である。15 

 

図 4.4-1 大亜湾核電運営管理有限責任公司の概要 

 

出所：大亜湾核電運営管理有限責任公司ホームページ http://www.dnmc.com.cn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
15 2016 大亜湾核電運営管理有限責任公司 業績回顧（Performance Report） 
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図 4.4-2 大亜湾核電運営管理有限責任公司の組織図 

 

 

出所：大亜湾核電運営管理有限責任公司ホームページ http://www.dnmc.com.cn/ 

 

 

（3）原子力発電所の運転会社 

中国では、サイト毎に設立された表 4.4-3 に示す傘下会社が発電所の運営（運転・保守）

を行っている。 
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4.5 原子力産業構造（大学） 

中国には原子力関連専攻学科を有する 44 の大学があり、約 1 万人が在学している。16 

また、大学と研究機関を合せて、毎年約 3,000 人の原子力専攻修了の人材を育成してお

り、運転中のプラントはもとより、大規模な原子力発電開発計画を推進する原子力産業界

へ人材を供給している。17 

中国で、原子力関連専攻学科を設置している主要な 4 大学の概要を以下に記す。 

（1）清華大学 18 

清華大学は北京市に位置する総合大学で、その起源は 1911 年に設立された清華学堂であ

る。2017 年 12 月現在の教職員数は 1 万 3,943 人で、うち教員は 3,416 人である。在学生

は 4 万 7,762 人で、うち学部生は 1 万 5,619 人、修士課程 1 万 9,062 人、博士課程は 1 万

3,081 人である。 

同大学の原子力・新エネルギー技術研究院（INET; Institute of Nuclear and New Energy 

Technology）は 1960 年に設立され、50 年に及ぶ歴史の中で、国内有数の原子力研究拠点

に成長した。 

INET は、ツインコア遮へい炉、5MW 熱供給炉 NHR-5 及び熱出力 10MW モジュール型

高温ガス冷却炉 HTR-10 の 3 つの原子炉を有している。NHR-5 では、熱電併給や空調、海

水淡水化といった各種実験が行われている。HTR-10 では、燃料の試験・開発、モジュール

型高温ガス冷却炉の安全性確認、熱電併給の実証等を行っている。 

同大学は 2018 年 2 月 7 日、低温熱供給が可能となる原子炉 NHR200-Ⅱの実証炉建設に

ついて中国広核集団有限公司（CGN）と合意した。 

INET には約 500 人の教員がおり、200 人以上の大学院生（修士課程及び博士課程）が在

籍している。 

また、同大学では、1996 年より中国核工業集団有限公司（CNNC）向けに毎年 60 人に原

子力工学及び原子力技術を教育している。この「原子力工学・原子力技術」プログラムで

は中国核工業集団有限公司が授業料と宿泊費を負担する他、学生一人に対して年間 5,000

元の補助金を支払っている。加えて、30 人を国際交流プログラムに参加させるための基金

も中国核工業集団有限公司は用意している。「原子力工学・原子力技術」プログラム修了生

は、修了後最低 5 年間は中国核工業集団有限公司に勤務することを義務付けられている。「原

子力工学・原子力技術」プログラムの期間は 4 年間で、最初の 3 年半は清華大学で受講し、

残りの半年は中国核工業集団有限公司の設備を利用して実験や実習を行う。 

同大学では、国務院学位委員会が選定した第一級国家重点学科として 22 学科が、第二級

国家重点学科として 15 学科が、国家重点人材育成学科として 2 学科が、それぞれ指定され

                                                   
16 中国原子力産業協会、理事会報告の第一回会合 2012 年 5 月 10 日

http://www.china-nea.cn/html/2012-05/22533.html 
17 2016 年度 CRCC シンポジウム「中国原子力開発の現状と動向」清華大学 孫 俊 博士

プレゼン資料 
18 清華大学ホームページ http://www.tsinghua.edu.cn/ 
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ている。 

英国の高等教育専門週刊誌『タイムズ・ハイアー・エデュケーション』が公表している世

界大学ランキングでは、同大学は 30 位に位置付けられている。19 

 

（2）上海交通大学 20 

上海交通大学は、上海市に位置する総合大学である。その起源は 1896 年に設立された南

洋公学で、国内で最も古い大学の一つであり、2005 年 7 月に現在の体制になった。 

2016 年の常勤教員は 2,835 人で、うち 891 人は教授である。同年の学部生は 1 万 6,195

人、大学院生は 3 万 270 人（うち修士課程 1 万 4,374 人、博士課程 6,719 人、社会人学生

9,177 人）、留学生は 2,401 人である。 

同大学の原子力工学部門は 1958 年に始まり、原子力発電システムの設計、建設、運転、

研究に資する人材を輩出し、2006 年には原子力科学・工学学院（SNSE; School of Nuclear 

Science and Engineering）が設立された。 

SNSE の教員は 50 人で、うち教授は 6 人、准教授は 10 人、講師は 12 人である。SNSE

には、学部生が 150 人以上、修士課程に 60 人以上、博士課程に 50 人以上がそれぞれ在籍

している。 

同大学は、CAP1400 の安全性を検証するための炉心溶融物の炉内滞留挙動及び静的冷却

システムの研究、試験に参画している。また、CAP1400 の炉心解析やプラント熱挙動など

安全解析で中核となるソフトウェアの国主導による開発チームにも参画している。21 

英国の高等教育専門週刊誌『タイムズ・ハイアー・エデュケーション』が公表している世

界大学ランキングでは、同大学は 188 位に位置付けられている。19 

 

（3）西安交通大学 22 

西安交通大学の前身は 1896 年に設立され、1921 年に現校名に改称された理工系大学で、

陝西省西安市に位置している。教職員 1 万 2,305 人のうち、専任教員は 3,022 人である。

在学生は 3 万 8,103 人で、うち学部生は 1 万 7,538 人、修士課程は 1 万 3,351 人、博士課

程は 5,568 人、留学生は 1,646 人である。 

同大学の原子力・熱工学研究所は 1958 年に設立され、原子炉や原子力発電所の研究、設

計、運用、管理に係る技術者を養成している。原子炉制御・計装実験室等の教育研究施設

を持ち、博士レベルでは「原子力科学・技術」及び「原子力科学・工学」のプログラムを、

学部レベルでは「原子力工学・原子力技術」プログラムを、それぞれ有している。 

                                                   
19 World University Rankings 

2018https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/tsinghua-univer

sity 
20 上海交通大学ホームページ http://www.sjtu.edu.cn/ 
21 SPIC 「国家科技重大専項大型先進圧水堆核電站重大専項成果展示 2017 年 7 月」 
22 西安交通大学ホームページ http://www.xjtu.edu.cn/ 
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博士課程「原子力科学・技術」プログラムの教員は 43 人で、うち教授は 11 人、准教授は

5 人である。 

同大学は、CAP1400 の炉心解析やプラント熱挙動など安全解析で中核となるソフトウェ

アの開発チームに参画している。21 

同大学では、国務院学位委員会が選定した第一級国家重点学科として 8 学科が、第二級国

家重点学科として 8 学科が、国家重点人材育成学科として 3 学科が、それぞれ指定されて

いる。 

英国の高等教育専門週刊誌『タイムズ・ハイアー・エデュケーション』が公表している世

界大学ランキングでは、同大学は 501 位から 600 位の間に位置付けられている。19 

 

（4）ハルビン工程大学 23 

ハルビン工程大学は 1953 年に設立された総合大学で、黒龍江省ハルビン市に位置してい

る。教職員 3,160 人のうち、常勤教員は 1,804 人である。在学生は 2 万 7,614 人で、うち

学部生は 1 万 4,350 人、大学院生は 8,240 人、留学生は 856 人である。 

同大学の原子力科学・技術学院（CNST; College of Nuclear Science and Technology）は

中国の原子力発電所の包括的な研究開発に携わっている。その前身は 1958 年に始まり、

2005 年 12 月に現行組織に改められた。CNST には、「原子力科学技術」及び「原子力化学・

燃料工学」の 2 つの学科がある。 

CNST には 113 人の教職員がおり、うち 99 人が教員である。60 人が常勤教員で、うち

18 人が常勤教授で、15 人が准教授である。2006 年から 2013 年の間に、合計 1,399 人の学

部生が卒業し、360 人が修士号を取得した。2013 年 5 月現在、学部生が 1,063 人、修士課

程に 235 人、博士課程に 62 人が在籍し、うち 4 人が留学生である。 

同大学では、国務院学位委員会が選定した第一級国家重点学科として 1 学科が、第二級国

家重点学科として 1 学科が、それぞれ指定されている。 

 

 

  

                                                   
23 ハルビン工程大学ホームページ http://www.hrbeu.edu.cn/ 
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図 4.5-1 中国核能行業協会の組織図 

 

出所：中国核能行業協会ホームページ http://www.china-nea.cn/ 

 

理事長は銭智民（国家電力投資集団有限公司（SPIC）薫事長）、副理事長 20 名、常務副理

事長 1 名、常務理事は 32 名、理事は 59 名である。2015 年 12 月 1 日時点での副理事長ポス

トは 18 機関、常務理事ポストは 41 機関、理事ポストは 98 機関であった。 

 

注）副理事長機関は以下のとおり。 

中国核工業集団有限公司（CNNC）、中国核工業建設集団有限公司（CNEC）、中国広核集団

有限公司（CGN）、国家電力投資集団有限公司（SPIC）、国家核電技術有限公司（SNPTC）、

中国華能集団有限公司、中国大唐集団有限公司、中国華電集団有限公司、中国国電集団公司、中

国長江三峡集団公司、ハルビン電気集団公司、中国東方電気集団公司、上海電気（集団）総公司、

清華大学、中国核動力研究設計院（NPIC）、中国核能電力股份有限公司（CNNP）、大亜湾核

電運営管理有限責任公司（DNMC）、中核北方核燃料元件公司。 

 

中国核能行業協会の使命は、①国家原子力開発政策の実現、②産業界独自のイノベーショ

ンと技術的進歩の推進、及び③原子力エネルギー利用の安全性・信頼性・経済性向上支援で

ある。 

以上のようなことから、CNEA は以下の業務を行なっている。 
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表 4.6-2 中国核能行業協会の会員（その 1） 

1 中国核工業集団有限公司 

2 中国核工業建設集団有限公司 

3 中国広核集団有限公司 

4 中国電力投資集団公司 

5 国家核電技術有限公司 

6 中国華能集団有限公司 

7 中国大唐集団有限公司 

8 中国華電集団有限公司 

9 中国国電集団公司 

10 中国長江三峡集団公司 

11 ハルビン電気集団公司 

12 中国東方電気集団公司 

13 上海電気（集団）総公司 

14 清華大学 

15 中国核動力研究設計院 

16 中国核能電力株式有限公司 

17 大亜湾核電運営管理有限責任公司 

18 中核北方核燃料要素公司 

19 中国核工業二三建設有限公司 

20 華能山東石島湾核電有限公司  

21 大全集団有限公司 

22 中国核電工程有限公司 

23 ハルビン工程大学 

24 中電投核電有限公司 

25 江蘇核電有限公司 

26 中科華核電技術研究院有限公司 

27 秦山第三核電有限公司 

28 広東省粤電集団有限公司 

29 中国核工業地貭局 

30 中広核工程有限公司 

31 中国核工業華興建設有限公司 

32 中広核燃料有限公司 

33 広東核電合営有限公司 

34 四川省核工業地貭局 

35 中国電力科学研究院 

36 華能核電開発有限公司 

37 秦山核電有限公司 

38 電力計画設計総院 

39 核電秦山聯営有限公司 

40 香港核電投資有限公司 

41 中国大唐集団核電有限公司 

42 中核燃料要素有限公司南方分公司 

43 中国原子能科学研究院 

44 貴州航天新力鍛造有限責任公司 

45 中国中原対外工程有限公司 

46 蘇州熱工研究院有限公司 

47 東方電気（広州）重型機器有限公司 

48 山東核電有限公司 

49 中国第一重型機械集団公司 

50 中核四〇四有限公司 

51 江西省核工業地貭局 

52 核工業理化工程研究院 

53 南方ファン株式有限公司 

54 江蘇申港ボイラ有限公司 

55 成都神鋼工程機械（集団）有限公司 

56 上海市核電事務局 

57 東華理工大学 

58 中国第二重型機械集団公司 

59 中国原子能工業有限公司 

60 中核新能核工業工程有限責任公

司限公司 

61 浙江宏偉サプライチェーン株式

有限公司 

62 上海第一工作機械厰有限公司 

63 江蘇銀環精密鋼管株式有限公司 

64 上海自動化計器株式有限公司 

65 核動力運行研究所 

66 中国核工業第五建設有限公司 

67 海南核電有限公司 

68 中国核工業二四建設有限公司 

69 清華大学核能與新能源技術研究

院 

70 福建寧徳核電有限公司 

71 環境保護部原子力・放射線安全

センター 

72 国防科工局核技術サポートセン

ター 

73 遼寧紅沿河核電有限公司 

74 南華大学 

75 核工業南京建設集団有限公司 

76 華電国際電力株式有限公司 

77 中核蘇閥科学技術実業株式有限

公司 

78 上海核工程研究設計院 

79 中国核工業二二建設有限公司 

80 中国電力工程顧問集団華東電力

設計院 

81 四川省重大技術装備弁 

82 上海電気核電設備有限公司 

83 上海工業自動化計器研究院 

84 海塩県中国核電城建設事務局 

85 核工業北京化工冶金研究院 

86 中核陝西ウラン濃縮有限公司 

87 深圳中広核工程設計有限公司 

88 核工業標凖化研究所 

89 陽江核電有限公司 

90 福建福清核電有限公司 

91 中国科学院金属研究所 

92 西安核設備有限公司 

93 蘇州大学 

94 台山核電合営有限公司 

95 三門核電有限公司 

96 東方電気集団東方ボイラ株式有

限公司 

97 江蘇海竜核科学技術株式有 

98 北京金瑞致科技発展有限公司 

99 福建省核電事務局 

100 嶺東核電有限公司 

101 嶺澳核電有限公司 

102 国核チタンジルコニウム業株

式公司 

103 広東省核工業地貭局 

104 寧夏核工業地貭勘査院 

105 遼寧省核工業地貭局 

106 吉林省核工業地貭局 

107 陝西省核工業地貭局 

108 青海省核工業地貭局 

109 浙江省核工業二六二大隊 

110 湖南省核工業地貭局 

111 中核北方ウラン業有限公司 

112 中核二七二ウラン業有限公

司 

113 中核赣州金瑞ウラン業有限

公司 

114 西安中核藍天ウラン業有限

公司 

115 湖北三○三庫 

116 新疆中核天山ウラン業有

限公司 

117 中国工程物理研究院 

118 中国核科学技術情報・経済

研究院 

119 中国輻射防護研究院 

120 上海発電設備成套設計研

究院 

121 中国能源建設集団広東省

電力設計研究院 

122 中核能源科技有限公司 

123 国核電力計画設計研究院 

124 国核発電所運行服務技術

公司 

125 核工業工程技術研究設計

有限公司 

126 核工業計算機応用研究所 

127 核工業北京地貭研究院 

128 核工業西南勘察設計研究

院有限公司 

129 中核第四研究設計工程有

限公司 

130 湖南省電力勘測設計院 

131 中国能源建設集団広東火

電工程総公司 

132 中国核工業中原建設有限

公司 

133 中核投資有限公司 

134 中国能源建設集団天津電

力建設公司 

135 安徽電力建設第二工程公

司 

136 核工業西南建設集団公司 

137 中聯重科株式有限公司 

138 浙江省火電建設公司 

139 上海一核バルブ製造有限

公司 

140 上海電気発電所設備有限

公司-上海発電機厰 

141 上海電気発電所設備有限

公司-上海発電所補機厰 
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表 4.6-2 中国核能行業協会の会員（その 2） 

142 上海電気発電所設備有限公司-

上海タービン厰 

143 上海アポロ機械製造有限公司 

144 上海重型機器厰有限公司 

145 上海起重運輸機械厰有限公司 

146 上海バルブ五厰有限公司 

147 大連大高バルブ有限公司 

148 大連スルザーポンプ・コンプレ

ッサ有限公司 

149 大連宝原核設備有限公司 

150 大連深藍ポンプ業有限公司 

151 広東亜倣科技株式有限公司 

152 広州秀珀化工株式有限公司 

153 中興エネルギー装備有限公司 

154 中国電能成套設備有限公司 

155 中核動力設備有限公司（四七一

厰） 

156 東方タービン有限公司 

157 北京広利核系統工程有限公司 

158 北京中核東方控制系統工程有限

公司 

159 北京和利時系統工程有限公司 

160 四川三洲川化機核能設備製造有

限公司 

161 寧波奥崎自動化計器設備有限公

司 

162 石家庄工大化工設備有限公司 

163 安徽ケーブル株式有限公司 

164 江蘇華光ケーブル電器有限公司 

165 瀋陽東管電力科技集団株式有限

公司 

166 瀋陽盛世高中圧バルブ有限公司 

167 国核自儀系統工程有限公司 

168 環球バルブ集団有限公司 

169 陝西石炭建設公司管件設備厰 

170 ハルビン電機厰有限責任公司 

171 ハルビンタービン厰有限責任公

司 

172 ハルビンボイラ厰有限責任公司 

173 浙江三方制御弁株式有限公司 

174 浙江中達特鋼株式有限公司 

175 浙江中控技術有限公司 

176 浙江金盾ファン風冷設備有限公

司 

177 煙台台海瑪努尓核電設備有限公

司 

178 常州八益ケーブル有限公司 

179 湖南湘投金天新材料有限公司 

180 群星集団公司 

181 嘉興多角電線ケーブル有限公司 

182 上海交通大学 

183 中国電力投資集団公司高級訓練

センタ 

184 西安交通大学 

185 西南科技大学 

186 核工業管理干部学院(核工業訓

練センタ) 

187 北京柯瑞生物医薬技術有限公司 

188 蘇州大学附属第一医院 

189 中国平安財産保険株式有限公司 

190 上海中核浦原総公司 

191 興原認証センター有限公司 

192 中国建築第二工程局有限公司 

193 中建電力建設有限公司 

194 中国華電工程(集団)有限公司 

195 中電投江西核電有限公司 

196 山東電力工程コンサル院有限公

司 

197 中電投電力工程有限公司 

198 国核工程有限公司 

199 中国核保険共同体 

200 厦門大学エネルギー研究院 

201 瀋陽航天新星機電有限責任公司 

202 遠東ケーブル有限公司 

203 通裕重工株式有限公司 

204 江蘇天源華威電気集団有限公司 

205 江蘇神通バルブ株式有限公司 

206 上海バルブ厰有限公司 

207 常州発電所補機総厰有限公司 

208 ハルビン天達制御工程有限公司 

209 広州華晟建築材料有限公司 

210 江蘇省原子力緊急事務局 

211 浙江博凡動力装備有限公司 

212 原子能出版社 

213 陝西ディーゼル機重工有限公司 

214 中国電力工程顧問集団華北電力

設計院工程有限公司 

215 南京新核復合材料有限公司 

216 浙江電力建設監理有限公司 

217 寧波泰索科技有限公司 

218 中電華元核電工程技術有限公司 

219 呉江市東呉機械有限責任公司 

220 江蘇華冠電器集団有限公司 

221 蘇州宝骅機械技術在限公司 

222 天津華油天元石化設備有限公司 

223 常熟市輻射技術開発応用研究所 

224 上海森林特殊鋼門有限公司 

225 西北工業大学 

226 攀鋼集団江油長城特殊鋼有限公

司 

227 巨力索具株式有限公司 

228 宝銀特殊鋼管有限公司 

229 上海申江鍛造有限公司 

230 上海フォックスボロ有限公司 

231 中橡集団瀋陽橡膠研究設計院 

232 東方電気(武漢)核設備有限公司 

233 上海臨港経済発展(集団)有限公

司 

239 海塩科路人力資源有限公司 

240 阿尓斯通(武漢)工程技術有限公

司 

241 中広核(北京)核技術応用有限公

司 

242 中核河南核電有限公司 

243 中核核電運行管理有限公司 

244 蘇州紐威バルブ株式有限公司 

245 金沢核創(北京)国際エネルギー

技術サービス有限公司 

246 吉林昊宇電気株式有限公司 

247 浙江蒼南計器厰 

248 上海森松圧力容器有限公司 

249 中機生産力促進中心核設備安

全・信頼性センター 

250 深圳航天科技創新研究院 

251 中国鋼研科技集団有限公司 

252 国核モデル発電所有限責任公司 

253 哈電集団(秦皇島)重型装備有限

公司 

234 中核華興達豊機械工程有限公司 

235 大連華陽光大密封有限公司 

236 渤海重工配管有限公司 

237 湖南核電有限公司 

238 国家核電技術有限公司北京ソフ

トウェア技術センター 

254 有能集団有限公司 

255 成都中広核久源測控科技有限公

司 

256 煙台通用機械設備製造有限公司 

257 浙江国之光電器科技有限公司 

258 浙江陽光時代律師事務所 

259 ハルビン紅光鍋炉総厰有限責任

公司 

260 広西防城港核電有限公司 

261 中電投核電技術中心（北京）有

限公司 

262 大連ヘルメチックスポンプ業有

限公司 

263 広東正超電気有限公司 

264 北京市君致法律事務所 

265 山東電力建設第三工程公司 

266 上海新曼傳感技術研究発展有限

公司 

267 寧波天生密封件有限公司 

268 浙江久立特材科技株式有限公司 

269 浙江創想節能科技有限公司 

270 山東双輪株式有限公司 

271 中国科学院合肥物貭科学研究院 

272 山西華鋼貿易有限公司 

273 上海電気 KSB 核電ポンプバル

ブ有限公司 

274 上海太比雅電力設備有限公司 

275 江蘇美特林科特殊合金有限公司 

276 杭州新紀元消防科技有限公司 

277 南京佑天金属科技有限公司 

278 中核新能源有限公司 

279 深圳市創捷科技有限公司 

280 江蘇其兵実業有限公司 

281 連雲港経済技術開発区管理委員

会 
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表 4.6-2 中国核能行業協会の会員（その 3） 

282 江蘇爵格工業設備有限公司 

283 中国計器輸出入（集団）公司 

284 四川沱江起重機有限公司 

285 全南晶環科技有限責任公司 

286 滄州隆泰迪配管科技有限公司 

287 上海通用ファン株式有限公司 

288 浙江電渣核材有限公司 

289 中国船舶重工集団公司第七 O 三研究所無錫分部 

290 西隴化工株式有限公司 

291 博天環境集団株式有限公司 

292 核建クリーンエネルギー有限公司 

293 上海宝亜安全装備有限公司 

294 青島東卡環保工程技術有限公司 

295 甘粛中核嘉華核設備製造有限公司 

296 天津市ベスト防爆電器有限公司 

297 滄州惠邦機電産品製造有限責任公司 

298 河北卓華環境工程有限公司 

299 嶽陽築盛バルブ管道有限責任公司 

300 北京群菱能源科技有限公司 

301 上海 ABS 技術検査有限公司 

302 北京市中倫法律事務所 

303 河北翼凌機械製造総厰 

304 山東魯能ソフトウェア技術有限公司 

305 江蘇亨通電力ケーブル有限公司 

306 中核華電河北核電有限公司 

307 武漢力地液圧設備有限公司 

308 北京市晨光防腐研究所 

309 深圳市力狐工貿有限公司 

310 遼寧伊菲科技株式有限公司 

311 嘉興市マクソン機械製造有限公司 

312 北京海泰斯工程設備株式有限公司 

313 睿虎ブランド管理（北京）有限公司 

314 南京徳邦金属装備工程株式有限公司 

315 寧波天安（集団）株式有限公司 

316 豐沢工程橡膠科学技術開発株式有限公司 

317 徐工集団工程機械株式有限公司 

318 新郷市佳華機械有限公司 

319 江蘇景泰石油化学工業装備有限公司 

320 江浦ステンレス製造有限公司 

321 紫光（北京）智控科学技術有限公司 

322 杭州邦勝自動化科学技術有限公司 

323 臺山平安五金製品有限公司 

324 中広核俊尓新材料有限公司 

325 舟山市正源標凖件有限公司 

326 寧波奥崎計器成套設備有限公司 

327 浙江咸亨国際通用設備有限公司 

328 中核浙能能源有限公司 

329 北京群源電力科技有限公司 

330 国核（北京）科学技術研究院有限公司 

331 国核華清（北京）核電技術研発センター有限公司 

332 濱州双峰石墨密封材料有限公司 

333 北京優化佳制御技術有限公司 

334 中広核達勝加速器技術有限公司 

335 東莞市基一核材有限公司 

336 上海義邦聚合材料有限公司 

337 無錫斐冠工業設備有限公司 

338 中国核燃料有限公司 

339 中核四川環保工程有限公司（原核工業八二一厰） 

340 四川華都核設備製造有限公司 

341 北京レイモンド CBE 機電技術有限公司 

342 浙江嘉上持株有限公司 

343 王子橡膠（江蘇）有限公司 

344 成都海光核電技術服務有限公司 

345 美核電気（済南）有限公司 

346 河南神州精工製造株式有限公司 

347 杭州華能工程安全科学技術株式有限公司 

348 威海クレジットファン株式有限公司 

349 江蘇省特殊設備安全監督検査研究院無錫分院 

350 華能霞浦核電有限公司 

351 中核深圳凱利集団有限公司 

352 成都核新動力科技有限公司 

353 中国電建集団上海エネルギー装備有限公司 

354 上海昱章電気成套設備有限公司 

355 上海閏銘精密技術有限公司 

356 上海斯耐迪工程コンサル有限公司 

357 南京天創電子技術有限公司 

358 河南核浄潔浄技術有限公司 

359 頌鋭機電科技（上海）有限公司 

360 遼寧四方核電装備製造株式有限公司 

361 四川匯通エネルギー装備製造株式有限公司 

362 貝谷科技株式有限公司 

363 山東遠大特材科技株式有限公司 

364 安徽天康（集団）株式有限公司 

365 河北宏潤核装備科技株式有限公司 

366 四川省核工業放射線測試防護院 

367 上海大学 

368 中核検修有限公司 

369 中核沢農投資有限公司 

370 浙江英洛華装備製造有限公司 

371 中国電建集団核電工程公司 

372 上海材料研究所 

373 保定天威保変電気株式有限公司 

374 国電南瑞科技株式有限公司 

375 江蘇焱鑫科学技術株式有限公司 

376 大連金瑪硼業科技集団株式有限公司 

377 西安西電変圧器有限責任公司 

378 武漢第二船舶設計研究所 

379 厦門科華恒盛株式有限公司 

380 咸寧核電有限公司 

381 上海凱研機械設備有限公司 

382 華竜国際核電技術有限公司 

383 中核蘭州ウラン濃縮有限公司 

384 国核湛江核電有限公司 

385 西安熱工研究院有限公司 

386 河北創科電子科技有限公司 

387 中核啓迪科技（北京）有限公司 

388 揚州誠徳鋼管有限公司 

389 上海納川核能新材料技術有限公司 

390 南方増材科技有限公司 

391 核安核電装備技術有限公司 

392 達華工程管理（集団）有限公司 

393 厦門融福電子科技有限公司 

394 江蘇達科智能科技有限公司 

395 北京博華信智科技株式有限公司 

396 金瑞致達（北京）科技株式有限公司 

397 上海紫徳公共戦略科技研究院 

出所：中国核能行業協会ホームページ http://www.china-nea.cn/ 
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（2）中国核学会（CNS）28 

中国核学会は 1980 年に正式に設立され、同年、中国科学技術協会に加入した。CNS の

主な目的は、「原子力科学技術の繁栄・発展」、「原子力科学技術の普及・促進」及び「科学

者・技術者の成長・向上」である。 

中国核学会の主要任務は、 

・学術交流による原子力科学技術の発展・応用の促進 

・国際交流活動を通じた原子力科学技術団体・技術者との友好交流 

・原子力科学技術知識普及活動（若者向け教育活動、原子力科学技術展） 

・学術書・技術書の編集・出版（学会誌の出版を含む） 

・技術支援活動（評価、コンサルティング等） 

・会員及び技術者の意見を反映した、会員向け各種サービス・活動 

・優れた学術活動に対する奨励 

・中国科学院及び中国工程院への優れた技術者の推薦 

・受託業 

である。 

中国核学会の理事会には、8 作業委員会（学術、組織、科学相談教育、編集、財務、女性、

青年、標準）があり、定期的に会合を行っている。また、学術活動の必要性に応じて、26

部会（放射線防護、計算物理、ウラン地質、同位体分離、放射線研究応用、核電子学・核

探査技術、核化学工業、核物理、原子力、原子力技術経済・管理近代化研究、核医学、核

物質、核融合・プラズマ物理、原子力農業、核化学・放射化学、ウラン鉱業、核科学技術

情報研究、同位体、粒子加速器、原子力技術産業応用、パルス電力技術・応用、放射線物

理、核実験・分析、原子力安全、原子力工学力学、アクチノイド物理・化学）を設けてい

る。 

さらに、22 地方支部（甘粛省、江西省、新疆自治区、浙江省、遼寧省、上海市、北京市、

四川省、広東省、安徽省、貴州省、福建省、河南省、天津市、湖北省、山西省、湖南省、

陝西省、江蘇省、吉林省、黒龍江省、山東省）がある。 

中国核学会は国際活動も行っている。中国核学会は環太平洋原子力協議会（PNC; Pacific 

Nuc1ear Council）に加盟しており、中国核学会理事長が PNC 副会長（1999 年から 2000

年）及び会長（2001 年から 2002 年）を務めたこともある。さらに、中国核学会放射線防

護部会は国際放射線防護学会（International Radiation Protection Association）及び国際

放射線研究学会（International Radiation Research Association）に参加し、重要な役割

を果たしている。 

 

 

  

                                                   
28 中国核学会ホームページ http://www.ns.org.cn/ 
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（参考）日本の代表的な組織の概要を以下に記す。 

 

日本原子力産業協会（JAIF; Japan Atomic Industrial Forum, Inc.）は、1956 年に原子

力の開発と平和利用を推進することを目的に「社団法人日本原子力産業会議」として発足

した。2006 年に改組し、「社団法人日本原子力産業協会」に名称変更した。2012 年には、

公益法人制度改革に則り、「一般社団法人日本原子力産業協会」として再出発した。 

JAIF の事業は、「原子力利用に関する合意形成」、「原子力利用に関する調査研究」、「原子

力利用に関しての低減及び意見の発表、並びに政府に対する建議」、「国内外の原子力関係

諸機関及び産業界との連絡提携」、「会員相互の連絡提携」及び「その他 JAIF の目的達成に

関する事項」である。 

2017 年 10 月 1 日現在、理事は 19 人で、監事は 2 人である。また、2018 年 1 月 23 日現

在、会員数は 422 社である。29 

 

日本原子力学会（AESJ; Atomic Energy Society of Japan）は、公衆の安全を全てに優先

させて、原子力及び放射線の平和利用に関する学術及び技術の進歩を図り、その成果の活

用と普及を進め、以って環境の保全と社会の発展に寄与することを目的に、日本で唯一の

総合的な学会として 1959 年 2 月に設立された。AESJ の会員の種類には、個人を対象とし

た正会員及び学生会員と、法人を対象とした賛助会員がある。 

現在では、各種学術及び技術の調査、研究並びに標準の制定をはじめ、会員の研究発表

の場である年会・大会やシンポジウム等の開催、学会誌や英文論文誌、和文論文誌、各種

出版物の刊行、研究の奨励及び研究業績の表彰、会員相互の調査、研究の連絡並びに国内

外の関連学術団体等との連絡及び協力等幅広く事業を行っている。また、支部活動、広報・

情報活動、技術者倫理や技術社会相関のあり方に関する検討や、男女共同参画推進活動に

も積極的に取り組んでいる。 

日本原子力学会は、定款に基づき、会員によって選挙された代議員により組織される総

会、及び総会で選出された理事と監事から成る理事会において学会活動の主要方針を決定

し、業務執行に係る諸決議を行う。監事は学会の事業執行状況を監査する。 

各地域に支部を設置し、年会・大会等の各種行事の実施において会員の活動をサポートす

る。さらに、技術分野に応じた活動を行う部会、会員同士の交流を目的とする連絡会、特

定の目的を持って設置された専門委員会がある。専門委員会のうち、研究専門委員会は会

員の提案に基づいて設置される。 

また、平成 23 年の福島第一原子力発電所事故を受け、日本原子力学会の総力を結集して

事故の収束及び環境修復に貢献するため、組織を横断した機動的な対応が可能となるプロ

ジェクト組織を構成し、様々な技術分析や提言活動等を行っており、福島特別プロジェク 

                                                   
29 日本原子力産業協会ホームページ http://www.jaif.or.jp/ 
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ト、福島第一原子力発電所廃炉検討委員会が活動中である。30 

 

原子力安全推進協会（JANSI; Japan Nuclear Safety Institute）は、平成 24 年に以下の

背景、目的で設立された。 

東京電力福島第一原子力発電所のような事故を二度と起こさないためには事業者が自主

的・継続的に安全性向上に取り組み、その時点での世界最高水準の安全性（エクセレンス）

を達成できるよう努力すると共に、さらに高みを目指して自らエクセレンスを生み出すよ

う努力していく必要があると、原子力産業界は認識した。そして国が定めた規制基準を守

ることは大原則としつつ、民間の第三者機関が事業者を牽引して更なるエクセレンスを自

主的に追求する仕組みが必要である。 

原子力安全推進協会は、 

・国内外の最新情報の収集、分析を踏まえた「安全性向上策」の評価、提言・勧告及び支

援 

・原子力施設の運営状況や設備の状態、安全文化の健全性等の確認を通じた「原子力施設」

の評価、提言・勧告及び支援 

をその活動の二本柱としている。この二本柱を推進するため、適切なエクセレンスを設定

し、効果的な評価を行うと共に、事業者の課題解決に向けて積極的に支援する、というサ

イクルを回すことにより事業者の安全性向上の取り組みを牽引している。 

事業者からの独立性と安全性向上活動についての牽引機能を確かなものとするため、原子

力安全推進協会は事業者と協働原則を相互に確認している。提言・勧告の策定に当たって

は必要に応じて技術評価委員からレビューを受け、その客観性を確保する。提言・勧告を

発出する際は、理事長から直接行う仕組みとしている。 

原子力安全推進協会の役員は、理事 13 人、監事 2 人、執行役員 8 人である。JANSI の会

員は原子力の開発利用の推進に係わる事業を行う法人又は原子力施設を有する法人であり、

2017 年 11 月現在 127 社で、特別会員、準特別会員 A、準特別会員 B 及び一般会員から成

る。31 

 

 

                                                   
30 日本原子力学会ホームページ http://www.aesj.net/ 
31 原子力安全推進協会ホームページ http://www.genanshin.jp/ 
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なっている。1990 年代から原子力機器の製造分野に参入して以来、国内数多くの原子力発

電所建設プロジェクトに携わり、現在まで 100 万 kW 級（100 万 kW～180 万 kW）の原子

力プラント機器を量産する能力を有し、第 2 世代＋炉、第 3 世代炉（EPR、AP1000）、自

主化を図った第 3 世代炉（CAP1000、華龍一号）を含むすべての原子力機器を製造するこ

とができる。2016 年末時点での総資産は 84,702,600 千元、売上高は 33,285,700 千元、営

業利益は△1,784,310 千元であった。 

 

ハルビン電気集団公司（以下「ハルビン電気」という）は、1987 年に発足し、1994 年に

香港証券取引所に上場した国有企業である。ハルビン電気は、ハルビン三大動力工場（ハ

ルビン電機廠、ハルビン・ボイラ廠、ハルビン・タービン廠）、阿城継電器廠及びハルビン

絶縁材料廠を基盤として再編された中国最大の発電設備、船舶動力装置、電力駆動設備に

関するプラント機器製造・研究開発を行う国有重要基幹企業集団の一つである。第 2 世代

炉、第 2 世代＋炉の原子力技術をベースとして、第 3 世代炉である AP1000 用のタービン・

発電機、蒸気発生器など重要機器の製造を行っている。2016 年末時点での総資産は

65,867,507 千元、売上高は 30,929,420 千元、営業利益は 413,282 千元であった。 

 

中国第一重型機械集団公司（以下「一重集団」という）は、1954 年に設立し、現在、中

央管理下の、国家の安全及び国民経済に関わる国有重要基幹企業の一つである。上場企業

である中国第一重型機械股份公司を傘下に置き、国家イノベーション型パイロット企業や

国家ハイテク・新技術企業であり、国家レベルの企業技術センター、重機国家エンジニア

リング研究センター、国家エネルギー重機材料研究開発センターを持っている。一重集団

は、中国国内では、最も早く原子力機器の開発や製造に取り組んだ企業であり、国内最大

の原子力用鍛造品の供給者である。これまで第 2 世代炉、第 2 世代＋炉、第 3 世代炉、第 4

世代炉の原子力プラント機器の製造を行ってきた実績がある。2016 年末時点での総資産は

30,416,900 千元、売上高は 3,204,400 千元、営業利益は△5,734,020 千元であった。 

 

中国第二重型機械集団公司（以下「二重集団」という）は、1958 年に設立された中国国

立機械工業会が所有する主要な技術機器製造企業であり、中国の主要技術と設備の重要な

製造拠点となっている。 過去 60 年間で、二重集団は、中国および世界市場に 200 万トン

以上の主要技術設備を提供してきた実績を持つ。二重集団の主要な子会社である二重集団

（徳陽）重型装備股份有限公司（以下は、「二重重装」という）は、四川省にある重工業都

市の徳陽に位置する、中国国内最大級の重機製造メーカー及び重要大型技術装備の国産化

を図る拠点の一つとなっている。原子力発電設備以外にも、水力発電設備、火力発電設備、

風力発電設備なども製造している。二重重装の 2016 年末時点での総資産は 11,618,936 千

元、売上高は 25,617,238 千元、営業利益は 2,838,390 千元であった。 
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5.2 5大メーカーの能力分析 

（1）上海電気集団 2 

上海電気集団総公司（以下「上海電気」という）は 1902 年に発足した国有企業である。

その主な事業は、従来の火力発電設備事業に加え、風力発電や原子力発電設備を含む新エ

ネルギー事業を中心に展開している。本社は上海であり、2005 年に香港証券取引所、2008

年に上海証券取引所に上場した。上海電気は、中国の原子力機器市場の約半分を供給して

おり、国内企業の中で最も豊富な実績を持つ。近年は、政府の原子炉輸出政策にも深く関

わっている。 

 

図 5.2-1 上海電気組織図 

 

出所：上海電気ホームページ http://www.shanghai-electric.com/ 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 上海電気ホームページ http://www.shanghai-electric.com/ 他 
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EPR、CAP1000、CAP1400 及び第 4 世代炉である高温ガス炉を製造する能力を有してい

る。 

機器単位では、年間 4 基の 100 万 kW 級の原子炉圧力容器（RPV）、6 基の 100 万 kW

級蒸気発生器（SG）、6 基の燃料交換システム、8 基の 100 万 kW 級の炉内構造物および

制御棒駆動装置（CRDM）、12 基の一次冷却材ポンプ（RCP）および 50 基の補助ポンプ

を製造できる能力を有している。 

RPV については、清華大学の実験炉、AP1000、第 2 世代+炉の 60 万～100 万 kW 級の

技術を保有している。年間 4 基の 100 万 kW 級の発電ユニットと RPV を製造可能である。

清華大学 10MW 高温ガス冷却炉、秦山核電Ⅱ期 60 万 kW、寧徳Ⅰ期 2 号機 CPR1000 の

RPV を製造している。 

加圧器については、30 万～100 万 kW 級の加圧器製造に成功しており、CAP1400 の加圧

器にも取り組んでいる。世界初となる AP1000 の加圧器の開発も 2011 年に達成した。年間

4 基の 100 万 kW 級加圧器製造能力があり、紅沿河 3 号機 CPR1000、チャシュマⅡ期 30

万 kW、秦山Ⅱ期 60 万 kW、三門 AP1000 の加圧器を納入している。 

炉内構造物については、グループ内の「上海第一工作機械厰有限公司」は 30、60、100

万 kW 級の炉内構造物と CRDM を供給する最も主要な企業である。2012 年には 7 組、翌

年には 8 組の炉内構造物と CRDM を製造した。これはフランスとアメリカの記録 4 組、6

組を上回り、国際的にもトップクラスである。それだけでなく、高温ガス炉、高速炉、研

究炉、軍事用炉など多様な炉についても炉内構造物、CRDM を製造してきた。秦山、嶺澳、

チャシュマ、紅沿河、寧徳、福清、方家山の他、清華大学高温ガス冷却炉、高速炉、先進

的試驗炉に納入実績がある。 

RCP については、上海電気と独 KSB の共同出資企業で設立された「上海電気 KSB 核電

ポンプバルブ有限公司」が製造している。AP1000 と CAP1400 で採用される世界初の RCP

で、AP1000 向けはすでに米国ウエスチングハウスの審査を通過しており、また CAP1400

向けは上海核工程研究設計院（SNERDI）で初期段階の専門家審査を受けている。 

2015 年は、一次系の主要機器 17 基を出荷した。その内訳は、高温ガス炉の RPV1 基、

AP1000 の SG2 基、炉内構造物 5 セット、CRDM6 セット、RCP2 基、燃料交換機 1 基で

あった。 

子会社の上海電気核電設備有限公司はAP1000及びEPRプロジェクトのSGを出荷した。

また、上海第一工作機械有限公司は、AP1000 初の炉内構造物（三門 2 号機）及び 2 基目の

炉内構造物（海陽 2 号機）を納入した。上海タービン公司は、タービン 1 基（高温ガス炉

用）を出荷し、その他、原子炉系容器、二次系補助機器、大型鍛造品等を出荷している。 

海外向けとしては、2015 年、上海電気核電設備有限公司は南アフリカ Koeberg 原子力発

電所の取替用 SG6 基の製造を開始した。 

以上の実績を含む 2017 年 3 月時点での、個別製品の発電所への納入実績を表 5.2-2 に示

す。 
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（2）東方電気集団 3 

東方電気股份有限公司（以下は「東方電気」という）は 1984 年に発足し、1994 年に香

港証券取引所に上場した国有企業である。東方電気は、水力、石炭火力、ガス火力、原子

力、風力、太陽光など様々な事業を展開しており、その中でも原子力発電事業は重要な部

門となっている。 

東方電気の傘下には、東方電機、東方タービン、東方ボイラ、東方重機、東方武核、東

方風力発電、東方アレバ、東方インド、東方インドネシアなどの企業があり、中国の四川、

広東、天津、浙江、湖北、甘粛、内モンゴルの７省・市・自治区及びインドの西ベンガル、

インドネシアのジャカルタで事業を展開している。東方電気の本社は四川省成都市にあり、

中国東方電気集団有限公司が 50％以上の株を保有している。 

2014 年末時点で東方電気は累計 4 億 kW の発電設備を製造した。現在、東方電気の製品

は米国、カナダ、インド、パキスタン、ベトナム、インドネシア、サウジアラビア、ボス

ニア、スウェーデン、ブラジルなど 60 以上の国・地域に輸出されている。 

2015 年は 2,817 万 kW 分の発電設備を製造した。 

 

図 5.2-2 東方電気組織図 

 

出所：東方電気ホームページ http://www.dongfang.com/ 他 

 

                                                   
3 東方電気ホームページ http://www.dongfang.com/ 他 
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（3）ハルビン電気集団 4 

ハルビン電気集団公司（以下「ハルビン電気」という）は 1987 年に発足し、1994 年に

香港証券取引所に上場した国有企業である。その前身はハルビン発電所設備集団である。

国務院国有資産監督管理委員会の同意を得て、ハルビン市工商行政管理局からの承認を受

け、2009 年 2 月 24 日より、ハルビン電気集団に名称が変更された。 

ハルビン電気は、ハルビン三大動力工場（ハルビン電機廠、ハルビン・ボイラ廠、ハル

ビン・タービン廠）、阿城継電器廠及びハルビン絶縁材料廠を基盤として再編された中国

最大の発電設備、船舶動力装置、電力駆動設備に関するプラント機器製造・研究開発を行

う国有重要基幹企業集団の一つである。また、中央管理下の、国家の安全及び国民経済に

関わる国有重要基幹企業 54 社の中の一社である。クリーンエネルギー事業として、太陽光

発熱発電、潮力発電、海水淡水化などの製品も供給する。 

2015 年の発電機器の製造量は、2,097 万 kW（前期比 7.3%減）、発電所用ボイラの製造

量は、1,412 万 kW（前期比 0.5%増）、発電所用タービンの製造量は 1,384 万 kW（前期比

21.3%減）であった。 

 

図 5.2-3 ハルビン電気組織図 

 

出所：ハルビン電気ホームページ http://www.harbin-electric.com/ 他 

ハルビン電気は、第 2 世代炉、第 2 世代＋炉の原子力技術のベースとして、第 3 世代炉

                                                   
4 ハルビン電気ホームページ http://www.harbin-electric.com/ 他 
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である AP1000 用のタービン・発電機及び蒸気発生器など重要機器の製造を行っている。

秦皇島重型原子力設備の製造拠点、100 万 kW 級のタービン・発電機及び大型補助機器のハ

ルビン製造拠点、ハルビン経済開発区にある原子力一次冷却材ポンプ（RCP）とバルブの

製造拠点の 3 大拠点を整備している。 

原子炉一次系主要機器及び一次冷却材ポンプ（電動機を含む）、二次系の主要・補助機

器、バルブなど、様々な製品の設計・製造能力を有している。AP1000 用 RCP は、中国国

内では、ハルビン電気が初めて製造に成功した。 

年間、100 万 kW 級の原子力プラント 4 基分の一次系主要機器及び 4～6 基分の二次系機

器を製造できる能力を有している。 

 

2015 年に、関わった主な原子力発電所建設プロジェクトを以下に記す。 

国内事業としては、 

 広西白龍１／２号機タービン・発電機を受注。 

 漳州１／２号機タービン・発電機を受注。 

 福清 5／6号機の原子炉容器及びパッシブ型格納容器冷却システム湿分分離器を受注。

原子炉圧力容器は重型設備有限公司、パッシブ型格納容器冷却システム湿分分離器

はハルビン鍋炉廠有限責任公司が製造。 

 福清 5／6 号機一次冷却材ポンプの支持構造物を受注した。ハルビン電気集団はすで

に、100 万 kW 級プラントの軸封式一次冷却材ポンプ（支持構造物など補助機器を含

む）を供給する能力を有している。 

海外事業としては、 

 パキスタンのカラチ 2、3 号機（K2、K3）（華龍一号：各 110 万 kW）プロジェク

トの蒸気発生器を受注し、順調に製造中。 

 パキスタンのチャシュマ 3、4 号機（C3、C4）（PWR：各 34 万 kW）プロジェクト

の一次冷却材ポンプを受注。 
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（4）中国一重型機械集団 5 

中国第一重型機械集団公司（以下「一重集団」という）は、1954 年に設立し、現在、中

央管理下の、国家の安全及び国民経済に関わる国有重要基幹企業の一つである。上場企業

である中国第一重型機械股份公司を傘下に置き、国家イノベーション型パイロット企業や

国家ハイテック・新技術企業であり、国家レベルの企業技術センター、重機国家エンジニ

アリング研究センター、国家エネルギー重機材料研究開発センターを持っている。 

2016 年時点での親会社の従業員数は 7,851 人、主要子会社の従業員数は 3,182 人（合計

11,033 人）である。その内、博士は 42 人、修士は 675 人、学卒は 1,961 人である、専門

学校 1,947 人、高卒 6,408 人となっている。 

 

図 5.2-4 一重集団組織図 

 

出所：一重集団ホームページ http://www.cfhi.com/yzjt/index.html 他 

 

鋳造鍛造鋼事業部は、年間溶融鉄 50 万トン、鍛造品 24 万トン、鋳造品 6 万トンを製造

できる世界一流の製造能力を備えると同時に、1 回で溶融鉄 700 トン、最大鋼鉄インゴット

715 トン、最大鋳造品 500 トン、最大鍛造品 400 トンを供給できる世界で極めて高い製造

能力を持っている。製鋼について、100、80、40 トンのアーク炉、160、130、40 トンの二

次精錬炉、10 と 120 トンのエレクトロスラグ再溶解炉、及び 600 トンの真空鋳鉄装置など

を保有している。鍛造について、15,000、10,000 と 6,000 トンの自由鍛造水圧プレス 3 台

及び 4500 トンの高速鍛造油圧プレスなどを保有している。鋳鋼について、重型、大型、小

型の鋳造場三箇所及び専用の調整場を持っており、クレーンの最大吊り上げ能力は 500 ト

ンである。 

一重集団は、大型鋳造（鋼、鉄）品と鍛造品（原子力・石油化学製品、圧延設備、民生

                                                   
5 一重集団ホームページ http://www.cfhi.com/yzjt/index.html 他 
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用発電所製品、冶金鉱山製品、船舶用鋳造品・鍛造品、個別製品など）の製造開発に力を

入れており、原子力プラント一次系主要機器に加えて、大型一体鍛造によるロータの鍛造

品、大型容器の鍛造品、大型圧延機の鍛造支持ロール及びフレームワーク用鋳造品、三峡

用ステンレス鋳造品なども製造しており、中国の重機製造分野において国民経済の発展及

び国防の近代化のために重要な役割を果たしてきた。 

 

図 5.2-5 世界初の「華龍一号」福清第 5 号原子炉圧力容器 

 

出所：一重集団ホームページ http://www.cfhi.com/yzjt/index.html 

 

一重集団は、中国国内では、最も早く原子力機器の開発や製造に取り組んだ企業であり、

国内最大の原子力用鍛造品の供給者である。 

鋳造品・鍛造品、重量型容器及び原子力機器に関わる製造ラインを有し、100 万 kW 級の

原子力プラントに使われる原子炉圧力容器、蒸気発生器、容器類の鍛造品、ポンプ類の鍛

造品、支持構造物の鍛造品、ポンプ類の鋳造品、機器の支持構造物、鍛造主配管などを製

造する資格を取得しており、中国における第 2 世代炉、第 2 世代＋炉、第 3 世代炉、第 4

世代炉の原子力プラントに関わる大型鋳造品・鍛造品及び一次系機器を製造できる能力を

有している。 

現在、建設中の原子力発電所の 80％以上の鍛造品、70％以上の原子炉圧力容器はいずれ

も一重集団により製造されている。 

年間、プラント 10 基分の一次系に使われる大型鋳造品・鍛造品及び関連機器、5 基分の

二次系機器に必要な大型鋳造品・鍛造品の製造能力を持つ。 

原子力機器の研究開発及び製造を力強く推進するために、ISO9000 品質保証体系、圧力

容器の製造品質保証体系、民生用原子力機器に関する製造品質保証体系及び ASME の品質

保証体系を構築し、関連の「NPT」、「N」及び「NS」の証明書を取得している。 
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図 5.2-6 主な取得認証 

ASME N スタンプ証明書                         ISO9001 認証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：一重集団ホームページ http://www.cfhi.com/yzjt/index.html 
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（5）中国二重型機械集団 6 

中国第二重型機械集団公司（以下「二重集団」という）は、1958 年に設立された中国国

立機械工業会が所有する主要な技術機器製造企業であり、中国の主要技術と設備の重要な

製造拠点となっている。 過去 60 年間で、二重集団は、中国および世界市場に 200 万トン

以上の主要技術設備を提供してきた実績を持つ。 

二重集団（徳陽）重型装備股份有限公司（以下「二重重装」という）は、四川省の徳陽

市にある。中国国内最大級の重機製造メーカー及び重要大型技術装備の国産化を図る拠点

の一つとなっている。原子力発電設備以外にも、水力発電設備、火力発電設備、風力発電

設備なども製造している。 

同社は、技術の研究開発においても高い能力を持っている。傘下には、国家レベルの技

術センター、重型機械設計研究院、大型鋳造品鍛造品データのシミュレーション国家エン

ジニアリング実験室、大型鋳造品鍛造品研究所、重機プロセス研究所、大型圧力容器・原

子力技術研究所、計量技術所、情報技術所等を持っている。 

 

図 5.2-7 二重集団組織図 

 

出所：二重集団ホームページ http://www.china-erzhong.com/ 他 

 

二重重装は、原子力プラントの一次系、二次系に使われる鋳造品・鍛造品や設備を大量

に供給する能力を有しており、CAP1400 用炉心給水タンクやロータ鍛造品の出荷実績があ

る。以前は鋳造品・鍛造品の供給者という位置づけであったが、現在はプラント機器の供

給者として位置づけられる。 

同社は、各種主要な製造設備を 6,600 台以上持っており、大型精錬、鋳造、鍛造、熱処

理、機械加工、組立及びアフタサービスを行う能力を持っている。1 回で 1,000 トンの高純

度溶鋼の精錬や、600 トンの高品質インゴットの鋳造、550 トンの高品質な鋳造品、400 ト

ンの高品質な鍛造品の供給、大型の複雑な構造物の加工も行うことが可能である。また、

40 トン～800 トン製品の道路、鉄道、水路による総合輸送能力を持っている。 

 同社の主な原子力製品はタービンローター、蒸気発生器水室、一次系配管である。 

  

                                                   
6 二重集団ホームページ http://www.china-erzhong.com/ 他 
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図 5.2-8 主な製造設備 

鍛造設備            鋳造設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：二重集団ホームページ http://www.china-erzhong.com/ 他 

 

図 5.2-9  110 万 kW 級タービンローター 

 

出所：二重集団ホームページ http://www.china-erzhong.com/ 他 

 

二重重装は、中国重機業界の中で、企業として最初に ISO9000 品質保証体系の認証を受

けた。ASME の U、U2、N 及び NPT スタンプ認証を取得している。二重重装は中国で初

めて ASME 原子力クラスの材料設計と製造の資格を取得した供給者である。船舶用鋳造品

鍛造品についても、中国、イギリス、アメリカ、フランス、日本、ドイツ、ノルウェー、

イタリアの八カ国船舶検査局及び船級協会が発行した能力認定証明書を取得している。 

また、二重集団は同社の開発技術に対し四川省や国レベルの機関等から多く受賞してお

り、その実績例を表 5.2-7 に示す。 
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5.3 上海電気集団傘下企業の能力分析 7 

（1）上海電気核電設備有限公司 

上海電気核電設備有限公司は、2006 年 12 月に上海電気株式有限公司によって設立された

原子力機器製造專門の企業である。2007 年 7 月に 20.92 億元を投資し、現在の臨海地域に

移転した。 

原子炉圧力容器、蒸気発生器、加圧器、炉心給水タンク等一次系の主要設備を製造して

いる。 

現在、年間生産能力は第2世代+炉の100万kW級CPR1000を6基、第3世代炉AP1000、

EPR、CAP1000、CAP1400 のほか、高温ガス冷却炉向け製品も製造可能である。 

2008 年 7 月、秦山Ⅱ期拡張の蒸気発生器を出荷した。2009 年 7 月より設備拡張を開始

し、2010 年 8 月には初の中国自主設計製造 CPR1000 用蒸気発生器を出荷した。2011 年

10 月、12 月にはそれぞれ AP1000 用として世界初の炉心給水タンク、加圧器、2013 年 12

月には EPR 用蒸気発生器、2014 年 12 月と翌年 3 月には AP1000 用として世界初の原子炉

圧力容器、蒸気発生器を出荷した。 

ASME（米国機械学会）の N、NPT スタンプ認証を得ると共に、ISO の品質、環境及び

安全の各認証も取得している。 

また、上海科学技術進歩賞（2014 年）、上海品質金賞（2014 年）、国家エネルギー科学技

術進歩賞第二等（2013 年）、上海ハイテク企業（2010 年）等の各種の賞を受賞している。 

 

（2）上海第一工作機械厰有限公司 

2004 年 9 月に発足した上海第一工作機械厰有限公司は、上海市に位置し、13 万 3 千 m2

の敷地を有している。前史を含めると約 40 年にわたって民生用炉内構造物、CRDM（制御

棒駆動機構）、燃料交換システムの製造に携わっている。これまで 19 の国家特許を取得し

ており、ウエスチングハウス（米国）、アレバ（フランス）、清華大学などと協力し、第 3

世代炉 AP1000、EPR の炉内構造物および CRDM 製造技術を有する。同社の略史は以下の

とおり。 

1989 年 中国初となる 30 万 kW 原子炉の炉内構造物、CRDM を製造 

1998 年 中国初の高温ガス冷却炉の炉内構造物を製造 

2000 年 中国初の 60 万 kW 原子炉の炉内構造物と CRDM を製造 

2001 年 中国初の 100 万 kW 原子炉の炉内構造物と CRDM を製造 

2004 年 9 月 上海第一機床厰と上海先鋒電機廠の両原子力部門が統合して現在の「上海

第一工作機械厰有限公司」が発足し、翌年 1 月から正式に活動開始 

2005～2006 年 7,000 万元を投資して設備改造を施し、年産 2 セットの炉内構造物およ

び CRDM 製造能力を獲得 

2008 年 12 月 上海臨港での第一期工事が終了し、上海電気臨港産業基地に全面移転 

                                                   
7 上海電気ホームページ http://www.shanghai-electric.com/ 他 
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2011 年 5 月 上海臨港での第二期工事が終了し、年間 8 セット以上が製造可能に 

2011 年 中国初となる第 2 世代+炉の CPR1000 の炉内構造物と CRDM を製造・出荷 

2013 年 CAP1400 のシミュレータを製造・出荷 

2014 年 中国初となる第 3 世代炉 AP1000 用の CRDM と炉心シュラウドを製造 

主な原子力製品は、炉内構造物、CRDM 及び燃料交換システムである。 

 

図 5.3-1 炉内構造物、CRDM、燃料交換システム 

 

出所：上海電気ホームページ http://www.shanghai-electric.com/ 

 

ASME（N、NPT）スタンプ及び ISO（品質マネジメントシステム ISO9001、環境マネ

ジメントシステム ISO14001、安全マネジメントシステム OHSAS18001）の認証を取得す

ると共に、国から民生用原子力圧力機器製造許可証を取得している。 

また、実用新案権や特許を取得した他、全国労働賞や上海市品質金賞、中国原子力産業協

会科学技術賞第一等、第 14 回中国国際産業見本市銀賞、上海市革新的企業、ハイテク企業

等を受賞している。 

 

（3）上海電気 KSB核電ポンプバルブ有限公司 8 

上海電気 KSB 核電ポンプバルブ有限公司（SEC - KSB ）は、上海電気集団股份有限公司

（出資比率 55%）と KSB グループ（ドイツ）（同 45%）が 2008 年 6 月に共同出資で設立

した合弁会社である。上海市浦東新区臨港重機製造基地に位置し、登録資本は 4,055 万ユ

ーロで総投資額は 1 億 1,600 万ユーロである。 

同社は、原子力発電用ポンプとバルブに特化しており、1、2、3 級ポンプと 2、3 級のバ

ルブの製品開発、製造、組立、試験、実験、据付、サービス、保修を行っている。2010 年

8 月に竣工した第一期工場では原子力用 2、3 級ポンプの生産と検査が可能であり、2013 年

8 月竣工の第二期工場では第 2 世代炉、第 2 世代+炉、第 3 世代炉向けの一次冷却材ポンプ

                                                   

8 KSB 中国集団ホームページ 

https://www.ksb.com/ksb-cn-zh/Company/KSB_CHINA_Group/SEC-KSB_Nuclear_Pum

ps_Valves_Co_Ltd/ 
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ポンプシステムの有力な生産基地にもなっている。高圧ボイラー給水ポンプの他、上下水

道関連ポンプも製造している。 

製品の適用範囲は広く、原子力発電、風力発電、海水淡水化、化学工業、石油等の多くの

産業で採用され、上海外高橋火力発電所（超々臨界）、浦東国際空港の排水システム、白竜

港汚水処理システムのほか、秦山、紅沿河、福清、寧徳の各原子力発電所にも納入実績が

あり、スペイン、オーストラリア、トルコ、南アフリカ、インド、シンガポール、韓国等

へも輸出している。 

職員の努力と着実な技術向上は社会に好感されており、上海市より 5 年連続で文明的企業

として表彰されている。また、職員と企業が相思相愛の関係にある上海市内企業の上位 10

社に名を連ねている。さらに、上海市より「模範労働者の家」及び「一つ星級誠実企業」

の称号を得ている。 

 

（5）上海核電技術装備有限公司 

上海核電技術装備有限公司は、上海電気集団と上海核工程研究設計院及び上海核電實業

公司の共同出資で 2006 年に設立された合弁会社である。 

原子力発電に関する設備設計、技術コンサルティング及び技術支援等を行い、次の研究

開発センターを抱えている。 

「原子力向け特殊扉エンジニアリング技術研究開発センター」を江蘇竜騰門業社と共同

出資で設立し、水密扉や防火扉等の研究、設計、製造を行っている（※製造は出資パート

ナーが行っているものと思われる、以下同）。同センターの職員は 60 名で、うち 11 名が技

術要員である。 

「原子力発電所超音波洗浄設備エンジニアリング技術研究開発センター」を深圳山河君

研電子科技有限公司との共同出資で設立し、超音波洗浄技術の研究開発を行うと共に、洗

浄機器の製造・販売も行っている。職員 70 名のうち、9 名が技術要員である。 

「原子力発電所 CRDM 高温耐久コイルエンジニアリング技術研究開発センター」を上海

福酉電工設備有限公司との共同出資で設立し、CRDM（制御棒駆動機構）高温耐久コイル

の設計、製造、研究開発を行っている。 

「原子力発電所特殊工具設備エンジニアリング技術研究開発センター」を常州格林電力

機械製造有限公司との共同出資で設立し、原子力発電所特殊工具設備や液圧ダンパー等の

設計製造を行っている。職員 90 名のうち教授級上級技術者 1 名、上級技術者 2 名、技術者

27 名である。 

「顧客第一、整合性第一、持続的改善、専門的責任」を品質方針とし、2015 年には品質

マネジメントシステム ISO9001 の認証を取得した。 

 

（6）上海電気上重鋳鍛有限公司 

上海電気上重鋳鍛有限公司は、上海電気集団によって「上海重型機器厰有限公司」の鍛造
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事業部と特殊鋼事業部から再編され、設立された。2015 年 7 月に建設を開始し、2016 年 1

月に正式に営業を始めた。職員は 1,000 名を超える。 

同社は、原子力のみならず、火力、風力、化学工業、冶金、鑛業、船舶等多様な領域へ大

型鍛造品を供給している。原子力発電関連の主な実績は以下のとおり。 

2016 年 12 月 同社初となる入口ノズルを田湾に出荷 

2016 年 12 月 同社初となる AP1000 一次系配管のコールド部 2A、2D を出荷 

2017 年 3 月  同社初となる CAP1400 用ポンプのシェルを出荷 

2017 年 5 月  同社初となる AP1000 一次系配管のホット部 1B を出荷 

同社が受けた主な認証は以下のとおり。 

2015 年 9 月 中国船級社溶接検査委員会認定証取得 

2016 年 5 月 品質マネジメントシステム認証 GB/T19001-2008 取得 

2016 年 9 月 民生用原子力安全設備製造許可証取得 

2016 年 11 月 民生用原子力安全設備製造許可証に CRDM 圧力シェルを追加 

2016 年 11 月 武器設備品質管理体系認証取得 

2017 年 1 月 安全製造標準化第 2 級企業資格取得 

2017 年 1 月 上海市エネルギー産業金賞受賞 

2017 年 2 月 第 3 級機密保持資格取得 

上記の他、CCS（中国船級社）や ABS（米国船舶規格）、BV（ビューローベリタス）（※

試験、検査及び認証を行うフランスの企業）、NK（風車認証）、LR（英国船舶規格）、DNV-GL

（※第三者認証等を行うノルウェーの自主独立財団）といった各種機関の認証を得ている。 

 

（7）上海重型機器厰有限公司 

上海重型機器厰有限公司の前身は 1934 年に発足し、1962 年に工場名を上海重型機器厰

とし、1992 年 1 月 1 日に上海重型機器厰有限公司が発足した。同社は上海市に位置し、土

地面積は 96 万 m2で、職員数は 3,261 人である。 

同社は、蒸気発生器、圧力容器、加圧器の鍛造部分を製造している。加えて、原子力の

みならず、発電機のシャフト、船舶用のクランクシャフトなども製造している。また、原

子力関連の鍛造品の製造規模を 200 トン級から 500 トン級に拡張した。 

なお、同じ上海電気集団内の上海電気核電設備有限公司が、AP1000 用の蒸気発生器や

原子炉圧力容器の鍛造部品について中国二重より供給を受けており、必ずしも集団内の全

ての鍛造部品を供給している訳ではない。 

ASME の NPT スタンプ、品質マネジメントシステム ISO9001 や国家主要新製品認証、

原子力発電設備製造許可等の各種認証を得ている。 

また、中国国際産業見本市金賞、国家科学技術進歩賞第一等、上海市科学技術進歩賞第一

等、中国国際産業見本市金賞を受賞している。 

 



平成 29 年度原子力の利用状況等に関する調査（中国における原子力発電事業及び政策動向等に関する調査）-報告書 

  
115 

 

  

 

5.4 東方電気集団傘下企業の能力分析 

（1）東方鍋炉股份有限公司 9 

東方鍋炉股份有限公司（以下「東方鍋炉」という）は、中国東方電気集団有限公司（東方

電気集団）傘下の中核企業である。同社は中国における発電機器の研究開発、設計、製造

及び発電所建設の請負を行う大手企業であり、中央が決めた国家の安全及び国民経済に関

わる国有重要基幹企業、国務院国資委員会の監督を受ける企業である。1966 年に設立され、

四川省自貢市に登記し、研究開発・販売・サービスセンターは四川省成都市にある。火力

発電設備（ボイラー）が主力製品であり、原子力発電関連機器の他、環境設備等を製造し

ている。 

2017 年 6 月 30 日時点、発電所用ボイラーを累計 3.37 億 kW、発電所用補助設備を累計

17.37 万トン製造した。製品は全国 28 の省・市・自治区に供給され、国内市場でのシェア

は 30%に達し、かつ 30 の国・地域に輸出されている。2016 年のグループ内取引額は 835

万元で、2015 年は 745 万元だった。 

東方鍋炉は、主に原子力プラント一次系の加圧器、ホウ酸注入タンク、安全注入タンク、

大型支持構造物、原子炉上部の構造物などを製造している。原子力発電関連機器の技術開

発にも注力しており、国内の各発電所向けに機器を開発している。原子力発電関連機器開

発状況は以下のとおり。 

 国内初の CFR600 型ナトリウム冷却高速炉（60 万 kW）のナトリウム・空気熱交

換器全体の設計及び試験検証プロジェクト 

 国内初の PWR プラント（100 万 kW 級）一次系の加圧器、蒸気発生器、ホウ酸注

入タンク、安全注入タンク、一次系主要機器の重量型支持構造物（広東嶺澳Ⅰ期） 

 国内初の CPR1000 型 PWR プラント（108 万 kW）一次系の加圧器、蒸気発生器、

ホウ酸注入タンク、安全注入タンク、一次系主要機器の重量型支持構造物、原子

炉圧力容器上蓋の治具など設備（広東嶺澳Ⅱ期） 

 世界初の AP1000 型 PWR プラント（125 万 kW）の緊急時居留システムの空気貯

蔵装置（山東海陽） 

 世界初の AP1000 型 PWR プラント（125 万 kW）の加圧器支持構造物（浙江三門

原子力発電所） 

 世界初の AP1000 型 PWR プラント（125 万 kW）の蒸気発生器支持構造物（浙江

三門） 

 世界初の HPR1000 型 PWR プラント（108.7 万 kW）の安全注入タンク、ホウ酸

注入タンク（福建福清） 

 国内初の HTR-PM 型高温ガス炉（20 万 kW）の燃料取替装置（山東石島湾） 

 国内初の CNP1000 型 PWR プラント（108 万 kW）の蒸気発生器重量型支持構造

物（福建福清） 

                                                   
9 東方鍋炉ホームページ http://www.dbc.com.cn/ 他 
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 会社初の CPR1000 型 PWR プラント（108 万 kW）の制御棒駆動装置耐震支持構

造物、換気ケーシングユニット、ケーブル支持構造物、ケーブルブリッジ（防城

港） 

 会社初の PWR プラント（65 万 kW 級）一次系の原子炉冷却材支持構造物、原子

炉冷却材システム主配管の固定構造物（海南昌江） 

 自主設計開発した CPR1000 型プラントの二次系高圧加熱器、低圧加熱器及び補助

蒸気転換システムの統合プラットフォーム（寧徳及び防城港） 

 

同社は ISO9001 等の認証を取得している。 

 

（2）東方電気（広州）重型機器有限公司 10 

東方電気（広州）重型機器有限公司は、広東省、香港及びマカオの経済的中心に当たる広

東省広州市南沙区に位置し、中国広東自由貿易試験区に隣接しているが、これは国家安全

保障と国家経済の観点から中央政府が定めたことによる。同社は国内で先進的な大型原子

力発電設備の国産化基地である。加えて、広東省有数のハイテク企業であり、一次系主要

機器製造で「国内第一」を目指している。同社の戦略目標は、「原子力機器製造サービスの

世界的なサプライヤー」になることであり、原子力安全文化の考えに基づき、「安全第一、

品質第一」を標榜している。 

同社は、100 万 kW 級の原子炉圧力容器、蒸気発生器及びその他の一次系主要機器製造で

国内をリードしている。100 万 kW 級 PWR の一次系設備を年間 3 セット製造する能力を有

し、2010 年上半期には 4 セット製造する能力を持つ見込みである。 

2009年 6月 15日には、嶺澳Ⅱ期に 100万 kW級PWR向け原子炉圧力容器を納めた。2009

年 7 月現在、蒸気発生器 6 基、原子炉圧力容器 1 基、気水分離再熱器 2 基を出荷した。 

2009 年 6 月 15 日に嶺澳Ⅱ期に 1,000MW 級 PWR 向け原子炉圧力容器を納めたが、その

際に国や省、地方自治体の指導者より高い評価を得た。 

 

（3）東方汽輪機有限公司 11 

東方汽輪機（タービン）有限公司（東方汽輪）は、中国東方電気集団有限公司（東方電気）

傘下の企業で、国内有数の発電機器製造業者である。1966 年に設立され、2008 年 5 月 12

日に発生した四川大地震での被災を経て四川省徳陽に移転し、2010 年 5 月 10 日に生産を

再開した。火力発電、風力発電、原子力発電、ガスタービン、産業用タービン、軍事産業、

ソーラー発電、淡水化装置、発電所の制御システム等を製造し、年間の製造額は 200 億元

を上回る。これまでに 1,000 基を超える発電プラントの機器を手掛け、その発電プラント

の累積出力は 3 億 kW に達する。同社の国内シェアは 30%を超え、その製品は国内 27 以上

                                                   
10 東方電気（広州）重型機器ホームページ http://www.dfhm.com.cn/ 他 
11 東方汽輪機有限公司ホームページ http://www.dfstw.com/index.aspx 
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の地域で設置されている。加えて、インドやインドネシア、ベトナム、イランそしてパキ

スタン等に輸出している。以下に組織図を示す。 

同社は、100 万 kW 級原子力発電所の蒸気タービンユニットを製造できる国内初のメーカ

ーである。制御棒駆動装置も製造している。 

1996 年には、アルストム社と共同で参画した嶺澳Ⅰ期プロジェクトで、100 万 kW 蒸気

タービンの大型部品の 40%を供給した。 

2005 年 4 月には、嶺澳Ⅱ期プロジェクトでも選定されている。 

原子力機器製造設備への投資を増やし、170 万 kW 級 EPR や CAP1400 といった第 3 世

代炉の蒸気タービンの製造能力を有しているとしている。 

国内での原子力関連の納入実績を以下に示す。 

 

表 5.4-1 納入実績（国内） 

発電所 モデル タイプ 定格出力 定格入口蒸気圧 定格入口蒸気温度 

嶺澳 3/4、寧徳 1 HD1080A Semi-speed 

nuclear 

power unit 

108 万 kW 64.3 bar abs 280.1℃ 

紅沿河 1 HD1120 Semi-speed 

nuclear 

power unit 

112 万 kW 64.3 bar abs 280.1℃ 

出所：東方汽輪機有限公司ホームページ http://www.dfstw.com/index.aspx  

 

図 5.4-1 製品製造風景 

 

出所：東方汽輪機有限公司ホームページ http://www.dfstw.com/index.aspx 

 

1978 年より TQM（総合品質管理）に取り組み、「大型発電プラント向けタービンに関す

る品質保証マニュアル」や「品質管理及び品質保証マニュアル」を制定した。独立した品

質管理部門や品質検査部門を設立して品質管理システムを確立し、品質マネジメントシス

テム ISO9001 を取得している。また、国から圧力容器設計・製造許可証及び民生用原子力

安全設備製造許可証を取得している。 

図 5.4-2 民生用原子力安全機器製造許可証 
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出所：東方汽輪機有限公司ホームページ http://www.dfstw.com/index.aspx   

 

（4）東方電機有限公司 12 

東方電機有限公司（以下「東方電機」という）は、中国東方電気集団有限公司（東方電気）

の 100%子会社である。1958 年に設立され、事業の再構築を経て 2008 年 1 月 30 日に再登

記された。本社は四川省徳陽にあり、敷地面積は 115 万 m2で、総資産は 146 億元である。

同社は原子力発電所向け発電機の設計・製造・販売に従事する他、水力発電や石炭火力発

電、風力発電ユニットも手掛けている。年間生産能力はおよそ 3,200 万 kW であり、2012

年の累積生産量は 3 億 2,686 万 8 千 kW だった（図 5.4-3 参照）。東方電気の組織図を図 5.4-4

に示す。 

 

図 5.4-3 累積生産量 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：東方電機有限公司ホームページ http://www.dfem.com.cn/ 

  

                                                   
12 東方電機有限公司ホームページ http://www.dfem.com.cn/ 
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図 5.4-4 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：東方電機有限公司ホームページ http://www.dfem.com.cn/ 

 

東方電機は、各種蒸気タービン発電機を製造しており、原子力関係製品としては、

CPR1000 向け 115 万 kW 発電機、AP1000 向け 125 万 kW 発電機、EPR 向け 175 万 kW

発電機がある。そして、嶺澳 3 号機向け 115 万 kW 発電機の納入実績がある。 

 

（5）東方電気（武漢）核設備有限公司 13 

東方電気（武漢）核設備有限公司（以下「東方武核」という）は、湖北省武漢に位置して

いる。2008 年に中国東方電気集団有限公司（東方電気）と武漢鍋炉集団有限公司で設立さ

れ、民生用原子炉の部品を供給している。同社の事業免許登録日は 2008 年 11 月 18 日で、

登録資本金は 1 億 9,636 万元、そのうち東方電気は 67%を、武漢鍋炉集団（2009 年にアル

ストムの子会社化。続く 2015 年に GE がアルストムを買収し、現在 GE の子会社化）が

33%を占めている。資産はほぼ 5 億元で、2011 年から 2015 年の総収入はおよそ 5 億 300

万元で、従業員数は約 280 人である。図 5.4-5 に組織図を示す。 

 

 

                                                   
13 東方電気（武漢）核設備ホームページ http://www.dongfang-wh.com/index.jsp 



平成 29 年度原子力の利用状況等に関する調査（中国における原子力発電事業及び政策動向等に関する調査）-報告書 

  
120 

 

  

 

図 5.4-5 組織図 

 

出所：東方電気（武漢）核設備ホームページ http://www.dongfang-wh.com/index.jsp  

 

東方武核は 2009 年に民生用原子炉部品の製造に参入し、第 2 世代炉及び第 2 世代+炉の

CPR1000、第 3 世代炉の AP1000、EPR、CAP1400、ACP1000 及び ACPR1000 向け製品

の製造能力を有している。具体的には、100 万 kW 級炉内構造物及び圧力容器 800 トンの

製造能力がある。 

同社は、品質マネジメントシステム ISO9001 認証を取得している。 

同社の製造フローを図 5.4-6 に示す。 
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図 5.4-6 製造フロー図 

 

 

出所：東方電気（武漢）核設備ホームページ http://www.dongfang-wh.com/index.jsp  
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（6） 東方アレバ核ポンプ 14 

東方アレバ核ポンプは、中国東方電気集団有限公司（東方電気）とアレバ社によって 2005

年 8 月に設立された合弁会社で、17 人のアレバ従業員を雇用している。 

同社は中国国内市場向けに原子炉冷却材ポンプを製造している。四川省徳陽にある工場は

2007 年 9 月に操業を開始した。 

品質マネジメントシステム ISO9001、環境マネジメントシステム ISO14001、安全衛生マ

ネジメントシステム OHSAS1800 を取得している。 

 

図 5.4-7 ポンプ製造風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：アレバ社ホームページ 

 

 

5.5 ハルビン電気集団傘下企業の能力分析 

（1）ハルビン鍋炉廠有限責任公司 15 

ハルビン鍋炉（ボイラー）廠有限責任公司は 1954 年に設立され、中国の第一次 5 ヵ年計

画で鍵となる 156 プロジェクトのうちの 2 つに関与していた。同社は、世界有数の発電機

器メーカーであり、研究開発のみならず設計や製造も行っている。原子力発電機器や発電

所補機、大型石油化学機器、環境保護製品等の設計や製造、サービスで国内トップクラス

のサプライヤーに発展した。国内事業用ボイラーの 70%以上が同社で製造された。同社の

ボイラーは国内 400 箇所以上の発電所に設置され、20 以上の国・地域に輸出されている。

2013 年末には、同社の製造した事業用ボイラーは累積 2 億 7,800 万 kW に達した。60 年に

及ぶ同社の歴史の中で、各種の国内初の製品（中圧ボイラー、高圧ボイラー、超高圧ボイ

ラー等）を作ってきた。科学技術開発戦略委員会を技術革新の核に据え、開発、設計、技

術科学研究管理を行っている。同社は導入技術を消化・吸収して独自の技術革新を発展さ

せ、研究開発において実のある結果を達成した。米国 CE（注：1988 年に ABB が買収し子

                                                   
14 アレバ社ホームページ

http://www.new.areva.com/EN/operations-1549/areva-dongfang-china-manufacturing-of

-reactor-coolant-pump-sets.html 
15 ハルビン鍋炉廠ホームページ http://www.hbc.com.cn/2014/ 
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会社化）や仏国アルストム、英国バブコック、三菱重工業といった外国企業とも協力関係

を結んできた。組織図を以下に示す。 

 

図 5.5-1 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：ハルビン鍋炉廠ホームページ http://www.hbc.com.cn/2014/  

 

同社は早くから原子力機器製造に関与し、中国原子力産業の発展に顕著な貢献をしている。

主な原子力製品は、蒸気発生器、湿分分離器、高圧加熱器、脱気、ボイラーである。 

 

図 5.5-2 蒸気発生器 

 

出所： ハルビン鍋炉廠ホームページ http://www.hbc.com.cn/2014/ 
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同社は、中国国内のボイラーメーカーで初めて品質マネジメントシステム ISO9001、環境

マネジメントシステム ISO14001 及び労働安全衛生マネジメントシステム OHSAS18001

を取得した。また ASME の認証も取得している。国からボイラー、圧力容器製造許可証等

を取得している。 

 

図 5.5-3 主な取得認証 

ボイラー製造許可証          圧力容器製造許可証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：ハルビン鍋炉廠ホームページ http://www.hbc.com.cn/2014/ 

 

（2）ハルビン電気集団（秦皇島）重型設備有限公司 16 

ハルビン電気集団（秦皇島）重型設備有限公司はハルビン電気集団公司傘下のグループ企

業であり、河北省秦皇島に位置している。同社の前身は2002年に設立された秦皇島支社で、

2007 年 10 月に独立した法人格を持つようになった。蒸気発生器等一次系主要機器の製造

能力を有し、100 万 kW 級原子力発電所一次系主要機器 3 組、同二次系補機 4 組、同発電

機器 4 組の年間生産能力を目指している。同社の製品積出し施設は河北省秦皇島市経済技

術開発区東側の渤海湾に位置し、渤海周辺で最大の吊上加重 1,200 トンである。総従業員

数は 679 人で、うち 90%以上が大学と同等以上の高等教育を受けている。組織図を図 5.5-4

に示す。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
16 ハルビン電気集団（秦皇島）重型設備ホームページ http://www.hpecqhd.com/ 
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図 5.5-4 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：ハルビン電気集団（秦皇島）重型設備ホームページ http://www.hpecqhd.com/ 

 

主な原子力製品は、蒸気発生器、炉心注水タンク、パッシブ残留熱除去熱交換器、加圧器、

気水分離再熱器である。 

 

図 5.5-5 主な製品 

AP1000 炉心注水タンク       300MW 原子力発電所蒸気発生器 

 

 

 

 

 

 

 

出所：ハルビン電気集団（秦皇島）重型設備ホームページ http://www.hpecqhd.com/ 

 

原子力関係の主な納入実績は表 5.5-1 のとおり。 

 





平成 29 年度原子力の利用状況等に関する調査（中国における原子力発電事業及び政策動向等に関する調査）-報告書 

  
127 

 

  

 

（4）ハルビン電機廠有限責任公司 18 

ハルビン電機廠有限責任公司は、中国「第一次五カ年計画」で鍵となる 156 プロジェクト

の一つとして 1951 年 6 月に設立された大型・中型発電機器製造業者である。主な製品は、

水力発電機、タービン発電機、発電所用制御機器等である。同社の建物の面積は 33 万 m2

で、3,500 以上の設備を備えている。加えて 4 箇所の製造拠点（胡路到水力発電大型部品加

工基地、秦皇島原子力発電加工基地、振江風力発電研究基地、昆明中小規模水力発電研究

基地）を建設した。水力発電ユニットの年間製造能力は 1,000 万 kW に達し、最大 80 万

kW のユニットまで製造可能である。原子力発電は最大 120 万 kW のユニットを製造する

能力も有している。「一帯一路」及び「中国製造 2025」政策に基づき、海外市場を拡大する

ための「グローバル化」戦略を積極的に実施し、同社の製品は中国国内のみならず、51 ヵ

国・地域（台湾、カナダ、米国、ロシア、日本、インド、パキスタン、イラン、マレーシ

ア、ベトナム、ブラジル、タジキスタン、ナイジェリア、スーダン、エチオピア、エクア

ドル、アルゼンチン等）でも採用されている。また、12 ヵ国の 30 社以上（米国 GE、仏ア

ルストム、スイス ABB、独シーメンス等）と協力関係を結んでいる。同社のサービスコン

セプトは「3S+P」(Sincere, Speed, Satisfaction, Perfect)で、サービス原則は「24 時間永

久サービス」である。 

2011 年末現在、同社には 6,404 人の職員が在籍し、うち常勤は 5,523 人である。1,265 人

以上が学士以上の学位を有し、384 人が上級技師で、255 人が技術者である。職員の内訳は、

管理職員 11%、技術職員 22%、基本製造職員 60%、補助製造職員 7%である。2017 年には

大卒以上を対象に理系 120 人の職員を募集し、9 月下旬から 11 月中旬にかけて国内主要 14

大学で採用活動を実施すると共に、5 分野（水力設計、電磁気解析、換気冷却、金属材料、

強度分析）で国外にも人材を求めた。職員向け研修には、新入職員向け導入研修、OJT、

上級研修、一般研修、専門研修がある。組織図を図 5.5-6 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
18 ハルビン電機廠ホームページ http://www.hec-china.com/ 
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図 5.5-6 組織図 

 

出所：ハルビン電機廠ホームページ http://www.hec-china.com/ 

 

原子力関連では、国内 7 箇所（秦山、三門、海陽、昌江、田湾、陸豊、石島湾）11 基で

実績があり、三門及び海陽では AP1000 向け 120 万 kW 級発電機とその付属品を製造して

いる。国外には、AP1000 向けに第 3 世代炉タービン発電機を製造している。 

1979年に総合品質管理の概念を導入し、1994年10月には品質マネジメント認証 ISO9001

を、2008 年 9 月には試験所認定 ISO/IEC17025 を、2011 年 11 月には ASME をそれぞれ

取得した。 

 

（5）ハルビン電気動力装備有限公司 19 

ハルビン電気動力装備有限公司（旧社名 ハルビン電機廠交直流電機有限責任公司）の前

身は 1951 年に設立され、2007 年に現体制となった。資本金は 6 億 9 千万元で、黒龍江省

ハルビン市に位置している。 

事業分野は、原子力発電や造船、冶金、火力発電、鉱業、水力発電、石油化学、科学研究

等多岐にわたり、米国やパキスタン、インド、ベトナム、インドネシア、ペルー等に輸出

                                                   
19 ハルビン電気動力装備ホームページ http://www.hpc-china.com/ 他 
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している。主力製品は、原子力発電用一次冷却材ポンプ（RCP）電動機、大型及び中型交

流電動機、直流電動機、特殊電動機、風力タービン、小型水力発電機等である。 

敷地面積は 16.8 万 m2で、建築面積は 9.8 万 m2であり、原子力発電用ポンプの全流量試

験台及び小流量試験台、ポンプ動圧メカニカルシール試験台等を備えている。 

職員数は 1,229 人で、うち上・中級技術員は 400 人以上、熟練作業員は 500 人以上であ

る。大卒者は 400 人以上で、修士以上は 100 人を超える。職員向け研修には、新入職員向

け導入研修、総合研修、専門研修、職能研修、技能研修、上級研修、一般研修がある他、

毎年 50 人以上を国外研修に派遣している。2014 年の採用計画では、5 分野で大卒以上の技

術系職員 28 人を募集した。 

サービスコンセプトは「3S+P」（Sincere, Speed, Satisfaction, Perfect）で、サービス原

則は 24 時間永久サービスであり、サービスホットライン（電話）やファクシミリ、電子メ

ールでの顧客対応サービスを用意している。 

設計部門には、第 2 世代炉及び第 2 世代+炉の RCP 電動機（軸シールポンプ電動機）を

自主設計し、製造する能力がある。 

また、米国 EMD 社及び HPC 社の協力の下、第 3 世代炉 RCP 電動機（シールド電動機）

に係る一定の技術力（電磁気計算、構造設計、応力解析・計算、軸安定設計、圧力境界鍛

造材料、電動機冷却設計、断熱技術、ヘリウム漏れ検出、シールドスリーブ溶接技術）を

も有している。 

2017 年 9 月にパキスタンのチャシュマ原子力発電所 4 号機が完成したが、その際に同社

製 30 万 kW PWR RCP4 基が正常に稼働した。同年 12 月に、同社が独自設計した「華龍一

号」向け RCP 電動機の試験が成功裏に終了した。その後同年 12 月には、国内初の AP1000

向け RCP 電動機（シールド電動機）が出荷された。 

2007 年 11 月、品質マネジメントシステム ISO9001 に基づいて「品質マニュアル」を制

定し、品質管理システムを確立した。また、労働安全衛生マネジメント OHSAS18001 及び

環境マネジメントシステム ISO14001 の認証も取得している。2009 年 1 月及び 2010 年 12

月には、ボイラー及び圧力容器に関する ASME の認証を取得している。 

 

（6）ハルビン電站閥門有限公司 20 

ハルビン電站閥門（バルブ）有限公司は黒龍江省ハルビンに位置し、その前身は 1954 年

に設立された。同社の主な製品は、高圧、超高圧、亜臨界、超臨界、超々臨界の発電所向

けバルブ、水位測定装置等で、石油化学や造船、原子力等で同社のバルブが使用されてい

る。 

原子力発電及び超々臨界バルブ製品製造のため、2007 年末にはハルビン電気集団等が同

社に 1 億 7 千万元を投資し、6 万 m2の土地を取得して 3 万 m2の工場を建設した。 

同社の技術職員は大卒以上で、原子力工学等の学位を有している。その技術力を示すもの

                                                   
20 ハルビン電站閥門ホームページ http://www.hvc.cc/ 
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として、AP1000 のバルブ技術に関する研究でハルビン市より科学技術賞第 2 位を受賞して

いる。また、VT（目視検査）や LT（漏れ試験）、PT（浸透探傷検査）、UT（超音波探傷検

査）、MT（磁粉探傷検査）及び RT（放射線検査）といった各種検査を行う民生用原子力安

全設備検査員 14 人を抱えている。 

同社のサービスチームは、全ての品質上の問題に 8 時間以内に回答することとしており、

重大な場合でも 72 時間以内の解決を目指している。 

組織図を以下に示す。 

 

図 5.5-7 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：ハルビン電站閥門ホームページ http://www.hvc.cc/ 

 

製造する主な原子力発電関連機器には、主蒸気安全弁及び主給水チェック弁がある。主蒸

気安全弁は、CAP シリーズの主蒸気系統を安全かつ経済的に保護するために使用されてい

る。主給水チェック弁は、CAP シリーズにおいて、給水ポンプのトリップ時に給水が蒸気

発生器に逆流するのを防ぐために主給水ライン及び格納容器の外側に設置されている。 

ISO9001：2008（品質マネジメントシステム認証）、ISO14001（環境マネジメントシス

テム認証）、OHSAS18001（労働安全衛生マネジメントシステム認証）、特殊機器（圧力配

管部品、安全付属品）製造許可証（国内基準）、ASME（米国機械学会）N、NV 及び NPT

スタンプ証明書、民生用原子力安全機器設計許可証（国内基準）、同製造許可証（国内基準）

等の認証を取得している。 
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5.6 原子力関係の土木建築企業の能力分析1 

中国内で原子力発電所の建設に従事する多くの企業は、その起源を 1960 年代の原子力兵

器開発事業に持つ。そうした企業が 1980 年代頃から、原子力発電所の建設を担うようにな

り、多くの企業は現在でも原子力発電所の建設と並行して、軍事関連業務を行っている。 

それらの企業は生い立ちの経緯から、企業名に「核」の字を冠するものも多い。しかし

最近では、事業の中心が原子力発電や軍事でもない、ビルや社会インフラといった民生建

設分野に徐々に移っている。そのため、原子力発電所の建設はもはや彼らにとって中心事

業とは言えなくなっている。 

中国内の原子力発電所における運転事業者は、紅沿河など特殊な例を除けば 3 大原子力

発電事業者の系列に明確に分かれているが、原子力発電所の建設においては、3 大原子力発

電事業者による系列、囲い込み等は見られない。 

また、原子力発電所建設は上記の古参企業群の専売特許というわけではなく、二次系や

補助設備などの工事においては、一般的な建設会社による受注の例も少なくない。 

原子力分野における海外進出は、90 年代、パキスタンのチャシュマ原子力発電所を EPC

契約で建設し、現在も同国で建設しているが、まだ限られている。しかし、原子力関連の

建設企業が原子力以外の分野でプロジェクト輸出を行った例は数多く存在する。 

（1）中国核工業建設集団有限公司 

1988 年、それまで中国政府内で原子力に関する全てを管轄していた核工業部が分割され、

平和利用に係わる組織として「中国核工業総公司」が発足した。中国核工業建設集団有限

公司（以下、中国核建という）が 1999 年、同公司がさらに中国核工業集団有限公司と中国

核工業建設集団有限公司（2017 年 12 月より現在の社名に改称）に分割されることで誕生

した。 

その後 2018 年 1 月、国務院の国有資産監督管理委員会の決定により、中国核建はおよそ

19 年ぶり中国最大の原子力総合事業者である中国核工業集団有限公司の傘下に再び入るこ

ととなった。（この再編の影響が具体化するのはまだ先のことと考えられるため、本稿では

両社が別会社という前提で記述する）。 

中国核建は軍事、原子力発電関連の建設業務のほか、一般的なビル等の建築業務も行う。 

傘下に抱える多くの子会社を含めると、中国内の原子力発電所建設においては最も重要

な地位を占めるグループであり、その建築能力については、同時並行で 40 の原子力発電所

建設を遂行可能であるとされている。 

また、同社はこれまで中国内の多くの原子力発電所建設に従事してきただけでなく、パ

キスタンのチャシュマなど海外でのプラント建設実績も持ち合わせている他、UAE、サウ

ジアラビア、南アフリカと高温ガス冷却炉の建設に向けた交渉も進めている。 

ただし、これらの活動はより正確には傘下にある多くの企業のものであり、中国核建自

体は持株会社に過ぎない。グループ内の主要企業の従業員数は 33,131 名（2016 年末時点）

                                                   
1中国核建 website http://www.cnecc.com/ 及び各種資料 
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表 5.6-1 中国核建財務状況 

中国核建・グループ財務状況概観（2016 年および 2016 年末時点） 

単位：元 

親会社（中国核建）資本金 29 億 5,901 万元*  

資産 66,665,225,215  

負債 57,214,648,573  

営業収入 41,237,713,942 (100.0%) 

軍事 2,481,617,700 (6.0%) 

原子力発電 10,260,773,142 (24.9%) 

民生建築 26,497,965,174 (64.3%) 

その他営業収入 2,426,183,012 (5.9%) 

分野間重複分 －428,825,086 (-1.0%) 

営業利潤 1,203,221,843  

*2017 年 12 月、名称変更と同時に資本金総額も 75 億元に改められている。 

出所：中国核工業建設株式有限公司 2016 年報 

 

上記のグループ内の営業収入のうち、分野別の割合は軍事が 6%、原子力発電が 25%、民

生建築分野が 64%である。同社は中国の原子力電源開発において重要な地位を占めるもの

の、財務上は原子力発電の建設が核心事業であるとは言えない。 

また、近年の中国内における原子力電源開発の鈍化により、原子力関係の建設事業の割

合は減りつつある。2017 年中の新規プロジェクト契約額（2018 年 1 月 18 日付速報値）で

は、全体に占める原子力発電分野の割合は 9.8%であり、これは民生建築だけでなく、軍事

（14.5%）をも下回る。ただし、建築分野という特性上、徐大堡、漳州などの本格着工前の

準備工程の段階でも活動の場があるため、新規運開の鈍化がそのまま同社の原子力発電向

け建設事業の不振に繋がるわけではない。 

これまで同グループは中国内で建築される原子力発電所について、一次系の建築・据付

作業についてはほぼ受注してきたが、二次系や補助施設については、火力など在来型電源

の建設を行う会社や、一般建築業界の大手企業が受注するなどといった事例とともに、二

次系の建設経験を持つ企業が、一次系への進出をねらう動きも見られる。このように中国

内の原子力電源建設において、同社は独占的地位を確約されているわけではない。 

このような状況を受けたせいか、同社の事業の軸足は民生建築に移行しつつあると思わ

れる。2016 年には同分野が営業收入の 64%を占めたが、この値は 2014 年時点では 53%程

度であった。 

一方、同グループは、パキスタンのチャシュマ、カラチといった原子力発電所の建設な

ど、幾つかの海外活動実績がある。原子力発電分野においてはパキスタンのチャシュマ、

カラチ、発電以外の原子分野ではアルジェリアの原子力研究センター、RI（放射性同位元

素）製造炉などがあげられる。しかし、件数ではスーダンのハルツーム北発電所、東チモ

ールの基幹送電系統建設、セメント工場建設、交通インフラ構築などの非原子力発電関連
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のプロジェクトが大勢を占める。また、営業收入に占める海外プロジェクトの割合も、5%

程度（2016 年単年度実績）とそれほど大きくはない。 

 

表 5.6-2 海外で進行中のプロジェクト（中国核建グループ全体）2016 年末時点 

 

プロジェクト 

件数 

プロジェクト 

総額（万元） 
  

プロジェクト 

件数 

プロジェクト 

総額（万元） 

東チモール 2 55,251   グルジア 2 27,934  

ミャンマー 1 149,600  
 
ナミビア 1 32,479  

パキスタン 15 1,050,945  
 
イラク 15 75,197  

ウズベキスタン 1 14,149  
 
シンガポール 1 37,348  

マレーシア 6 98,722  
 
オマーン 6 847  

モンゴル 1 408,000  
 
タイ 1 43  

出所：中国核工業建設株式有限公司 2016 年報 

 

（2）中国核建傘下の主な会社 

①中国核工業第二二建設有限公司 

中国核工業第二二建設有限公司は、1958 年、中国政府の建築工業部（当時）附属の第二

建築工程公司として発足した。 

本部を湖北省の宣昌市に構え、活動範囲は軍事、原子力、家屋建設、石油化学、道路、

鉄道など多岐にわたる。 

原子力においては、黎明期は中国初の地下核実験施設プロジェクトなどの案件に携わり、

平和利用開始後は、中国大陸初となる秦山 NPP をはじめ、秦山Ⅱ期、秦山Ⅲ期、田湾、秦

山Ⅱ期拡張、方家山、三門、昌江など大型原子力発電プロジェクトで建設作業に係わって

きた。 

また、原子力以外の分野では、神竜自動車有限公司（東風プジョーシトロエン）のモー

タ工場、三峡新型建材有限公司のガラス生産ライン、国家電投集団江西電力有限公司の新

昌発電所（火力）、天津濱海国際貿易センター、西安市歩長ビルなどの建設を担っている。 

さらに海外では、ヨルダン・アンマンの大規模集合住宅、アルジェリアの原子力研究セ

ンター、スーダンのハルツーム北発電所、パキスタン・カラチのコンバインドサイクル発

電プロジェクト、スーダンのフラ発電所、東チモールの国有送電系統プロジェクトの建設

等を遂行してきた。 

 

②中国核工業二三建設有限公司 

中国核工業二三建設有限公司は、1958 年に甘粛機械厰準備所据付公司として発足し、蘭

州のウラン濃縮工場建設に携わった。その後、数回の再編や名称変更を繰り返しながら、

1980 年代より原子力発電所の建設分野に関わるようになり、中国における原子力発電の黎

明期における秦山Ⅰ期および大亜湾で、一次系機器の据付工事を担当した。現在は中国核
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建株式有限公司と中国広核集団有限公司系の中広核工程有限公司による共同出資体制とな

っている。 

原子力発電分野に進出して以降、上記 2 サイトの他､秦山Ⅱ期、秦山Ⅲ期、岭奧Ⅰ期及び

田湾、防城港、昌江、福清、方家山、桃花江、石島湾（高温ガス炉）など、中国内にある

ほとんどの原子力発電所プロジェクトについて一次系据付工事建設を担う他、秦山Ⅰ期や

石島湾では補助系機器据付工事の受注経験もあり、また中国原子力科学研究院の実験用高

速炉の一次系据付も担当した。 

この他、原子力発電分野以外でも神舟宇宙船シミュレータや航空関連設備、石油化学工

場の建設等も実施し、また、国家核安全局から原子力発電所用の機器（配管、圧力容器等）

の製造許可を受けており、機器製造業者としての機能も併せ持つ。 

 

③中国核工業二四建設有限公司 

中国核工業二四建設有限公司は、1958 年に発足した。軽水炉の他、各種実験炉、研究炉

の建設に係わってきた。原子力発電分野においては、秦山Ⅱ期および秦山Ⅱ期拡張、彭沢

などのプロジェクトで土建工事を担当するほか、海陽、福清、石島湾の建設作業にも関与

している。また、核兵器製造工場から家屋建築プロジェクト、道路敷設なども行う。 

 

④中国核工業第五建設有限公司 

中国核工業第五建設有限公司は、秦山Ⅰ期、大亜湾への参加実績がある他、秦山Ⅱ期拡

張 4 号機の据付作業、秦山Ⅱ期の原子炉建屋建設、2 号機の二次系据付作業、および秦山Ⅲ

期、田湾Ⅰ期の大型設備の吊込作業を完遂してきた。 

海外でも、チャシュマプロジェクトのⅠ、Ⅱ期において、一次系、二次系及び補助系機

器の据付作業を行った他、アルジェリアの RI（放射性同位元素）製造炉プロジェクトへも

参画している。 

同社は原子力発電分野において一次系と二次系の両方で建設実績があり、これは同社に

よれば中国内で唯一である。 

さらに原子力発電分野以外でも、LNG や石油化学プラント建設などに関与しているほか、

前述の第二三建設と同じく、国家核安全局から原子力機器（配管・継手）の製造許可を受

けている。 

 

⑤中国核工業華興建設有限公司 

中国核工業華興建設有限公司は、1958 年に 102 公司第四工程所として発足し、現在に至

る。 

本拠地は江蘇省にあり、中国建築業協会が選ぶ中国内の建設企業・競争力上位 200 社に、

中国核建グループの中から唯一入っている（60 位）。 

LNG プロジェクト、軍事プロジェクト、高層ビル建築プロジェクト、都市開発等で実績
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があるほか、石油化学、鉄道、水力なども業務範囲としている。 

社内には原子力発電プロジェクト事業部、中国内プロジェクト事業部、国際プロジェク

ト事業部、都市建設事業部の 4 つの事業部があり、30 近くの子会社（非過半数支配含む）

には合計で約 8,000 人の社員を抱えている。 

原子力発電分野では主に土建工事の実績があり、台山、寧徳、紅沿河、大亜湾、秦山Ⅲ

期などといった国内プロジェクトだけでなく、チャシュマプロジェクトの土建工事も担当

した。 

 

⑥中国核工業中原建設有限公司 

中国核工業中原建設有限公司は、1992 年 12 月に発足後、1999 年に中国核建傘下の完全

子会社となった。秦山Ⅱ期やチャシュマの基礎工事などといった原子力発電関連プロジェ

クトの他、建屋建設、設備据付、風力発電設備建設などで豊富な実績を持っている。 

 

⑦和建国際工程有限公司 

和建国際工程有限公司は、2014 年 6 月、海外プロジェクト專門の会社として現在の形に

なる。1980 年代初めからアルジェリア、ヨルダン、スーダン、東チモール等で大規模な建

設業務を受注し、また中国がこれまで海外輸出した 4 機の原子力発電機器について、全体

施工および資材供給を担当した。この他にもアジア、アフリカ、中東、欧州など 11 か国に

わたり、機械設備の輸出や据付、建屋建築、石油化学プロジェクト、発電設備輸出や発電

所建設を行うほか、マンガンやクロム、石炭など鉱物資源の貿易事業も実施している。 

 

⑧鄭州中核岩土工程有限公司 

鄭州中核岩土工程有限公司は、前身が 1965 年発足の核工業工程調査院で、当時、原子力

産業において唯一の地質調査組織であった。2010 年に国務院の指示で核工業工程調査院よ

り分割され、現在に至る。現在でも中国核建グループ傘下では唯一、地質調査と基礎工事

を行う企業であり、河南省に本社を構える。 

専門の技術人員を 200 名抱えており、軍事、原子力、原子力発電から民生分野での地質

調査、基礎工事、測量、地盤関連プロジェクトの設計およびコンサル業務、災害評価など

も行う。 

 

⑨中核機械工程有限公司 

中核機械工程有限公司は、本社が秦山で有名な浙江省海塩県にあり、中国内で最も多く

3,000 トン級のクレーンを保有する吊込作業の主要企業である。 

これまで秦山、大亜湾、田湾、台山、福清、三門、海陽、紅沿河等、中国内の多数の原

子力発電所建設プロジェクトで吊込作業を実施し、またパキスタンのチャシュマⅠ、Ⅱ期

のほか、続くⅢ、Ⅳ期でも同作業を担当する。 
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この他にもこれまで中国内の風力発電プロジェクトで 7,000 機以上の発電用風車を建設

したほか、北京オリンピックの鳥の巣会場、天津オリンピックセンター、北京空港などで

も吊込作業を実施してきた。 

 

⑩中核建材有限公司 

中核建材有限公司はかつて中国の原子力発電所建設分野において最大のコンクリート供

給企業であった中核コンクリート株式有限公司から再編される形で、2014 年に武漢で発足。 

 

⑪中核検修有限公司 

中核検修有限公司は前身が 1988 年、前述の二三建設公司（深圳）内に設けられた原子力

発電施設への保修部門である。これまで数回の再編を経て、2014 年に現在の形になる。 

中国核建傘下で唯一、原子力および原子力発電所の検査、保修を專門に行う企業である。

2017 年 3 月末時点で、中国内にある 30 の原子力発電ユニットに対して 180 回の燃料交換

を含む定検作業、および日常の保修業務などを行っている。これは、中国内で運開済みの

原子力発電所では福清を除くすべてに対して、初回からほぼ全ての定検に関与してきてい

ることになる。 

今後は、技術改造やデコミ、廃棄物処理などへも活動の場を広げようという構想がある。 

 

⑫核建高温炉持株有限公司 

核建高温炉持株有限公司は、2012 年 10 月に発足した、中国における 10 大軍事企業の 1

つである。 

事業内容は原子力エネルギー利用、原子力技術研究開発、原子力技術の応用などで、す

でに福建省、江西省、山東省、湖南省、広東省等で準備工事を行っている。また、UAE、

サウジ、南アフリカなどの国と「高温ガス冷却炉原子力発電プロジェクト協力に関する覚

書」など協力体制を構築している。 

 

⑬中核能源科学技術有限公司 

中核能源科学技術有限公司は、2003 年、中国核建と清華大学が出資して発足した企業で

ある。のちに広東核電（現在の中広核）が 3 番目の出資者として加わる。 

主要業務は、原子力エネルギーおよび技術の研究開発、産業化、コンサル業務などで、

高温ガス冷却炉や熱供給用原子炉の開発も関与している。石島湾の高温ガス冷却炉建設プ

ロジェクトでは、全体設計、一次系と補助系機器の設計、機器調達、および建設の元請を

担当している。 

 

⑭中核動力設備有限公司 

中核建設傘下の設備製造企業であり、工業用ボイラー、圧力容器、原子力設備、風力発
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電機のポール等を製造する。すでに 100 以上のボイラーを設計製造しており、また風力発

電用のポールはデンマークのベスタス社など、欧州企業向けにも納品実績がある。2011 年

には南京市で同社の核安全機械設備製造工場が稼働を開始しており、原子力および非原子

力向けの圧力容器を製造する。 

 

中国核建及び主要子会社の概要を次表に記す。 

表 5.6-3 中国核建グループ主要子会社の概要 

 
資本額 （元） 

本社 

登録地 
主要業務 

中国核建株式 

有限公司の 

持株比率（％） 

中国核工業建設株式有限公司 2,625,000,000 北京市 建築施工 61.78* 

①中国核工業第二二建設有限公司 500,000,000 湖北省 建築施工 100 

②中国核工業二三建設有限公司 380,000,000  北京市 建築施工 80 

③中国核工業二四建設有限公司 500,000,000  四川省 建築施工 100 

④中国核工業第五建設有限公司 400,000,000  上海市 建築施工 100 

⑤中国核工業華興建設有限公司 939,730,000  江蘇省 建築施工 86.3 

⑥中国核工業中原建設有限公司 225,000,000  北京市 建築施工 100 

⑦和建国際工程有限公司 200,000,000  上海市 海外プロジェクト、貿易 60 

⑧鄭州中核岩土工程有限公司 68,000,000 河南省 調査 100 

⑨中核機械工程有限公司 220,000,000 浙江省 建築施工 100 

⑩中核建材有限公司 216,000,000 湖北省 建築材料生産販売 100 

⑪中核検収有限公司 67,410,000 広東省 検査 51 

⑫核建高温炉持株有限公司 N.A. 北京市 研究開発、応用 N.A. 

⑬中核能源科学技術有限公司 117,647,100 北京市 研究開発、設計 42.5 

⑭中核動力設備有限公司 263,921,700 江蘇省 設備製造 N.A. 

※持株比率は直接保有分のみ、間接保有分を除く 

※中国核工業建設株式有限公司の持株比率は、親会社である中国核工業建設集団有限公司の持株比率

を表す。 

※中国核工業建設グループの連結対象子会社は、上記の表に掲載された企業とは一致しない。 

出所：中国核工業建設株式有限公司 2016 年報及び各種類資料 
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第 6 章 新型炉(高温ガス炉及び SMR等)の開発動向 

6.1 概要 

（1）中国で開発中の新型炉 

中国は、現時点では世界で最も多くの原子力発電所の建設を進めているが、一方で、高

速中性子炉や、高温ガス炉などの新型炉も積極的に開発している。さらに最近はより小型

で安全性が高い原子炉や、発電以外の多目的炉の研究開発も活発となっている。米国のビ

ル・ゲイツ氏の TerraPower 社との提携、浮揚型原子炉の戦略拠点への配置、高温ガス炉の

第三国への輸出可能性等の動きもあり、中国の小型モジュール炉(SMR)も含めた新型炉の開

発動向を知ることは、中国の原子力産業の動向を把握する上で重要である。 

 

（2）新型炉開発の政策上の位置付け 

 第 2 章の表 2.1-1 で示したように、2017 年 1 月に発表された「エネルギー発展第十三次

5 カ年計画」では、新型炉等の開発は「スマート小型炉、商用高速炉、60 万 kW 級高温ガ

ス炉等の自主的かつ独創的なモデルプロジェクトを適時実行し、原子力エネルギーの総合

利用を推進する。」と謳われている。 

 さらに、表 2.1-3 の「エネルギー技術革新行動計画（2016~2030 年）」の中で、次世代炉

の 2020 年目標として、以下の項目が挙げられている。 

 小型モジュール炉のモデルプロジェクトを完成 

 高速炉の実証炉を建設 

 高温ガス炉 700℃実証プロジェクトを建設 

 超高温ガス炉の 950℃での運転、水素生産の可能性追求 

 溶融塩炉、進行波炉等の先進的原子炉の基幹設備、材料、技術のブレークスル― 

  

（3）開発機関 

基礎研究開発は、中国科学アカデミー傘下の上海大学応用物理研究所、清華大学核能及

新能源技術研究院（高温ガス炉）、中国核工業集団有限公司傘下の研究機関・中国原子能科

学研究院（高速炉）等の大学や研究機関において行われている。高速炉開発は高速増殖炉

として原子燃料サイクルの一翼を担うものであるため、同サイクルを担当する中国核工業

集団有限公司傘下で進められていると考えられる。 

一般的に新型炉の実証炉以降の設計、建設は、3 大原子力事業者（中国核工業集団有限公

司、中国広核集団有限公司、国家電力投資集団有限公司）の関連企業で行われている。  
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6.2 小型モジュール炉（SMR） 

SMR（SMR：Small Modular Reactor）とは、一般的に、電気出力 30 万 kWe 級以下の

小型の発電用軽水炉で、原子炉をモジュール化し工場で量産することで製作費を低減する

とともに、モジュール単位で現場へ輸送・据付することで、原子力発電所建設コストの大

きな部分を占める現場建設工事費の削減を目指すものである。また、原子炉を小型化する

ことで炉内発熱量も小さくできることから、残留熱除去系等の原子炉安全系システムに、

大型電動駆動ポンプによる冷却のような能動的安全システムに替わり、自然対流等を用い

た受動的安全システムを採用することで、安全性を高めることを目的としている。 

SMR を海上に設置できるよう改良したものを特に浮揚型 SMR（FNPP:Floating Nuclear 

Power Plant）と呼んでいる。 

なお発電用軽水炉ではないものの、小型モジュールタイプのものとして、一部の低温熱

供給炉（LTHR）や高温ガス炉（HTGR）も SMR の範疇に入ると考えられるものもある。 

SMR は、三大原子力事業者がそれぞれモデルプロジェクトの完成に向けて開発を進めて

おり、これらについて、以下に説明する。 

（1）中国核工業集団有限公司の開発 

①概要 

中国核工業集団有限公司傘下の研究機関である中国核動力研究設計院は、発電以外でも、

産業用熱源、地域暖房用熱源、海水淡水化等への利用を目的とした、多目的小型モジュー

ル炉 ACP100（別名：凌龍一号、 熱出力 38.5 万 kWt、電気出力 12.5 万 kWe）を開発して

いる。原子炉本体、蒸気発生器(SG)、一次冷却系キャンドポンプを１つの原子炉圧力容器

システムとして組み込むことで原子炉安全性を向上させるとともに、モジュール単位で輸

送することで、現地到着後の建設工事量の低減を図っている。残留熱除去系統設備などに

受動的安全システムを採用し、原子炉は地表下に設置することで外部飛来物耐性を向上さ

せている。大型発電所とする場合、この炉を 2～6 基統合し 1 ユニットとする。1 

中国核工業集団有限公司傘下のエンジニアリング会社である中国核電工程有限公司は

ACP100 の安全性をさらに改良し、キャンドポンプの原子炉圧力容器(RPV)直付けや格納容

器(CV)の水没冷却等の改良で更に安全性を高めた ACP100＋を開発している。2 また、

ACP100 を海上浮揚型とした ACP100S(電気出力 15 万 kWe)も開発されている。 

 

 

 

                                                   
1 Small Nuclear Power Reactors, 2018.03, wna, 

http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reac

tors/small-nuclear-power-reactors.aspx 
2  Government Structure and Ownership, 2017.09, wna, 

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/appendi

ces/nuclear-power-in-china-appendix-1-government-struc.aspx 
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②開発経緯 

エネルギー技術革新第十二次 5 カ年計画で選ばれた ACP100 は、2014 年に予備設計を終

え、予備的安全評価を経て、基本設計を 2016 年初期に完了した。 

さらに中国核工業集団有限公司は 2016 年 4 月、ACP100 の外部評価として、IAEA 新型

炉安全レビューも実施している。 

 

③国内建設状況 

前述のとおり ACP100 は設計フェーズを終了し、上記計画のモデルプロジェクトとして

実機建設計画のフェーズに移りつつあり、具体的サイト名も以下のとおり俎上に上がって

いる。 

建設プロジェクト 1：福建省莆田市。 

・ 国内最初の ACP100 を 2 基、福建省莆田市に建設。 

・ 中国核工業集団有限公司と中国国電集団は、ACP100 建設のための中国核工業集団

有限公司主導の合弁会社（中核新能源有限公司）を設立。 

・ 中国核工業集団有限公司は、中国発展改革委員会へ建設許可を申請。 

・ 2017 年初め、同予定地には ACP100 に替わり大型の原子力発電所が建設されるこ

ととなったため中止。3 

建設プロジェクト 2：海南省昌江。 

・ 2017 年初めにプロジェクト 1 の代替計画として設定された。 

・ ACP100 を 2 基建設する計画。 

・ 2017 年中に中国発展改革委員会建設許可取得を目途としていたが、2018 年 3 月時

点で規制機関の許可は確認できていない。 

建設プロジェクト 3：福建省古雷。 

・ 2 基の ACP100 を建設する計画。 

・ 国務院国有資産監督管理委員会は 2011 年 11 月、計画を承認。地元政府の反対によ

り計画は滞っており、中核新能源有限公司は代替サイトを検討中。 

以上の他、報道によると、中核新能源有限公司は、内陸部の江西省横峰県、江西省寧都

県とそれぞれ 2 基の ACP100 建設に関して合意しており、中国核工業集団有限公司は、沿

岸州の浙江省や黒龍江省と ACP100 建設に関して合意、さらに内陸部の湖南省、吉林省で

の ACP100 建設も検討している。 

 

 

 

                                                   
3 Nuclear Power in China, 2018.01, wna,  

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/china-n

uclear-power.aspx 
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④海外展開 

ACP100 に関するプロジェクトとして、イラン原子力庁は 2015 年 7 月、2 基の ACP100

をインド洋オーマン湾に面したマクラーン海岸に建設する提案を受けたと発表した。4 中国

とイランは 2015 年 8 月、マクラーン地点開発に関する協力覚書を締結した。5 

英国政府は SMR の開発に向けた公募をしており、2016 年、中国核工業集団有限公司の

設計会社である中国核電工程有限公司社は、英国政府に ACP100＋の提案を行った。 

 

図 6.2-1 ACP100 特徴図 

 

※蒸気発生器(SG)、循環ポンプ(CP)、加圧器を RPV 内に収めることで原子炉一次系破断確率を低減している。 

出所：中国核能電力有限公司 

 

 

 

                                                   
4 Nuclear Power in Iran, 2017.04, wna, 

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/iran.as

px 
5 Iran signs MOU with China to cooperate in Chinese construction of two nuclear 

reactors at Chabahar, 2015.08, defence.pk, 

https://defence.pk/pdf/threads/iran-signs-mou-with-china-to-cooperate-in-chinese-constr

uction-of-two-nuclear-reactors-at-chabahar.394539/ 
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表 6.2-1 ACP100 主要諸元 

 

CNNC：中国核工業集団有限公司、CNPE：中国核電工程有限公司、NPIC：中国核動力研究設計院 

出所：WNA、IAEA  

 

（2）中国広核集団有限公司の開発 

仏アレバ社（現フラマトム社）の M310 技術の国産化を起点として CPR、ACPR 炉型開

発を進めてきた中国広核集団有限公司（CGN）は、陸置き小型モジュール炉としてACPR100、

浮揚型として ACPR50S を開発している。また、ACPR100 は、大きな発電所を構成する小

型モジュール型の炉としても利用できるとしている。特徴としては、受動型残留熱除去シ

ステムを有し、SG は RPV と一体構造とされ、電気出力は 14 万 kWe である。1 モジュー

ル(原子炉圧力容器)は、高さ 17m、内径 4.4m である。 

 

（3）国家電力投資集団有限公司の開発 

国家電力投資集団有限公司系では、ウエスチングハウス社の AP1000 技術を基に国産化

（CAP1000）、大型化（CAP1400）を進めてきた国家核電技術有限公司は、上海核工程研

究設計院と協力し、大型炉で得た炉設計技術を用い、CAP1400 と同じ燃料集合体を短尺化

した小型モジュール炉 CAP150 を、更に経済性を改善し電気出力 22 万 kWe の CAP200 を

開発した。CAP200 の特徴として、2 基の蒸気発生器（SG）は原子炉圧力容器(RPV)に直

接接続され、炉出力 20％まで有効な自然循環炉心冷却システムを有する。国家核電技術有

限公司は、更に小型の電気出力 4 万 kWe の CAP50 を浮揚型として開発している。 

 

ACP100
炉型 PWR

熱出力 38.5 万kWt                     
電気出力 12.5 万kWe                     
位置付け 商業炉

推進者 CNNC, CNPE                                                
設計 NPIC                                                         
炉圧 15.0MPa                          

一次温度 323℃
二次冷却材 水(蒸気)
二次温度 287℃       

RPV (Reactor Presser Vessel) 10m(H)x3.19m(D)                                   
RPVモジュール重量 250t                                        
燃料濃縮度 4%未満
燃焼度 45GWd/tU                     

蒸気発生器(SG) 合体型  
熱供給能力 1000 GJ/hr                  
淡水製造能力 12,000 m3/day (MED)               

一次系循環 強制循環   
原子炉冷却系 合体型  
工学的安全系 受動型

燃料交換 24か月
設計運転年数 60年
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表 6.2-2 CAP200 炉の主要諸元 

 

SNPTC：国家核電技術有限公司、SNERDI：上海核工程研究設計院 

出所：WNA、IAEA  

 

 

6.3 浮揚型 SMR 

 表 2.1-5 の「エネルギー技術革新第十三次 5 カ年計画」に示された、洋上原子力プラット

フォームは浮揚型 SMR（FNPP : Floating Nuclear Power Plant）として、2－10 万 kW の

開発を 3 大原子力事業者が競っている。浮揚型 SMR で着工しているのは、中国広核集団有

限公司の ACPR50S で同社は遼寧省渤海造船所に建造し、2019 年の試験運用開始を計画し

ている。同計画含め、各社の開発状況を以下に示す。 

（1）中国核工業集団有限公司の浮揚型 SMR 開発 

中国核工業集団有限公司は、陸上設置型 SMR である ACP100 をベースに ACP100S とい

う浮揚型 SMR を開発している。 

ACP100S の電気出力は 15 万 kWe であり、中国核電工程有限公司も販売推進に協力して

いる。１ 2015 年 10 月、中国核工業集団有限公司傘下の研究機関である中国核動力研究設

計院は、英国のロイド社に、ACP100 を用いて浮揚型原子炉（ACP100S）を設計する際の

技術支援を依頼した。中国発展改革委員会が ACP100 の浮揚型である ACP100S を「革新

的エネルギー技術」に選定したことを受け、中国核工業集団有限公司は 2016 年 1 月、着工

予定を 2016 年末、運開予定を 2019 年とする ACP100S 実証プラント建設計画を明らかに

した。その後、中国核工業集団有限公司は 2016 年 7 月、中国最大の造船会社である中国船

舶重工集団公司（CSIC）と 2019 年の運転開始を目指す ACP100S 実証プラント建設計画

に合意した。ただし、2018 年 3 月時点で規制当局による着工許可は確認されていない。 

 中国核工業集団有限公司は 2017 年 8 月、浮揚型 SMR（FNPP）を開発・建設・運転管

理する合弁会社として、中核海洋核動力開発有限公司社を設立した。出資割合は、中国核

CAP200
炉型 コンパクトPWR                    

熱出力 66万kWt                  

電気出力 22万kWe                

位置付け 商業炉
推進者 SNPTC                             

設計 SNERDI                     

炉圧 15.5MPa                          

一次温度 313℃
RPV (Reactor Presser Vessel) 8.5m(H)x3.3m(D)           

RPVモジュール重量 200t                           

蒸気発生器(SG) RPV直付SG ２台                                

一次系循環 強制循環   
原子炉冷却系 コンパクト型                     

工学的安全系 受動型

燃料交換 24か月

設計運転年数 60年
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能電力 51%、上海国盛集団 20%、江南造船集団 10%、上海電気集団 10%、浙江浙能電力

9%である。なお、江南造船社は、中国船舶工業集団の一員である。 

 

（2）中国広核集団有限公司の浮揚型 SMR 開発 

仏アレバ社の大型炉 M310 の導入やその後の大型炉 CPR、ACPR 炉型開発で培われた技

術を基に、中国広核集団有限公司は浮揚型 SMR として ACPR50S を開発している。 

ACPR50S は、表 6.3-1 に示すように受動型残留熱除去システムを有し、設計運転年数は

60 年で、濃縮度 5%未満の標準型燃料を用い、30 か月の連続運転を可能としている。はし

け上設置型または水中型の FNPP として設計されている。同炉は ACP100 と同様、発電を

始め、産業用熱源、地域暖房用熱源、海水淡水化等への利用を目的としている。 

中国発展改革委員会が ACPR50S を「革新的エネルギー技術」に選定したのを受け、中

国広核集団有限公司は 2016 年 1 月、着工予定を 2017 年、発電開始予定を 2020 年とする

ACPR50S 建設計画を発表した。同月、中国広核集団有限公司は、中国最大の沿岸石油資源

開発会社である中国海洋石油集団が行う石油ガス開発に電力を供給する協定を結び、続い

て、造船最大手の中国船舶重工集団公司（CSIC）と海上プラットフォーム向けの原子力発

電設備の共同販売契約を締結した。そして中国広核集団有限公司は 2016 年 4 月、中国船舶

重工集団公司（CSIC）の遼寧省渤海造船所に同社の浮揚型発電所初号機を、2019 年試験運

転開始を目指すことを明らかにした。さらに同社は 2016 年 11 月、東方電気集団公司と

ACPR50S 実証機用圧力容器（PV）製作の契約を締結した。WNA によると浮揚型 SMR 建

設において原子炉圧力容器の発注は、原子力発電所の着工と同じ重要性を持ち、実証機の

建設が開始されたとみなせるとしている。 
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（3）国家電力投資集団有限公司の浮揚型 SMR 開発 

国家電力投資集団有限公司系エンジニアリング会社である国家核電技術有限公司は、

CAP50 を浮揚型 SMR として開発している。CAP50 は、熱出力 20 万 kWt だが、蒸気温度

が 250℃と低いため、電気出力は 4 万 kWe 程度となっている。2 基の外部 SG を有し、5

年の燃料交換としている。 

 

 

6.4 低温熱供給炉（LTHR） 

低温熱供給炉(LTHR：Low Temperature Heating Reactor)とは、原子炉からの熱を直接

地域暖房等の低温熱源に利用するタイプの炉型を言い、ロシア等で開発が進んでいる。中

国も地域暖房の熱源の大部分が石炭であり、大気汚染や地球温暖化防止の観点から、石炭

ボイラーの代替熱源の開発が望まれている。 

 石炭ボイラーの代替とするためには、熱供給コストを石炭ボイラーと同等まで下げる必

要がある。一方、熱供給は電力に比べ供給距離が長くできないことから、熱供給基地は居

住区の近傍におかれるため、特段の安全性が求められる。この相反する条件を、低温熱供

給に特化した原子炉設計とすることで解決しているのが LTHR である。 

LTHR として共通する点は、原子炉の熱を地域暖房等に供給するので、原子炉内の放射

性物質により地域の熱供給系が汚染されない用、原子炉冷却系（一次）ループと地域熱共

系（三次）ループの間に中間(二次)ループを設け、三次ループ構成としている点である。6 

LTHR の型式として、現在の PWR と同類の原子炉圧力容器(RPV)を有する「容器（タンク)

型」と、原子炉圧力容器（RPV）がなく、原子炉が直接大型プールに浸かる「プール型」

の 2 つがある。 LTHR は中国広核集団有限公司と中国核工業集団有限公司の 2 社が開発し

ている。 

（1）中国核工業集団有限公司の開発状況（プール型） 

中国核工業集団有限公司系列では中国原子能科学研究院によりプール型 LTHR の開発が

進められてきた。7 

中国原子能科学研究院が、研究用原子炉を熱供給用に改造し、新たに 2 つの二次隔離ル

ープを設け、同研究院内のビル 10,000ｍ2に 168 時間の熱供給を 2017 年 11 月に達成した

のを受け、中国核工業集団有限公司は、熱出力 40 万 kWt の LTHR モデルとして DHR-400

                                                   
6 The 200 MW nuclear heating reactor and its possible application in seawater 

desalination, 1994, INET, 

http://www.uxc.com/smr/Library%5CDesign%20Specific/NHR-200/Papers/1994%20-%2

0The%20200%20MW%20NHR%20and%20its%20Possible%20Application%20in%20Sea

water%20Desalination.pdf 
7 China National Nuclear Corporation Develops World's Largest Heating Reactor, 

2017.11, CNNC, 

https://www.yicaiglobal.com/news/china-national-nuclear-corporation-develops-worlds-l

argest-heating-reactor 
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を正式に発表した。 

DHR-400 の詳細仕様が未入手であるため、中国核工業集団有限公司の設計者が 2016 年

に発表した DHR-400 と同じ 40 万 kWt の LTHR である SPLTHR（Swimming Pool-type 

Low-Temperature Heating Reactor ）の仕様を以下に説明する。8 

 中国核工業集団有限公司によれば、SPLTHR と石炭ボイラーの経済性を比較した場合、

SPLTHR の建設費は 2～3 倍だが、設計運転期間も 3～４倍(40～60 年)なので、SPLTHR

が経済的としている。 

 

表 6.4-1 SPLTHR 主要諸元 

 
CNNC：中国核工業集団有限公司 

出所：中国核工業集団有限公司 

 

（2）中国広核集団有限公司の開発状況（タンク型） 

清華大学の核能及新能源技術研究院は 1980 年代から LTHR を研究してきた。1983-1984

年は既存のプール型炉を用いて、近隣の建物への熱供給実験を行った。その後、プール型

とタンク型の様々な設計の炉を比較し、中国国内の熱供給網の状況を検討した結果、最終

的に現在のタンク型炉の仕様を定めた。熱出力 0.5 万 kWt のタンク型研究炉 NHR-5 は清

華大学において 1986 年に建設開始され、1989 年に完成した。 

中国広核集団有限公司は NHR-5 の技術を受けて熱出力 20 万 kWt のタンク型熱供給炉

NHR200-II を開発した。仕様は、二重の原子炉圧力容器（RPV）内に蒸気発生器（SG）等

を内蔵する二重タンク式で、原子炉一次冷却系はポンプを廃した自然循環による冷却とし

ている。 原子炉の加圧を RPV 内の蒸気で行う自己加圧式の PWR で、水圧駆動落下式制

御棒駆動機構（CRD）を有する。RPV 開口部は上部の小口径のみとし、RPV からの冷却材

喪失確率を最小化している。9 さらに受動的安全性を有し、非常用炉心冷却系(ECCS)、格

納容器スプレイ・冷却系を不要としている。地域への熱供給は、130℃蒸気で供給する。 

                                                   
8 Swimming pool-type low-temperature heating reactor: recent progress in research 

and application, 2016, cnnc, 

https://ac.els-cdn.com/S1876610217335968/1-s2.0-S1876610217335968-main.pdf?_tid=e

dadc7f0-17aa-11e8-a683-00000aacb35f&acdnat=1519288541 8be8a18c3020e85b00730c

f18f410605 
9 AN INTEGRAL DESIGN OF NHR-200, 1994, INET, 

http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/ Public/29/009/29009800.pdf 

SPLTHR (DHR-400)          

炉型 LTHR (Pool type)         

熱出力 40万kWt                                    

電気出力 .

位置付け 40万kWt商業炉      
推進者 CNNC                           

設計 CNNC                      

炉圧 0.32 MPa                   

一次温度 100℃

プール 10.0m(d)x24m(depth)                   
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表 6.4-3 NHR と大型 PWR の比較 

           

出所：清華大学 

 

 

6.5 高速炉（FNR） 

中国の高速炉（FNR : Fast Nuclear Reactor）の研究開発は 1965～1986 年の基礎技術研

究、1986～1992 年の応用技術研究、1992～2011 年のエンジニアリング技術の 3 段階を経

て発展してきた。また、科学技術省（MOST）は 1986 年、国家ハイテク研究開発「863 計

画」を掲げ FBR 計画を推進している。 

中国では、燃料再処理実証施設の開発と並行し、原子燃料サイクルの確立を目指して、

中国核工業集団有限公司（CNNC）傘下の中国原子能科学研究院（CIEA）が高速実験炉

CEFR（出力 2.5 万 kW）の開発を行っている。 

（1）高速炉基礎開発 

研究炉 CEFR の設計概念は 1990～1992 年に完了し、1995 年にプロジェクトが承認され

た。その後、CEFR は 2010 年 7 月に臨界に達しており、2011 年 7 月には電力系統に接続

している。同炉はロシア高速実験炉 BOR-60（ナトリウム冷却、出力 2.5 万 kW、炉心熱出

力 6.5 万 kW）に類似した設計である。 

再処理実証施設と同様、CEFR は建設期間中に多くの問題に直面した。主要系統・機器

機能の変更、原子炉容器と炉内構造物を含む一体型原子炉構造物の設置、プール型高速炉

の設計統合における技術的管理経験の不足などが問題となり、同プロジェクトは長期の建

設期間が必要となり、2000 年 5 月のコンクリート初打設から 2010 年 7 月の初臨界まで約

10 年の歳月が費やされた。高速実験炉（CEFR）の概略図を図 6.5-1 に示す。 

NHR PWR

一次系配置 統合型 独立型
一次系加圧方式 自己加圧 加圧器
一次系循環 自然対流 強制循環
安全系 受動型 能動型

制御棒駆動 液圧駆動 電動機機械式
使用済燃料保管 RPV内 RPV外
非常用炉心冷却系 なし 多重システム
CVスプレイ系 なし 有
ホウ素注入系 なし 有

非常用発電機 非安全系 安全系
機器冷却系 非安全系 安全系(一部)
換気系設備 非安全系 安全系(一部)





平成 29 年度原子力の利用状況等に関する調査（中国における原子力発電事業及び政策動向等に関する調査）-報告書 

  
152 

 

  

 

②現在の計画 

中国原子能科学研究院は国産技術で進めるプロジェクト１を修正し、実証炉を 60 万 kW

級の CFR600 に変更し、商業炉(CCFR)は、100 万 kW 級の CFR1000 を建設する計画とし

た。中国核工業集団有限公司は 2017 年 12 月、福建省霞浦 1, 2 号機として CFR600 の、建

設を開始したと発表した。12 (ただし中国核工業集団有限公司は「原子炉建屋の基礎コンク

リート打設開始」と言っているが、着工の判断とする「安全系」であるか不明。2018 年 3

月時点で規制機関の許可は確認できていない)。商業運転開始は 2023 年を予定している。 

CFR600 は、熱出力 150 万 kWt、電気出力 60 万 kWe で 41%の熱効率を有する。原子炉

一次冷却系は 2 ループで、480℃の蒸気を発生する。 

次の商業炉 CFR1000 は電気出力 100～120 万 kWe となる。2020 年に実施判断を行い、

2028 年 12 月着工、2034 年頃運転開始の計画である。燃焼度は金属燃料で 120-150 GWd/t

である。 

ただし、CFR1000 について、中国原子能科学研究院の専門家は「高速炉の商用化は不確

定である。」と述べている。また、商用高速炉の中国での展開について中国原子能科学研究

院は、「ウラン価格」、「内陸部の安全確認と実行可能性」、「石炭火力と高速炉の発電コスト

比較」等の要素に依存するとしている。 

 

表 6.5-1  CFR-600 主要仕様 

 

SFR：Na 冷却高速炉、CIAE：中国原子能科学研究院、CNNC：中国核工業集団有限公司 

出所：WNA  

 

 

6.6 高温ガス炉（HTGR）開発動向 

高温ガス炉(HTGR : High Temperature Gas cooled Reactor)とは、中性子の減速材に黒

鉛を使用し、また原子炉からの熱を取出す冷却材に He ガスを利用し約 1000℃の高温を取

                                                   
12 China begins building pilot fast reactor, 2017.12, wna, 

http://www.world-nuclear-news.org/NN-China-begins-building-pilot-fast-reactor-291217

4.html 

CFR-600             

炉型 SFR(pool)
熱出力 150万kWt                        

電気出力 60万kWe                          
位置付け 60万kWe実証炉

推進者 CNNC
設計 CIAE                 

燃焼度 100(MOX), 120(metal)                    
発電効率 41%                                   

原子炉停止系 能動・受動
残留熱除去系(RHR) 受動

設計運転年数 40年
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出すことで、発電効率の向上や水素製造等の工業用熱利用を多目的に目指すものである。   

中国では、清華大学核能及新能源技術研究院にて、ビリヤード球大の燃料がサイロに詰

められた「ペブルベッド」型の開発が進められてきた。基礎研究炉の HTR-10 が 2003 年に

運転開始しており、実証炉の HTR-PM が現在建設中で、商業炉の HTR-PM600 が建設着

工間近となっている。表 2.1-2 に示す通り、「中国製造 2025－エネルギー設備実施プラン」

でも、石島湾の高温ガス炉実証プロジェクト、福建省霞浦 60 万ｋWe 高温ガス冷却炉の商

業用模範プロジェクト後のフォローアップを行い、高温ガス炉の試験と産業化を促進する

とされている。 

（1）HTR-10 (研究炉)の開発 

中国では、1970 年代より高温ガス炉の研究を続けてきた。1995 年には研究炉 HTR-10

が北京市郊外の清華大学に建設着工され、2000 年には臨界を達成、2003 年から定格出力運

転が開始され、その後長期運転されている。国家核安全局は 2014 年 7 月、清華大学に対し

2024 年 6 月まで HTR-10 の運転を許可している。  

 

（2）HTR-PM(20 万 kWe 実証炉) の開発（石島湾プロジェクト） 

HTR-PM は、研究炉 HTR-10 と同じ炉心設計を引き継ぎ、１原子炉当たりの熱出力を 25

万 kWt に拡大した原子炉 2 基を用い、１基の気力タービン発電機を駆動する電気出力 20

万 kWe の発電実証プラントである。 

設計は清華大学(INET)が行い、建設プロジェクトは、中国 5 大発電会社の一つである華

能集団が中心となり、中国核工業建設集団有限公司、清華大学が参加するコンソーシアム

華能山東石島湾核電有限公司が推進する。華能山東石島湾核電への出資割合は、華能集団

の子会社である 華能国際電力が 47.5%、中国核工業建設集団有限公司 が 32.5%、清華大

学が 20%を出資している。それぞれの役割は、華能国際電力がプロジェクトの推進役とし

て、中国核工業建設集団有限公司は後続の商業機 HTR-PM600 推進役の準備として、清華

大学は技術担当として参画している。 

華能集団は中国最大の発電容量を持つ発電会社ではあるが、原子力事業者ではないので、

商業用原子力発電事業に参画することは難しいとされていたが、HTR-PM プロジェクトが

研究開発の一環と位置付けられたためか、本プロジェクトの筆頭推進者となっている。 原

子炉系設備の建設は中国核工業建設集団有限公司と清華大学が合弁で設立したチナジー 

(Chinergy) 社が受託した。 

主要構造物・システム・機器は中国で製造可能であり、全体の国産化率は 75%、予定建

設工期は初号機で 50 か月である。 

2011年、中国発展改革委員会の建設許可を受け現地工事が開始し、2017年9月、燃料（球）

装荷が完了した。同炉の発送電は、2017 年とされていたが 2018 年へ遅延したと見られる。

13 

                                                   
13 First HTR-PM vessel head in place, 2018.01, wna, 
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る HTR 商業機展開の窓口となった 。 

HTR-PM600 実証炉の建設計画は、「中国製造 2025－エネルギー設備実施プラン」に、

福建省霞浦サイトとの記載がある。 

中国核工業建設集団有限公司は内陸部の江西省瑞金市に商業炉 HTR-PM600 を２基、サ

イト合計 120 万ｋWe を建設する計画について、初期フィージビリティスタディを 2015 年

4 月に終えた。中国核工業建設集団有限公司と地元政府は中国発展改革委員会に建設許可を

申請、2017 年の着工と 2021 年の系統接続を目指している。3 （2018 年 3 月時点で、規制

当局の許可は確認されていない。） 

また、中国核工業建設集団有限公司は 2016 年 7 月、3 大原子力事業者の一つ中国広核集

団有限公司と国内と海外において HTR を建設する協同企業体を立ち上げ、サプライチェー

ン強化のため中国第一重機械とも契約し、福建省萬安に HTR-PM600 を建設する計画のフ

ィージビリティスタディも開始した。同計画場所は内陸部の江西省瑞金市プロジェクトの

代替候補地かもしれない。計画では江西省瑞金市と同様、HTR-600 を 2 基、2022 年起動

で計画している 。 

この他、HTR-PM600 に関するフィージビリティスタディとして、2017 年 9 月にチナジ

ー社より浙江省三門県、福建省霞浦、広東省百安等のサイト候補地が報告されている。 

 

（4）輸出 

中国核工業建設集団有限公司は、サウジアラビアのアブドラ国王原子力再生可能エネル

ギー都市機構(KA-CARE)と、HTR-PM 炉建設を目指した協力協定を 2016 年 1 月に調印し

た。また、同社は 2016 年 4 月、英国のエネルギー関連エンジニアリング企業である AMEC

フォスターウィーラー社とも、英国他へ HTR を建設することを目指した協力覚書を締結し

た。さらに 2016 年 8 月、同社はインドネシア原子力庁(BATAN)と、インドネシアで HTR

実験炉を開発していく協力協定を調印した。14 この他、ドバイ、UAE、南アフリカにも提

案中である 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
14 China's Nuclear Fuel Cycle, 2017.11, wna, 

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/china-n

uclear-fuel-cycle.aspx 
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表 6.6-1 HTR-PM、HTR-PM600 仕様比較 

 

 CHNG：中国華能集団有限公司、CNEC：中国核工業建設集団有限公司、INET：清華大学核能及新能源技術研究院 

出所：WNA  

 

 

6.7 トリウム溶融塩炉(TMSR)の開発動向 

中国はエネルギーセキュリティの観点から、ウランに比べ中国でも豊富に存在するトリ

ウム(Th)を利用した原子燃料サイクルの確立と、中国北西部の砂漠地帯における水を必要と

しない電源・熱源として、TMSR(Thorium Molten Salt Reactor)の開発を行っている。 

 溶融塩炉(Molten Salt Reactor)とは、原子炉から熱を取出す媒質(原子炉一次系冷却材)に

溶融塩を用いる原子炉である。通常用いられる水より高温の熱を取出せ、高温ガス炉

(HTGR)で用いられるヘリウム(He)より熱容量が大きいため原子炉を小型化でき、ナトリウ

ム冷却の高速炉(SFR)で使用されるナトリウムほど化学活性が高くないので安全性が高い

等の利点がある。また、燃料となる Th を溶融塩に溶かした液体型燃料(LF：Liquid Fuel)

とすれば Th の利用効率を高めることが可能となる。 

（1）研究開発概要 

2011 年 1 月、中国科学アカデミーは TMSR に関する知的財産権を確保すべく TMSR 研

究開発計画を開始し、2014 年、その中核として中国科学アカデミーの下部組織である上海

大学応用物理研究所に TMSR センターを設置した。15 16 

                                                   
15 Chinese Government to invest billions on Molten Salt Reactor technology, 2017.12, 

linkedin, 

https://www.linkedin.com/pulse/chinese-government-invest-billions-molten-salt-reactor-

deng 
16 Current Progress in Pyroprocess Technologies for TMSR in SINAP, 2014.10, SINAP, 

http://www4vip.inl.gov/conferences/iprc-2014/d/presentations/20s1-03.pdf 

HTR-PM HTR-PM600

炉型 HTGR HTGR

熱出力 25万kWt                   25万kWt                   
電気出力 21万kWe                   65.5万kWe                   

位置付け 実証炉          商業炉                    
推進者 CHNG                                        CNEC                                              

設計 INET INET

建設 Chinergy Co.        Chinergy Co.        
原子炉数 2基                       2基x3                       

炉圧 7 Mpa                   7 Mpa                   
一次冷却材 He                         He                         

一次温度 750℃           750℃           

二次冷却材 水(蒸気) 水(蒸気)
二次温度 566℃         566℃         

RPV (Reactor Presser Vessel) 25m(H)x5.7m(D)     25m(H)x5.7m(D)     
燃料濃縮度 8.5%                           8.5%                           

燃焼度 90MWd/tU             90MWd/tU             
タービン数 1機                       1機                       

発電効率 40%                               43.7%                               
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表 6.7-1 TMSR-SF1 主要諸元 

 

TMSR-SF ：トリウム溶融塩炉(固体燃料型）、SINAP：上海大学応用物理研究所、TRISO：tri-isotropic 三重被覆粒 

出所：WNA  

 

上海大学応用物理研究所は 2017 年 1 月、1 万 kWt 級試験炉 TMSR-SF1 の 2020 年頃着

工に向け、国家核安全局建設許可の前提となる予備的安全評価（PSAR）を進めていると発

表した。 

 

（3）液体燃料型 TMSR 開発(TMSR-LF) 

TMSR-LF では、2MWt の TMSR-LF1 が概念設計の段階にある。同炉は、濃縮度 20%未

満の U235 を燃料とし、内包した 50kg の Th を、転換比 0.1 で U233 に転換する。燃料は

UF4 として純度 99.95%の Li-7 を使用した FLiBe 溶融塩に溶解される。当初は、運転中に

再処理を実施しないが、次の開発段階では、運転中に再処理を実施する計画である。運転

中再処理が実用化されると、Th の利用効率を 20%から 80％に高められる。 

TMSR-LF 開発は、運転中の燃料乾式再処理技術開発も含め、Th サイクルの完成形を目

指すものである。 

TMSR-SF と同様、1MWt 級研究炉、1 万 kWt 級実証炉、10 万 kWt 実証炉、1GWt 実

証炉(商用炉)と順に拡大して行く計画である。 

許認可対応として、2017 年 1 月の上海大学応用物理研究所の発表では、2MWt 級試験炉

TMSR-LF1 の 2020 年頃着工に向け、国家核安全局建設許可の前提となる予備的安全評価

（PSAR）が進行中である。 

 

TMSR-SF1
炉型 TMSR-SF
熱出力 1万kWt                        
電気出力 .
位置付け 研究炉                                  
推進者 SINAP                        

設計 SINAP                        
建設 SINAP                        
一次冷却材 FLiBe (99.99%Li-7)       
二次冷却材 FLiNaK                     
二次温度 650℃              
炉心 3m(H)x2.85m(D)             
RPV (Reactor Presser Vessel) 7.8m(H)x3m(D)              
燃料 60mm球(TRISO粒入)                           
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表 6.7-2 TMSR の開発計画。 

 

出所：WNA 、上海大学応用物理研究所 

 

（5）その他の動き 

2017年４月、中国科学院と 甘粛省 武威市は、2020 年頃を目指して、同市に 2 基のTMSR

（Thorium Molten Salt Reactor トリウム溶融塩炉）を建設する協力協定に調印した。同

プロジェクトは 2 期に分けて建設され、投資総額は 220 億元(3 billion USD)。さらに 2017

年 11 月、中国科学院と 甘粛省は、同開発協力協定に調印した 。 

 

 

6.8 進行波炉（TWR） 

進行波炉（TWR : Travelling Wave Reactor）とは、米国 TerraPower 社により開発され、

廃棄物（劣化 U）を燃料とし、炉内で燃料を自己生産しながら運転できるため、1 回の燃料

装荷後は無補給で 40 年に亘り継続運転できるナトリウム冷却型高速炉(SFR)である。燃料

濃縮や燃料輸送・交換、再処理、廃棄物処理の負荷を減らし、既存の原子燃料サイクルの

コンセプトを大きく変革し得る原子炉である。 

（1）概略 

TWR の原理は、燃料内に装荷された非核分裂性の U-238 が炉内の中性子により順次核分

裂性の Pu-239 に転換されつつ燃料として消費されるもので、あたかも線香が燃焼していく

ように転換・燃焼する部分が移動することから同炉を「転換・燃焼炉」ということもある。 

開発課題は、革新的炉心設計と、他のナトリウム冷却型高速炉と同様、商業規模でのナ

トリウム取扱技術の確立である。 

TerraPower 社は 2006 年、米国マイクロソフト社のビル・ゲイツ氏ほかによりワシント

ン州で設立された。19 

TerraPower 社による TWR 計画は、2020 年前後に 60 万 kWe 実証機 TWR-P を運開、

                                                   
19 CNNP to promote new-generation reactor, 2017.09, China Daily, 

http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-09/14/content 31973403.htm 

TMSR-SF TMSR-LF

～2020 TMSR-SF0 (400kWtヒータ)  模擬炉                                  .
TMSR-SF1(1万ｋWt) 技術実証炉                                      TMSR-LF1 (0.2万ｋWt) 研究炉    

.
～2025

TMSR-SF2 (10万ｋWt) 実証炉                     TMSR-LF2 (1万ｋWt) 技術実証炉                                             

～2035 TMSR-LF3 (10万ｋWt) 実証炉             

TMSR-SF3 (100万ｋWt) 実証炉       TMSR-LF (100万ｋWt) 実証炉              
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2020 年代後半に 115 万 kWe 商業機 TWR-C を運開させるというもの。商業機仕様として、

電気出力 60～120 万 kWe を目標としている。20 

 

（2）中国での経緯 

TerraPower 社と中国核工業集団有限公司は 2015 年 9 月、実証機 TWR-P を 2018～2025

年の間で福建省霞浦サイトの 4 号機として建設する計画を念頭において新型炉についての

協力覚書を締結した。しかし、中国核工業集団有限公司系の建設会社中国核工業二三建設

有限公司は 2018 年 1 月、霞浦サイト 4 号機としてナトリウム冷却型高速炉 CFR600 を建

設することを明らかにしており、TWR-P の具体的建設計画は現時点では不透明となってい

る。 

 一方、TWR の実用化に向けて、最近、以下に説明する 2 つの新会社が設立され、さらに

TerraPower 社と中国核工業集団有限公司で合弁企業の設立が発表された。 

中国核工業集団有限公司傘下の中国核能電力股份有限公司（CNNP）は 2017 年 9 月 12

日、TWR の実用化を目指して 2 つの新会社を設立すると発表した。21  

1 つ目は「中核河北核電有限公司」(暫定名称)で、TWR の建設・運転・管理を通じて電

力・熱供給・技術コンサルティング等を行うもの。資本金は 10 億元($153.23 million)、出

資割合は CNNP (35%)、神華集団(30%)、華電福新(15%)、浙能電力(10%)、建投能源(10%)。

本社は河北省滄州市。22 

2 つ目は、中核行波堆科技投資（天津）有限公司で、後述の環球創新核能技術有限公司へ

の投資を含む TWR 分野への投資が主な業務である。資本金は 7.5 億元($114.9 million)、出

資割合は CNNP の投資子会社・中核技術投資有限公司（35%）、神華集団(30%)、華電福新

(15%)、浙能電力(10%)、建投能源(10%)で、本社は天津市に置かれる。  

中国核能電力股份有限公司は、この新会社 2 社の設立は、先進的 TWR 技術開発の促進に

つながるものであるとともに、“北京-天津-河北省地域開発戦略”に合致するものであると

した。 

さらに TerraPower 社と中国核工業集団有限公司は 2017 年 10 月 2 日、米中の協力協定

に基づき話し合いが進められる中、大きな一歩として、TWR の設計を完成させ TWR 技術

の商業化を推進する共同会社、環球創新核能技術有限公司の設立に合意した。中国核工業

集団有限公司側の出資者は中核行波堆科技投資（天津）有限公司。TerraPower 社と中核行

波堆科技投資（天津）有限公司の出資割合は 50:50 である。23 

                                                   
20 TWR-P, 2016, IAEA, https://aris.iaea.org/PDF/TWR-P.pdf 
21 China National Nuclear Power plans to establish Hebei company, 2017.09, China 

Daily, http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-09/12/content 31894028.htm 
22 中核河北核电有限公司, 2017.09, CNNP, 

http://www.htnpc.com/art/2017/9/12/art 24 5080.html 
23 TerraPower Establishes Joint Venture with CNNC for TWR Co-Development 

http://terrapower.com/updates/terrapower-establishes-joint-venture-with-cnnc-for-twr-c

o-development/ 
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表 6.8-1 TWR-P 主要諸元 

 

CNNC：中国核工業集団有限公司 

出所：IAEA  

 

表 6.8-2 TWR-C 主要諸元 

 

CNNC：中国核工業集団有限公司 

出所：WNA  

 

TWR-P
炉型 TWR
熱出力 147.5万kWt                                      
電気出力 60万kWe                                    
位置付け 60万kWe実証炉                         
推進者 CNNC
設計 TerraPower
炉圧 0.1MPa                                       
一次冷却材 Na
一次温度 500℃                      
炉心 5.5m(H)x4m(D)                            
RPV (Reactor Presser Vessel) 17.65m(H)x13.3m(D)                           
燃料交換 30-40年(炉内移動18-24月)                  
設計運転年数 40年
運開 2018-22年                    

TWR-C
炉型 TWR
熱出力 .

電気出力 115万kWe                           
位置付け 100万kWe商業炉    
推進者 CNNC

設計 TerraPower
一次冷却材 Na
運開 2020年代後半     
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第 7 章 中国の原子力安全規制  

7.1 原子力施設に対する安全規制 

（1）規制の概要 

中国の原子力規制については、1984 年まで「核工業部」（部は日本の省に相当）が原子力

行政と規制を一体として実施していた。原子力の民間利用の促進を図るため、行政と規制

を分離する方針となり、安全規制分野を独立して行う機関として「国家核安全局」を 1984

年に設立し、「国家科学技術委員会」に所属することにした。その後、1998 年に「国家核安

全局」は「国家環境保護総局」に編入され、2008 年には「国家環境保護総局」が部（省）

に昇格となり、「国家核安全局」は「国家環境保護部」の所属に移される形で、安全規制機

能が強化された。 

 

① 環境保護部（国家核安全局）の役割 

 環境保護部（国家核安全局）は、中国全土の原子力安全保障の統一的かつ独立的な規制

を行っている。環境保護部（国家核安全局）の原子力安全規制に関する業務担当を以下に

示す。 

a. 原子力安全および放射線安全の監督管理。原子力安全、放射線安全、電磁放射、放

射線環境保護、原子力と放射線事故応急に対する施策、計画、法律、行政法規、部

門規定、制度、基準・規範の制定と実施 

b. 原子力施設の安全、放射線安全および放射線環境保護業務の一括監督管理 

c. 原子力安全設備の設計、製造、据付および非破壊検査の監督管理、輸入原子力安全

設備の安全検査業務 

d. 原子力材料規制および実物保護に関する監督管理 

e. 原子力技術の利用案件、ウラン（トリウム）鉱および放射線鉱の放射線安全監督管

理、放射線防護 

f. 放射性廃棄物の処理、処置の安全および放射線環境保護業務の監督管理、放射線防

護対策の監督検査 

g. 放射性物質の輸送安全に関する監督管理 

h. 送変電施設などの電磁放射線装置と電磁放射線環境の監督管理 

i. 原子力・放射線事故の緊急対応および調査処理、原子力・放射線テロ事件の防犯お

よび処置の支援 

j. 原子炉操作員、原子力設備特殊要員など人員の資質管理 

k. 放射線の環境、原子力施設の観測、重点放射線源の監督モニタリング 

l. 原子力および放射線安全に関する国際公約の国内履行 

m. 原子力・放射安全監督所の関連業務の指導 

上記の中でも原子力発電所の建設等に係る許可制度は、国家核安全局による規制の中で
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主要なものである。 

  

② 国家核安全局の体制 

 国家核安全局の体制について、表 7.1-1 に示す。 

表 7.1-1 国家核安全局の体制 

 

出所：海外電力調査会作成 

弁公室

政策・技術処

放射観測・応急処

人員資質管理処

原子力安全設備処

綜合処

原子力発電一処

原子力発電一処

原子力発電一処

原子炉処

綜合処

原子力燃料・運輸処

放射線廃棄物管理処

原子力技術利用処

電磁輻射・鉱管理処

輻射源安全監管司
（原子力・輻射安全監管三司）

国
家
核
安
全
局

本
部

出
先
機
関

技
術
サ
ポ
ー

ト
機
関

環境保護部輻射環境観測技術センター

中機生産力促進センター

蘇州熱工研究院有限公司

中国核電工程有限公司

核施設安全監管司
（原子力・輻射安全監管一司）

原子力発電安全監管司
（原子力・輻射安全監管二司）

（所管地域：湖北、湖南、広東、広西、海南）

環境保護部西南核・輻射安全監督所（所在：四川）

（所管地域：四川、重慶、雲南、貴州、チベット）

環境保護部西北核・輻射安全監督所（所在：甘粛）

（所管地域：陝西、甘粛、青海、寧夏、新疆）

環境保護部東北核・輻射安全監督所（所在：遼寧）

（所管地域：遼寧、吉林、黒龍江）

環境保護部核・輻射安全センター

環境保護部華北核・輻射安全監督所（所在：北京）

（所管地域：北京、天津、河北、山西、内蒙古、河南）

環境保護部華東核・輻射安全監督所（所在：上海）

（所管地域：上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東）

環境保護部華南核・輻射安全監督所（所在：深圳）
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（2）関係法令1 

① 法令体系 

 中国の原子力安全の法体系は、「法律」、「国務院行政法規」、「部門規章」、「指導性文件」

（指針）、「参考性文件」（技術文書）により構成されている。 

a. 法律 

原子力安全分野に適用される法律は、全国人民代表大会または全国人民代表大会常設

委員により採択され、国家主席令で公布される。 

b. 国務院行政法規 

行政規定は、憲法及び法律に従い国務院によって公布され、法的拘束力を持つ。 原子

力安全分野の行政規制は、原子力安全管理の範囲、行政組織とその権利、監視の原則と

手続及びその他の重要な事項を規定している。 

c. 部門規章 

  部門規章は、国務院の関連部門が法律と国務院の行政規定に従い国務院の関連部門に

て制定し公布するものであり、法的拘束力を持つ。原子力安全規定は、原子力安全管理

に関する国務院行政法規の具体的な実施措置が定められている。 

d. 指導性文件（指針） 

 指導性文件は、原子力安全規定を説明または補足し、方法及び手順を勧告する指針で

あり、国務院の関連部門にて策定され、公布されている。 

e. 参考性文件（技術文書） 

参考性文件は、原子力安全技術分野の参考文献であり、国務院の関連部門または委託

機関にて策定され、公布されている。 

原子力安全に関する法令体系は図 7.1-1 のとおり。 

 

図 7.1-1 原子力安全に関する法令体系 

 

出所：海外電力調査会作成 

                                                   

1 THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA _THE SEVENTH NATIONAL REPORT 

UNDER THE CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY _（2013-2015）_June 2016 

法律

国務院

行政法規

部門規章

指導性文件

（指針）

参考性文件

（技術文書）
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② 原子力安全関係法令 

原子力安全に係る「法律」、「国務院行政法規」、「部門規章」、「指導性文件」（指針）、「参

考性文件」（技術文書）で代表的なものは以下のとおり。 

a. 法律 

 法律について、表 7.1-2 に記す。 

表 7.1-2 法律 

 

出所：THE SEVENTH NATIONAL REPORT UNDER THE CONVENTION ON 

NUCLEAR SAFETY- THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA（June 2016） 

 

原子力安全の最高法規となる「原子力安全法」については、2017 年 9 月に開催された全

人代常務委員会（議会に相当）で採択された。これまでは、放射能汚染防止法や国家核安

全局が定めた諸規則によって原子力の安全が規制されており、基本法の制定が待たれてい

た。同法は、総則、核施設の安全、核材料と放射性廃棄物の処理、核事故の対応、情報の

公開および国民の参加、監督検査、法的責任、附則の 8 章、94 条からなる。2018 年 1 月 1

日に施行された。 

 また、原子力分野の基本法となる「原子力法」（「原子能法」）の原案については 2014 年

末に国務院に報告されているが、現状、施行時期は未定である。（施行までには数年かかる

と見られる。） 

 

b. 国務院行政法規 

国務院行政法規について、表 7.1-3 に記す。 

 

 

 

 

 

 

 

No. 施行日

1 2001.10.27

2 2002.10.28

3 2003.6 28

4 2018.1.1

法律

原子力安全法
（中华人民共和国核安全法）

職業病予防法
（中华人民共和国职业病防治法）

環境影響評価法
（中华人民共和国环境影响评价法）

放射線汚染防止法
（中华人民共和国放射性污染防治法）
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表 7.1-3 国務院行政法規 

 

出所：THE SEVENTH NATIONAL REPORT UNDER THE CONVENTION ON 

NUCLEAR SAFETY- THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA（June 2016） 

 

c. 部門規章 

部門規章について、表 7.1-4 に記す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 施行日

1 1986.10.29

2 1993.8.4

3 1987.6.15

4 2007.7.11

5 2009.9.14

6 2011.12.20

7 2005.9.14

8 1997.9.10

9 1998.6.10

国務院行政法規

核物質管理条例
（中华人民共和国核材料管制条例(HAF501)）

原子力発電所原子力事故時対応管理条例
（核电厂核事故应急管理条例(HAF002)）

民生用核施設安全監督管理条例
（中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例(HAF001)）

原子力汎用品及び関連技術輸出管理条例
（中华人民共和国核两用品及相关技术出口管制条例）

原子力輸出管理条例
（中华人民共和国核出口管制条例）

放射性同位元素・放射線発生装置安全・防護条例
（放射性同位素与射线装置安全和防护条例）

放射性廃棄物安全管理条例
（放射性废物安全管理条例）

放射性物品運輸安全管理条例
（放射性物品运输安全管理条例）

民生用原子力安全設備監督管理条例
（民用核安全设备监督管理条例）
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表 7.1-4 部門規章 

 

※HAF は「核電安全法規（原子力発電安全法規）」の中国語読み 

出所：THE SEVENTH NATIONAL REPORT UNDER THE CONVENTION ON 

NUCLEAR SAFETY- THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA（June 2016） 

No. 施行日

1 1993.12.31

2 1993.12.31

3 1995.6.14

4 1995.6.14

5 1998.5.12

6 1991.7.27

7 2013.12.30

8 1991.7.27

9 2004.4.18

10 2004.4.18

11 1994.3.2

12 1993.6.17

13 1997.11.5

14 2013.12.30

15 1990.9.25

16 2007.12.28

17 2007.12.28

18 2007.12.28

19 2007.12.28

20 2015.4.9

21 2010.98.25

22 2008.12.6

23 2011.4.18

24 1997.3.25

民生用核燃料サイクル施設の安全規定
（民用核燃料循环设施安全规定 （HAF301））

原子力発電所運行安全規定附件－原子力発電所燃料交換、改修、事故の原子炉停止管理
（核电厂运行安全规定附件一—核电厂换料、修改和事故停堆管理 （HAF103/01））

原子力発電所運行安全規定
（核动力厂运行安全规定（HAF103））

部門規章

民生用原子力安全設備溶接資格管理規定
（民用核安全设备焊工焊接操作工资格管理规定（HAF603））

民生用原子力安全設備非破壊検査人員資格管理規定
（民用核安全设备无损检验人员资格管理规定（HAF602））

民生用原子力安全設備設計製造据付・非破壊検査監督管理規定
（民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定（HAF601））

核物質管理条例実施細則
（中华人民共和国核材料管制条例实施细则 （HAF501/01））

放射性固体廃棄物貯蔵と処置許可管理弁法
（放射性固体废物贮存和处置许可管理办法（HAF402））

放射性廃棄物安全監督管理規定
（放射性废物安全监督管理规定 （HAF401））

原子力発電所の安全許可証の申請・交付
（中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例实施细则之一和颁发（HAF001/01）—核电
厂安全许可证件的申请和颁发（HAF001/01））

電離放射線環境保護管理規則
（电磁辐射环境保护管理办法（HAF901））

放射性同位元素・放射線発生装置安全・管理規則
（放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法（HAF802））

放射性同位元素・放射線発生装置安全許可管理規則
（放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（HAF801））

放射性物品運輸安全許可管理規則
（放射性物品运输安全许可管理办法（HAF701））

建設項目環境影響評価分類管理名簿
建设项目环境影响评价分类管理名录

（民生用原子力安全設備輸入監督管理規定）
进口民用核安全设备监督管理规定（HAF604）

民生用原子力施設安全監督管理条例実施細則の二 原子力施設の安全監督
（中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例实施细则之二—核设施的安全监督
（HAF001/02））

民生用原子力施設安全監督管理条例実施細則の一付属書 原子力発電所運転員免状交
付・管理手続
（中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例实施细则之一附件一—核电厂操纵人员执
照的颁发和管理程序（HAF001/01/01））

原子力発電所設計安全規定
（核动力厂设计安全规定 （HAF102））

原子力発電所立地選定安全規定
（核电厂厂址选择安全规定 （HAF101））

放射線安全監督検査人員文書管理弁法
（核与辐射安全监督检查人员证件管理办法（HAF004））

原子力発電所品質保証安全規定
（核电厂质量保证安全规定（HAF003））

原子力発電所の原子力事故緊急事態管理条例実施細則の一 原子力発電所運営機関の緊
急事態対応準備・緊急時対応
（核电厂核事故应急管理条例实施细则之一—核电厂营运单位的应急准备和应急响应
（HAF002/01））

民生用原子力施設安全監督管理条例実施細則の二付属書 原子力発電所運営機関報告制
度
（中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例实施细则之二附件一—核电厂营运单位的
报告制度（HAF001/02/01））
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d. 指導性文件（指針）、参考性文件（技術文書） 

 原子力安全関連で 75 の指針が公布されている。 

 

 

7.2 原子力発電所に対する許可制度2 

（1）建設から廃止措置までの許可制度 

中国政府は原子力発電所の建設から廃止措置までに対し許可制度を導入している。原子

力安全許可証は、原子力規制当局により原子力発電所の安全に関する活動（原子力発電所

の立地、建設、試運転、運転、廃止等）に従事することを許可されたことを示す法的文書

である。中国における原子力安全規制当局である環境保護部（国家核安全局）は、許可証

発行に関する審査、承認、監督、法執行、奨励及び処罰を通じて、許可証所有者が実施す

る原子力安全活動を監督・検査し、許可証所有者が安全かつ合法的に責任を負うための保

証活動を行っている。 

 

①各段階における許可制度 

a. 立地選定段階 

 申請者は、「サイト安全性分析報告書（厂址安全分析报告）」を含む審査申請書を環境保

護部（国家核安全局）に提出する必要がある。環境保護部（国家核安全局）は、安全性の

観点から、原子力発電所建設地として選定されたサイトの適合性を判断する。 

 

b. 建設段階 

申請者は、建設開始前に「原子力発電所建設申請（核电厂建造申请书）」、「原子力発電所

予備安全性分析報告書（核电厂初步安全分析报告）」等の関連申請書類を環境保護部（国家

核安全局）に提出する必要がある。環境保護部（国家核安全局）は、原子力発電所の設計

原則をレビューし、完成後に安全に運用できるかどうかについての結論を出す。審査及び

承認後、申請者は「原子力発電所建設許可証」を取得し、建設を開始することができる。 

 

c. 試運転段階 

申請者は、燃料装荷の前に、「原子力発電所初回燃料装荷申請書（核电厂首次装料申请书）」、

「原子力発電所最終安全性分析報告書（核电厂最终安全分析报告）」およびその他関連申請

書類を環境保護部（国家核安全局）に提出する必要がある。環境保護部（国家核安全局）

は、原子力発電所が既に承認された設計に従い建設されたか、原子力安全規制の要件を満

たしているか、要求された品質を達成し完全かつ適格な品質保証記録を持っているかを判

断する。審査及び承認後、申請者は、「原子力発電所初回燃料装荷批准書（核电厂首次装料

批准书）」を取得後、燃料を装荷することができる。 

                                                   
2 「核电厂安全许可证件的申请和颁发（HAF001/01-1993）」 
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d. 運転段階 

申請者は、最初の全出力運転日から 12 ヶ月の試運転を経た後、原子力発電所の「最終安

全性解析報告書（核电厂修订的最终安全分析报告）」及びその他の関連申請書類を環境保護

部（国家核安全局）に提出する必要がある。環境保護部（国家核安全局）は試運転の結果

が設計を満たしているか等を判断する。申請者は、審査及び承認を受け、「原子力発電所運

転許可証（核电厂运行许可证）」を取得後、商業運転が可能となる。 

 

e. 廃止措置段階 

 申請者は、「原子力発電所の廃止措置に関する報告書（核电厂退役报告）」及びその他関

連申請書類を環境保護部（国家核安全局）に提出する必要がある。環境保護部（国家核安

全局）の審査及び承認後、「原子力発電所廃炉批准書（核电厂退役批准书）」が発行される。 

 

なお、国家核安全局は 2016 年 1 月、「《原子力発電所運転許可証》有効期限延長の技術政

策（試行）」を公表し、原子力発電所の運転期間延長に向けた制度整備をはじめている。 

≪付録：全訳≫として、「《原子力発電所運転許可証》有効期限延長の技術政策（試行）」

を添付する。 

 

② 許可証発行手続き 

 許可証の発行プロセスを図 7.2-1 に示す。 

 

図 7.2-1 許可証発行プロセス 

 

出所：「核电厂安全许可证件的申请和颁发（HAF001/01-1993）」 

 

申請者は、申請書、安全解析報告書及びその関連申請書類を提出する。環境保護部（国

家核安全局）の審査及び承認後、申請者は申請した原子力活動を行うことができる。環境

保護部（国家核安全局）は、レビュー及び承認の過程で、国務院の関連部門、原子力発電

所が立地する中央政府直轄の省、自治区または自治体政府と協議する。技術審査の結果を

申請者が申請書類を提出

環境保護部（国家核安全局）

環境保護部（国家核安全局）
原子力安全監督

国務院の関連部門及び地方政府
からの意見提出

国家関連部門による批准書

技術レビューの結果及び評価
環境保護部（国家核安全局）の

原子力安全及び環境諮問委員会による助言

環境保護部（国家核安全局）による
許可証の発行

環境保護部（国家核安全局）による
原子力安全技術のレビュー及び承認
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得た後、原子力安全及び環境諮問委員会による助言を経て、環境保護部（国家核安全局）

は、許可書を発行するか独立して決定する。 

 

（2）関係法令 

申請者が提出した資料に対するレビューの際に考慮する法令等は以下のとおりである。 

① 国家核安全規制 

 a. 中華人民共和国民生用核施設安全監督管理条例 

（中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例） 

 b. 中華人民共和国核物質管理条例 

（中华人民共和国核材料管制条例） 

 c. 原子力発電所原子力事故時対応管理条例 

（核电厂核事故应急管理条例） 

 d. 原子力発電所立地選定安全規定 

（核电厂厂址选择安全规定） 

 e. 原子力発電所設計安全規定 

（核电厂设计安全规定） 

 f. 原子力発電所運行安全規定 

（核电厂运行安全规定） 

 g. 原子力発電所品質保証安全規定 

（核电厂质量保证安全规定） 

 h. 原子力発電所放射性廃棄物管理安全規定 

（核电厂放射性废物管理安全规定） 

 i. 民生用原子力圧力設備の安全監督管理規定 

（民用核承压设备安全监督管理规定） 

② 原子力、放射線防護、環境保護、公安及び公衆衛生に関するその他の国内法及び規制。 

③ 国家核安全局が発効した関連文書、原子力ガイドライン、基準等。 

 

 

7.3 設備設計・製造事業者の許可 

（1）許可制度3 

 中国では、2007 年 7 月、国務院行政法規である「民生用原子力安全設備監督管理条例（民

用核安全设备监督管理条例）」が公布された。目的は、民生用原子力安全設備の監督・管理

を強化することに加え、民間の原子力施設の安全運転を確保し、原子力事故を防止するこ

と、また、業員や公衆の健康を守りつつ環境を保護し、原子力事業の円滑な発展を促進す

                                                   

3 「民生用原子力安全設備監督管理条例（民用核安全设备监督管理条例）」 
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ることである。同条例は、民生用原子力安全設備の設計、製造、据付及び非破壊検査に対

して、環境保護部（国家核安全局）による許可を取得した機関のみが従事することが出来

るよう定めたものである。また、同条例における原子力安全設備とは、民生用原子力施設

において安全機能を有する機器をいい、機械設備と電気設備に分類されている。なお、こ

こでいう機械設備及び電気設備には以下の設備が含まれる。 

【原子力安全機械設備】：圧力容器、貯蔵タンク、熱交換器、ポンプ、ファン、コンプレッ

サー、弁、配管、継手、フランジ、炉内構造物、制御棒駆動機構、

支持構造物、機械貫通部及び上記設備のための鋳・鍛造品等。 

【原子力安全電気設備】：センサ（検出器、変換器含む）、ケーブル、キャビネット、表示

計器、非常用ディーゼル発電機、蓄電池、電動機、バルブ駆動装

置、電気貫通部等。 

 

① 許可手続き 

a. 申請 

原子力安全設備の設計、製造、据付及び非破壊検査許可を申請する機関は環境保護部（国

家核安全局）に申請書を提出し、併せて以下の 5 つの条件を満たす証明書類を提出しなけ

ればならない。 

・法的資格証明書 

・申請する活動に関連するまたは類似する業務への 5 年以上の従事実績。 

・活動に従事する資格を有する者、試験に合格した者及び民間の原子力安全装置の溶接

及び非破壊検査活動に従事する専門技術職員は、対応する資格証明書。 

・実施される活動に適した工作場所、施設、設備を持っていることの証明。 

・原子力安全監督管理、健全な管理制度、品質保証システムに沿った品質保証プログラ

ム。 

 

b. 許可証の発行 

環境保護部（国家核安全局）は、申請日から 45 日以内に審査を完了し、要件を満たす免

許の発行を発表する。なお、要件を満たさない場合は申請者（機関）には書面で通知され、

理由が説明される。 

なお、許可書には以下の項目が記載される。 

・機関名、住所、機関の代表者名 

・ 活動の種類及び範囲 

・ 有効期間 

・ 発行期間、発効日および証明書番号。 

 許可書の有効期間は 5 年であり、期間更新の場合には、満了の 6 ヵ月前に国務院の原子

力規制当局に更新申請書を提出しなければならない。 
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c. 事業開始前の書類提出 

許可を受けた機関は活動の 30日前に国務院の原子力規制当局に以下の書類を提出しなけ

ればならない。 

 

【設計機関】 

 ・設計における品質保証プログラムの概要とリスト 

 ・ 設計内容と設計計画 

 ・ 設計仕様のリスト及び設計に用いるコンピュータソフトウェアのリスト 

 ・ 設計検証活動リスト 

 

【製造及び据付機関】 

 ・ 製造・据付の品質保証の概要とリスト 

 ・ 製造・据付の技術仕様 

 ・ 外注品のリスト 

 ・ 製造・据付の品質計画 

 

d. 外国機関の条件 

 中国の民生用原子力施設の原子力安全設備の設計、製造、据付及び非破壊検査を行う外

国機関は以下の条件を満たす必要がある。 

 ・中国の法律、行政規則、原子力安全監督管理規則を遵守すること。 

 ・所在国の原子力安全規制当局が規定する資格を取得していること。 

 ・使用される民生用原子力安全設備の設計、製造、据付及び非破壊検査技術が成熟して

いることが証明されていること。 

 ・中国の民生用原子力安全設備の国家基準、業界標準及び国務院の原子力安全規制によ

る承認基準を使用している事。 

 なお、外国機関の登録・管理については「7.4 輸入設備監督管理規定」に記載する。 

 

（2）許可企業4 

2017 年 12 月時点で環境保護部（国家核安全局）にて発表されている許可状況は、機械

設備の設計・製造で 138 社、電気設備の設計・製造で 58 社、据付で 12 社、非破壊検査で

4社である。これまでの許可数の推移を表7.3-1に、2017年12月時点での許可一覧を表7.3-2

に示す。 

2017 年までの機械設備及び電気設備の設計・製造認定数の増加は、中国の設計・製造機

関の技術力の向上を示すものと考えられる。中国における設計・製造機関の技術力向上は、

2011 年の福島第一原子力発電所事故以降も継続して原子力発電所の建設が進められている

                                                   
4 環境保護部華北核・輻射安全監督所_许可证信息（http://nro.mep.gov.cn/xkzxx_14421/） 
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ことが背景にある。 

また、中国の 5 大メーカーの許可状況は、上海電気集団（傘下企業含む）が 6 社、東方

電気集団（傘下企業含む）が 6 社、ハルビン電気集団（傘下企業含む）が 6 社、中国一重

型機械集団（傘下企業含む）が 1 社、中国一重型機械集団（傘下企業含む）が 1 社であり、

全体の認定数に占める 5 大メーカーの許可数は少ない。ただし、5 大メーカーが原子力発電

所の主要設備（原子炉圧力容器、蒸気発生器等）の製造許可を得ているのに対し、その他

多数のメーカーは配管、バルブ、ポンプ等一次系主要設備以外の設備を単体で許可を取得

している場合が多く、主要設備の製造は 5 大メーカーに限られていることが分かる。 

さらに、主要設備の設計は原子力発電事業者の中国核工業集団有限公司、中国広核集団

有限公司、国家電力投資集団有限公司傘下企業である中国核电工程有限公司、中国核动力

研究設計院（共に中国核工業集団有限公司傘下）、中广核工程設計有限公司（中国広核集

団有限公司傘下）、上海核工程研究設計院有限公司（国家電力投資集団有限公司傘下）が

担っている。また、5 大メーカーのうち東方電気、ハルビン電気は圧力容器、タンク及び

熱交換器の設計許可を得ており、発電事業者の要求に対して製造するのみでなく、設計の

分野にも進出する動きが見て取れる。 

 

表 7.3-1 許可数の推移 

 

出所：環境保護部華北核・輻射安全監督所_许可证信息 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

設計・製造（機械設備） N.A. 111 103 108 N.A. 139 137 N.A. 140 138

設計・製造（電気設備） N.A. 23 34 39 N.A. 49 44 N.A. 41 58

据付 N.A. 18 18 14 N.A. 13 12 N.A. 12 12

非破壊検査 N.A. 4 4 4 N.A. 4 4 N.A. 4 4

外国機関 11 88 117 167 192 231 231 N.A. 246 218

年 項目 
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表 7.3-2 許可一覧 

（1）機械設備設計・製造機関（1/3） 

 

No. 機関名 種別 設備分類

1 中国第一重型機械株式公司 製造 原子炉圧力容器、蒸気発生器、鍛造品等

2 西安核設備有限公司 製造 圧力容器、熱交換器、支持構造物、機械貫通部

3 上海電気核電設備有限公司 製造 圧力容器、熱交換器、支持構造物等

4 東方電気集団東方ボイラ有限公司 製造 圧力容器、熱交換器、支持構造物等

5 東方電気（広州）重型機器有限公司 製造 圧力容器、熱交換器、支持構造物

6 哈電集団（秦皇島）重型装備有限公司 製造 圧力容器、貯蔵タンク、熱交換器、支持構造物

7 東方電気（武漢）核電設備有限公司 製造 炉内構造物

8 方大炭素新材料科学技術株式有限公司 製造 炉内構造物

9 上海第一工作機械厰有限公司 製造 炉内構造物、制御棒駆動装置

10 東方電気集団東方タービン有限公司 製造 制御棒駆動装置

11 上海東洋炭素有限公司 製造 炉内構造物

12 上海電気発電所設備有限公司上海発電所補機厰 設計、製造 設計：圧力容器、熱交換器 製造：圧力容器、熱交換器、ゲート等

13 山東核電設備製造有限公司 製造 鋼製格納容器、ゲート、機械貫通部、配管

14 大連宝原核設備有限公司 製造 圧力容器、熱交換器、機械貫通部、支持構造物、ゲート

15 上海森松圧力容器有限公司 製造 圧力容器、熱交換器

16 蘭州蘭石換熱設備有限公司 設計、製造 プレート式熱交換器

17 蘇州海陸重工株式有限公司 製造 圧力容器、熱交換器

18 西安優耐特容器製造有限公司 製造 貯蔵タンク、熱交換器

19 中核動力設備有限公司 製造 圧力容器、貯蔵タンク、熱交換器

20 南京晨光東螺波紋管有限公司 設計、製造 コルゲートパイプ、伸縮継手

21 無錫西塘核設備有限公司 製造 圧力容器、熱交換器

22 南通中集罐式儲運設備製造有限公司 製造 圧力容器、貯蔵タンク

23 四平市巨元瀚洋板式換熱器有限公司 設計、製造 プレート式熱交換器

24 四川科新機電株式有限公司 製造 圧力容器、貯蔵タンク、熱交換器

25 蘇州天沃科学技術有限公司（元・張家港化工機械株式有限公司） 製造 圧力容器、熱交換器

26 山東宏達科学技術集団有限公司 製造 圧力容器、貯蔵タンク、熱交換器

27 山東北辰機電設備株式有限公司 製造 圧力容器、貯蔵タンク、熱交換器

28 ハルビンボイラ厰有限責任公司 製造 圧力容器、貯蔵タンク、熱交換器

29 大連船舶重工集団有限公司 製造 鋼製格納容器

30 四川華都核設備製造有限公司 製造 制御棒駆動装置

31 青島蘭石重型機械設備有限公司 製造 圧力容器、貯蔵タンク、熱交換器

32 阿法拉伐（江陰）設備製造有限公司 製造 プレート式熱交換器

33 南京徳邦金属装備工程株式有限公司 設計、製造 コルゲートパイプ、伸縮継手

34 中国原子能科学研究院 製造 圧力容器

35 二重集団（徳陽）重型装備株式有限公司 製造 原子炉圧力容器、加圧器、炉内補給タンク、主配管、鍛造品、支持構造物

36 上海電気上重鋳鋳有限公司 製造 配管、鍛造品

37 瀋陽科金特種材料有限公司 製造 鍛造品(容器、ポンプ、バルブ)

38 中信重工機械株式有限公司 製造 鍛造品

39 鞍鋼重型機械有限責任公司 製造 主配管（鋳造）

40 渤海造船厰集団有限公司 製造 主配管

41 貴州航天新力鋳鋳有限責任公司 製造 鋳鍛造品

42 安徽応流集団霍山鋳鋳有限公司 製造 鋳物（ポンプ、バルブ、支持構造物）

43 上海新閔重型鋳造有限公司 製造 鍛造品（容器、支持構造物）

44 吉林中伊核配管製造有限公司 製造 主配管（鋳造）

45 太原重工株式有限公司 製造 鍛造品

46 四川三洲川化機核能設備製造有限公司 製造 主配管、圧力容器、管継手等

47 常熟華新特殊鋼有限公司 製造 配管

48 烟台台海瑪努尓核電設備株式有限公司 製造 主配管（铸造）、主配管（鋳造）、ポンプ・バルブ鋳物、支持構造物鋳物

49 江蘇標新工業有限公司 製造 主配管（鋳造）

50 浙江久立特材科学技術株式有限公司 製造 配管、継手
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（1）機械設備設計・製造機関（2/3） 

 

No. 機関名 種別 設備分類

51 江蘇銀環精密鋼管有限公司 製造 配管

52 宝鋼特鋼有限公司 製造 配管

53 宝銀特種鋼管有限公司 製造 配管

54 四川長城鋼管有限公司 製造 熱交換器伝熱管

55 無錫市新峰管業株式有限公司 製造 配管、継手

56 江蘇華陽管業株式有限公司 製造 配管、継手

57 揚州華宇管件有限公司 製造 配管、継手

58 江蘇興洋管業株式有限公司 製造 配管、継手

59 江蘇新恒基特種装備株式有限公司 製造 配管、継手

60 江蘇海達管件集団有限公司 製造 配管、継手、フランジ

61 渤海重工配管有限公司 製造 配管、継手

62 江蘇電力装備有限公司 設計、製造 支持構造物、配管、継手、機械貫通部

63 浙江瀚源電力装備有限公司 製造 配管支持構造物

64 力賽佳配管支架技術（上海）有限公司 製造 配管支持構造物

65 攀鋼集団成都鋼バナジウム有限公司 製造 配管、継手

66 中興能源装備株式有限公司 製造 配管、鍛造品

67 武漢重工鋳鋳有限責任公司 製造 鍛造品

68 河北宏潤重工株式有限公司 製造 配管、継手

69 内蒙古北方重工業集団有限公司 製造 直管

70 中国核工業第二三建設有限公司 製造 圧力容器、貯蔵タンク、直管等

71 中国核工業第五建設有限公司 製造 配管、継手

72 江蘇潤揚管件有限責任公司 製造 配管、継手

73 衡陽華菱鋼管有限公司 製造 配管、継手

74 江蘇武進ステンレス株式有限公司 製造 配管、継手

75 浙江中達特鋼株式有限公司 製造 配管、継手

76 無錫市華尓泰機械製造有限公司 製造 フランジ

77 河北滄海重工株式有限公司 製造 管継手

78 揚州誠徳鋼管有限公司 製造 配管

79 バローレック核電管材（広州）有限公司 製造 配管（熱交換器伝熱管）

80 西部チタン業有限責任公司 製造 配管

81 山東伊莱特重工株式有限公司 製造 フランジ

82 無錫市法蘭鋳造有限公司 製造 フランジ、鍛造品

83 中核蘇閥科学技術実業株式有限公司 設計、製造 バルブ

84 上海良工バルブ厰有限公司 設計、製造 バルブ

85 上海バルブ五厰有限公司 設計、製造 バルブ

86 上海自動化メーター株式有限公司（自動化メーター七厰） 設計、製造 バルブ

87 ペンテェア流体制御（上海）有限公司 設計、製造 バルブ

88 大連大高バルブ株式有限公司 設計、製造 バルブ、鍛造品、フランジ

89 上海バルブ厰有限公司 設計、製造 バルブ

90 江蘇神通バルブ株式有限公司 設計、製造 バルブ

91 呉江市東呉機械有限責任公司 設計、製造 バルブ

92 江蘇星河バルブ有限公司 製造 バルブ、管継手

93 江南有限公司 設計、製造 バルブ

94 蘇州紐威バルブ株式有限公司 設計、製造 バルブ

95 上海一核バルブ製造有限公司 設計、製造 バルブ

96 鞍山電磁弁有限責任公司 設計、製造 バルブ

97 瀋陽盛世高中圧バルブ有限公司 設計、製造 バルブ

98 石家庄バルブ一厰株式有限公司 設計、製造 バルブ

99 浙江三方調節弁株式有限公司 設計、製造 バルブ

100 中船重工特種設備有限責任公司 設計、製造 バルブ



平成 29 年度原子力の利用状況等に関する調査（中国における原子力発電事業及び政策動向等に関する調査）-報告書 

  
178 

 

  

 

（1）機械設備設計・製造機関（3/3） 

 

 

 

 

 

 

 

No. 機関名 種別 設備分類

101 南通昆侖空調有限公司 設計、製造 空気作動弁

102 哈電集団ハルビン発電所バルブ有限公司 設計、製造 バルブ（安全弁、ゲート弁、逆止弁）

103 深圳市Fitok実業有限公司 製造 バルブ

104 瀋陽送風機集団核電ポンプ業有限公司 設計、製造 ポンプ

105 ハルビン電気動力装備有限公司 設計、製造 ポンプ

106 東方アレバ核ポンプ有限責任公司 設計、製造 ポンプ

107 上海電気KSB核電ポンプバルブ有限公司 設計、製造 ポンプ

108 上海アポロ機械株式有限公司 設計、製造 ポンプ

109 大連スルザーポンプ・圧縮機有限公司 設計、製造 ポンプ

110 上海凱泉ポンプ業（集団）有限公司 設計、製造 ポンプ

111 安徽ライン電動ポンプ有限公司 設計、製造 ポンプ

112 江蘇海獅ポンプ業製造有限公司 設計、製造 ポンプ

113 湖南湘電長沙水ポンプ有限公司 設計、製造 ポンプ

114 大連帝国シールド電動ポンプ有限公司 設計、製造 ポンプ

115 大連ヘルメティックポンプ業有限公司 設計、製造 ポンプ

116 ジャムス電機株式有限公司 設計、製造 ポンプ

117 大連深藍ポンプ業有限公司 設計、製造 ポンプ

118 重慶ポンプ厰有限責任公司 設計、製造 ポンプ

119 南方ファン株式有限公司 設計、製造 ファンバルブ

120 浙江上風高科専風実業有限公司 設計、製造 ファン

121 浙江金盾ファン株式有限公司 設計、製造 ファン

122 南通大通宝富ファン有限公司 設計、製造 ファンバルブ

123 北京京城圧縮機有限公司 設計、製造 圧縮機

124 上海瑞紐機械株式有限公司 設計、製造 支持構造物

125 常州格林電力機械製造有限公司 設計、製造 支持構造物

126 瀋陽鑫通発電所設備製造有限公司 設計、製造 支持構造物

127 浙江双陽ファン有限公司 設計、製造 ファン

128 中国核電工程有限公司 設計 原子炉圧力容器、蒸気発生器等

129 上海核工程研究設計院有限公司 設計 原子炉圧力容器、蒸気発生器等

130 中国核動力研究設計院 設計 原子炉圧力容器、蒸気発生器等

131 中広核工程設計有限公司 設計 原子炉圧力容器、加圧器、蒸気発生器等

132 清華大学核能・新エネ技術研究院 設計 圧力容器、熱交換器、配管、ポンプ、バルブ等

133 中国原子能科学研究院 設計 主容器、炉内構造物、支持構造物、バルブ等

134 中核武漢核電運行技術株式有限公司 設計 圧力容器、タンク、熱交換器

135 核工業工程研究設計有限公司 設計 支持構造物、配管、継手

136 東方電気株式有限公司 設計 圧力容器、タンク、熱交換器

137 ハルビン電気株式有限公司 設計 圧力容器、タンク、熱交換器

138 中国船舶重工集団公司第七一九研究院 設計 圧力容器、タンク、熱交換器、加圧器、バルブ等
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（2）電気設備設計・製造機関（1/2） 

 

No. 機関名 種別 設備分類

1 川開電気有限公司 設計、製造 開閉機制御設備

2 天水長城開閉器厰有限公司 設計、製造 開閉機制御設備

3 厦門ABB開閉器有限公司 設計、製造 開閉機制御設備

4 厦門華電開閉器有限公司 設計、製造 開閉機制御設備

5 施耐徳電気（厦門）開閉器設備有限公司 設計、製造 開閉機制御設備

6 江蘇華冠電器集団有限公司 設計、製造 開閉機制御設備

7 厦門ABB低圧電器設備有限公司 設計、製造 開閉機制御設備

8 上海飛洲電気株式有限公司 設計、製造 開閉機制御設備

9 江蘇蘇中開閉器厰 設計、製造 開閉機制御設備

10 上海昱章電気セット設備有限公司 設計、製造 開閉機制御設備

11 江蘇上上電線集団有限公司 設計、製造 ケーブル

12 常州八益電線有限公司 設計、製造 ケーブル

13 江蘇華光電線電器有限公司 設計、製造 ケーブル

14 安徽電線株式有限公司 設計、製造 ケーブル

15 四川明星電線株式有限公司 設計、製造 ケーブル

16 揚州曙光電線株式有限公司 設計、製造 ケーブル

17 中科英華高技術株式有限公司 設計、製造 ケーブル（コネクタ）

18 睿康文遠電線株式有限公司 設計、製造 ケーブル

19 宝勝科技創新株式有限公司 設計、製造 ケーブル

20 山東華凌電線有限公司 設計、製造 ケーブル

21 特変電工瀋陽変圧器集団有限公司 設計、製造 発電機変圧器

22 保定天威保変電気株式有限公司 設計、製造 発電機変圧器

23 特変電工衡陽変圧器有限公司 設計、製造 発電機変圧器

24 西安西電変圧器有限責任公司 設計、製造 変圧器

25 上海発電設備セット設計研究院 設計、製造 電気貫通部

26 順特電気設備有限公司 設計、製造 配電変圧器

27 明珠電気株式有限公司 設計、製造 配電変圧器

28 中核制御系統工程有限公司 設計、製造 センサー（探知機、送信機を含む）、棚（骨組とラック含む）、コンソール、表示機

29 西安核メータ厰 設計、製造 センサー、棚、コンソール、表示機

30 上海自動化儀表株式有限公司 設計、製造 センサー（探知機、送信機を含む）、棚、コンソール、表示機、バルブ駆動装置、開閉機制御設備

31 中広核研究院有限公司 設計、製造 非常用ディーゼル発電機（設計）、棚（設計製造）

32 上海光華メータ有限公司 設計、製造 センサー（探知機、送信機を含む）

33 中国船舶重工集団公司第七一八研究所 設計、製造 コンソール、表示機

34 中国船舶重工集団公司第七一九研究所 設計、製造 センサー、棚、コンソール、表示機

35 広東正超電気有限公司 設計、製造 棚、コンソール、開閉機制御設備

36 重慶川儀自動化株式有限公司 設計、製造 棚（骨組とラック含む）

37 北京広利核系統工程有限公司 設計、製造 棚（骨組とラック含む）、コンソール、表示機

38 国核自儀系統工程有限公司 設計、製造 制御系機器棚

39 中国核動力研究設計院 設計、製造 棚（骨組とラック含む）、電気貫通部、棚

40 上海フォックスボロー有限公司 製造 棚（骨組とラック含む）

41 陝西ディーゼルオイル重工有限公司 設計、製造 非常用ディーゼル発電機

42 揚州電力設備修理厰 設計、製造 バルブ電動装置

43 常州発電所補機総厰有限公司 設計、製造 バルブ電動装置、電動機

44 濾東重機有限公司 設計、製造 非常用ディーゼル発電機

45 ジャムス電機株式有限公司 設計、製造 電動機

46 山西北方安特優発動機有限責任公司 設計、製造 非常用ディーゼル発電機

47 臥竜電気南陽防爆集団株式有限公司 設計、製造 電動機

48 上海電気集団上海電機厰有限公司 設計、製造 電動機

49 瀋陽東北蓄電池有限公司 設計、製造 蓄電池ユニット

50 ホッペケ電源系統（武漢）有限公司 設計、製造 蓄電池ユニット
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 （2）電気設備設計・製造機関（2/2）  

 

 

（3）据付機関※ 

 

※据付機関については 2016.1 月時点の情報。 

 

（4）非破壊検査 

 

出所：環境保護部華北核・輻射安全監督所_许可证信息 

 

 

7.4 輸入設備監督管理 

（1）輸入設備監督管理の概要 

 国務院行政法規である「民生用原子力安全設備監督管理条例（民用核安全设备监督管理

条例）」に基づき、民生用原子力設備の輸入を行う外国機関の登録及び管理のために部門規

章「民生用原子力安全設備輸入監督管理規定（进口民用核安全设备监督管理规定）（HAF604）」

が制定された。同規定は 2008 年 1 月 1 日より施行された。また、外国機関の登録・登記作

No. 機関名 種別 設備分類

51 厦門科華恒盛株式有限公司 設計、製造 電源設備(充電器、インバータ、無停電電源装置)

52 中航太克（厦門）電力技術株式有限公司 設計、製造 電源設備(充電器、インバータ、無停電電源装置)

53 中国核電工程有限公司 設計 センサー、ケーブル、電気貫通部等

54 上海核工程研究設計院有限公司 設計 センサー、ケーブル、電気貫通部等

55 中国核動力研究設計院 設計 ケーブル等

56 中広核工程設計有限公司 設計 センサー、ケーブル、電気貫通部等

57 清華大学核能・新エネ技術研究院 設計 センサー、ケーブル、電気貫通部等

58 中国原子能科学研究院 設計 センサー、ケーブル、電気貫通部等

No. 機関名 種別

1 中国建築第二工程局有限公司 据付

2 中国核工業華興建設有限公司 据付

3 中国核工業第二三建設有限公司 据付

4 中国核工業第二二建設有限公司 据付

5 中国核工業第二四建設有限公司 据付

6 中国能源建設集団广東火電工程総公司 据付

7 中国電力建設集団河北省電力建設第一工程公司 据付

8 中国能源建設集団浙江省火力発電建設有限公司 据付

9 中国能源建設集団天津電力建設有限公司 据付

10 中国能源建設集団江蘇省電力建設第三工程有限公司 据付

11 中国核工業第五建設有限公司 据付

12 中国能源建設集団安徽電力建設第二工程公司 据付

No. 機関名 種別

1 中核武漢核電運行技術株式有限公司 非破壊検査

2 中国核動力研究設計院 非破壊検査

3 国核発電所運行サービス技術有限公司 非破壊検査

4 中広核検査技術有限公司 非破壊検査
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② 民生用原子力安全設備外国機関登録登記審査批准作業の管理手続き6 

 「民生用原子力安全設備外国機関登録登記審査批准作業の管理手続き（进口民用核安全

设备境外单位注册登记审批管理程序）」は 「民生用原子力安全設備輸入監督管理規定（进

口民用核安全设备监督管理规定）（HAF604）」に続いて制定され、民生用原子力設備の輸入

を行う外国機関の登録制度を改善する目的等のために制定され、申請書類の出願から承認

までの手続きをより具体的に記したものである。 

 本手続きによると、外国企業は以下の流れで手続きを進める。 

a. 出願 

b. 受理 

c. 国家核安全局による技術レビュー 

d. 合成上の意思決定 

e. 承認 

f. 登録証明書の交付 

g. 公告 

 

（2）外国企業の登録状況7 

 2017 年 12 月時点での外国企業の登録は合計 218 である。（ただし、同一企業が複数の設

備で登録を行っているため、企業数のみをカウントすると 193 社となる。） 

企業数を国別にみると、フランスの 46 社が最も多く、続いて米国 31 社、ドイツ 30 社、

ロシア 26 社である。日本企業は 9 社であり、企業数としては全体の 6 番目である。 

設備種別をみると、機械設備では原子炉圧力容器をはじめとする圧力容器、大小ポンプ、

配管、弁等、電気設備では電動機、センサー、制御盤等、外国企業だけでも原子力発電所

の設備を幅広く網羅していることが分かる。 

2017 年 12 月時点での各国の登録内訳を図 7.4-1 に示す。また外国機関一覧を表 7.4-1 に

示す。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6 「民生用原子力安全設備外国機関登録登記審査批准作業の管理手続き（进口民用核安全设

备境外单位注册登记审批管理程序）」 
7 「民用核安全设备持证单位信息统计表（截至 2017.12，境外注册登记单位）」

（http://nro.mep.gov.cn/xkzxx_14421/201801/t20180102_429019.shtml） 
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表 7.4-1 各国登録企業一覧（2017 年 12 月時点） 

（1）フランス

 

No. 企業名 設備種別

1 AREVA NP SAS
圧力容器、熱交換器、炉内構造物、貯蔵タンク、配管、継手、バルブ、ポンプ、制
御棒駆動装置、支持構造物、コンソール、表示機等

2 NFM Technologies 支持構造物、ゲート

3 ALSTOM POWER Systems SA 管式熱交換器、非常用ディーゼル発電機

4 VELAN S.A.S バルブ

5 SEGAULT S.A.S. バルブ

6 Emerson Process Management SAS バルブ

7 KSB SAS バルブ

8 DAHER VANATOME バルブ

9 WEIR POWER & INDUSTRIAL FRANCE バルブ

10 NEW NP SAS バルブ

11
Generale de robinetterieindustrielle et de systemes de
surete(GRISS)

バルブ

12 DAHER VALVES バルブ

13 Dresser ProduitsIndustriels バルブ

14 JEUMONT SYSTEMS PUMPS - MEHGANICSMS ポンプ

15 CLEXTRAL S.A.S ポンプ

16 Union Pump SAS ポンプ

17 VALINOX NUCLEAIRE 配管、継手

18 SOCIETE DES USINES QUIRI ET CIE 支持構造物

19 ManoirCustines 鍛造

20 ManoirPitres 配管、継手、鋳造

21 Manoir Industries 鍛造

22 KLEY FRANCE 支持構造物

23 FIVES NORDON 配管、継手

24 ALYNOX SAS 配管、継手

25 REEL SAS フランジ

26 L’UNION DES FORGERONS 鋳鍛造

27 AUBERT & DUVAL 鋳鍛造

28 SETFORGE La Clayette 鋳鍛造

29 SPECIAL BRIDES SERVICE 鋳鍛造、フランジ

30 FORGITAL FMDL SAS 鋳鍛造

31 PHOTONIS France S.A.S. センサー

32 BERNARD CONTROLS S.A. バルブ駆動装置

33 Pyro-Contrôle センサー

34 Mirion Technologies (MGPI) S.A. センサー、コンソール、表示機

35 Prysmian Cables et Systèmes France S.A.S. ケーブル

36 Mirion Technologies （IST France） 電気貫通部

37 NEXANS France ケーブル

38 RegulateursGeorgin センサー

39 MAN Diesel & Turbo France S.A.S. 非常用ディーゼル発電機

40 KROHNE SAS センサー

41 Baumer Bourdon Haenni SAS センサー

42 Constructions Electriques de Beaucourt 電動機

43 THERMOCOAX SAS センサー、ケーブル

44 JEUMONT Electric 電動機

45 Gutor Electronic LLC 電源

46 CEGELEC DNT-PSC 漏えい検査（LT）
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（2）米国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 企業名 設備種別

1 Westinghouse Electric Company.LLC

鋼製格納容器、圧力容器、貯蔵タンク、熱交換器、配管、継手、ポンプ、炉内構造
物、制御棒駆動装置、バルブ、支持構造物、コルゲートパイプ、伸縮継手、ゲー
ト、機械貫通部、フランジ、鋳鍛造、コンソール、表示機、センサー、電気貫通部、
蓄電池ユニット、バルブ駆動装置、電動機、ケーブル

2 HOLTEC INTERNATIONAL 熱交換器

3 Joseph Oat Corporation 熱交換器

4 Senior Operations LLC コルゲートパイプ、伸縮継手

5 Flowserve Corporation バルブ、バルブ駆動装置

6 Fisher Controls International LLC バルブ

7 Swagelok Company バルブ、配管、継手

8 CONTROL COMPONENTS INC. バルブ

9 Dresser,Inc バルブ

10 pentairvalves&controls us lp バルブ

11 WEIR VALVES & CONTROLS USA,INC. バルブ

12 Pentair Valves & Controls US LP バルブ

13 Crane Nuclear, Inc. バルブ

14 Valcor Engineering Corporation バルブ

15 Curtiss-Wright Electro-Mechanical Corporation ポンプ

16 BRADKEN-ATLAS LIMITED PARTNERSHIP ポンプ・バルブ鋳造

17 Sandvik, Inc. 配管、継手

18 Jorgensen Forge Corporation 鋳鍛造

19 Nuclear Logistics, Inc センサー

20 RSCC  Wire & Cable  LLC ケーブル

21 AMETEK,Inc. センサー

22 Rosemount Nuclear Instruments,Inc センサー

23 Invensys Systems, Inc. キャビネット

24 Thermo Gamma-Metrics LLC センサー、コンソール、表示機

25 C&D Technologies,Inc 蓄電池ユニット

26 Weed InstrumentCompany Inc. センサー

27 Curtiss-WrightFlo Control ServiceCorporation 電気貫通部

28 Mirion Technologies (Conax Nuclear) Inc 電気貫通部

29 EnerSys Delaware Inc. 蓄電池ユニット

30 Fluid Components International センサー

31 ZETEC.Inc 渦流探傷検査（ET）
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（3）ドイツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 企業名 設備種別

1 AREVA GmbH

圧力容器、貯蔵タンク、熱交換器、配管、継手、ポンプ、炉内構造物、制御棒駆動
装置、圧縮機、バルブ、支持構造物、フランジ、ケーブル、電気貫通部、非常用
ディーゼル発電機、蓄電池ユニット、バルブ駆動装置、電動機、センサー、コンソー
ル、表示機

2 Dr.Thiedig GmbH＆Co KG 熱交換器、バルブ

3 NEW NP GmbH バルブ、超音波探傷検査（UT）、目視検査（VT）、渦流探傷検査（ET）

4 Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH + Co. KG バルブ

5 Bopp&ReutherSicherheits-undRegelarmaturen GmbH バルブ

6 KSB Aktiengesellschaft バルブ、ポンプ

7 SempellGmbh バルブ

8 KühmeArmaturen GmbH バルブ

9 XOMOX International GmbH & Co .OHG バルブ

10 PhonixArmaturen-WerkeBregel GmbH バルブ

11 SulzerPumpen (Deutschland) GmbH ポンプ

12 WepukoPahnke GmbH ポンプ

13 LISEGA SE 支持構造物

14 Wilh. Schulz GmbH 配管、継手

15 EisenbauKrämer GmbH 配管

16 Vallourec Deutschland GmbH 配管、継手

17 EdelstahlRosswag GmbH 鋳鍛造

18 KROHNE Messtechnik GmbH センサー

19 HEW-KABEL GmbH ケーブル

20 SchorchElektrischeMaschinen und Antriebe GmbH 電動機

21
Konsortium IBB GmbH & MLP Prozessleittechnik GmbH
Berlin

コンソール

22 MTU Friedrichshafen GmbH 非常用ディーゼル発電機

23 AUMA Riester GmbH＆Co.KG バルブ駆動装置

24 TycoElectronicsRaychemGmbH ケーブル

25 VoithIndustrialServicesGmbH キャビネット

26 SIPOSAktotik GmbH バルブ駆動装置

27 Emerson Process Management GmbH & Co.OHG センサー

28 SCHOTT AG 電気貫通部

29 HoppeckeBatterien GmbH&Co.KG 蓄電池ユニット

30 PRYSMIAN Kabel und Systeme GmbH ケーブル
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（4）ロシア 

 

 

（5）イタリア 

 

 

No. 企業名 設備種別

1 Izhorskiye Zavody JSC
圧力容器、貯蔵タンク、配管、継手、炉内構造物、支持構造物、ゲート、機械貫通
部

2 OAO Alfa Laval Potok 熱交換器

3 Limited Liability Company "Atomspetsservice" 貯蔵タンク、機械貫通部、熱交換器、バルブ、フランジ

4 Limited Liability Company "Polesye" 貯蔵タンク、熱交換器、支持構造物、機械貫通部

5 SverdNIIchimmash JSC 貯蔵タンク、熱交換器

6
JSC “TambovskyZavod“Komsomolets” Named in Honour of
N.S.Artyomov”

熱交換器、貯蔵タンク

7 JSC OKB "GIDROPRESS"
圧力容器、貯蔵タンク、主配管、熱交換器、配管及管配件、炉内構造物、制御棒
駆動装置、支持構造物

8 JSC“Energomash(Chekhov)-CHZEM” バルブ

9 Closed joint stock company”Zavod”ZnamyaTruda” バルブ

10 Penztyazhpromarmatura JSC（PTPA JSC） バルブ

11
Research and Production Amalgamation ofHydraulic
Machine Company Incorporated

ポンプ

12 JSC“Energomash(Belgorod)-BZEM” 配管、継手

13 Public Joint-Stock Company “TYAZHMASH” 支持構造物

14 Open Joint Stock Company“Atommashexport” 支持構造物

15
Joint Stock Company “Central Design Bureau of Machining
Building”

支持構造物

16 JSC OKB “GIDROPRESS” 支持構造物

17 Limited Liability Company Belenergomash-BZEM フランジ

18
Joint-Stock-Company “Specialized scientific research
institute for instrumentation engineering “

制御系機器棚等

19 POZIT JSC センサー

20 Research Enterprise INKOR Limited センサー

21 Joint-Stock Company "SNIIP-SYSTEMATOM" キャビネット

22 SNIIP-ASCUR,LTD キャビネット

23

Joint Stock Company "Researchand Production
Corporation "Space Monitoring Systems, Information&
Control and Electromechanical Complexes"namedafterA.G.
Iosifian"

キャビネット

24 LimitedLiabilityCompany "NTL-Pribor" センサー

25 Leningrad Electric Machine Engineering Plant Ltd 電動機

26 ELSIB 電動機

No. 企業名 設備種別

1 TECTUBI RACCORDI S.p.A. 配管、継手

2 Forge MonchieriS.p.A. 鋳鍛造

3 RingMillS.p.A. 鍛造

4 FORGIATURA A.VIENNA DI ANTONIO VIENNA E C.S.A.S. 鋳鍛造

5 SocietàdelleFucineS.r.l.con Socio Unico 鋳鍛造

6 FORGE FEDRIGA S.R.L. 鋳鍛造

7
SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES ITALIA
SRL.

配管、継手

8 FEAT GROUP S.P.A 鋳鍛造

9 FOMAS S.p.A. 鍛造

10
S.A.F.A.S. SOCIETA’S AZIONARIA FONDERIA ACCIAI
SPECIALI - S.P.A.

鋳造

11 SIDERFORGEROSSI GROUP S.p.A. 鋳鍛造

12 FRANCHINI ACCIAI S.p.A. 配管
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（6）日本 

 

 

（7）英国 

 

 

（8）スペイン 

 

 

（9）韓国 

 

 

（10）カナダ 

 

No. 企業名 設備種別

1 東亜バルブエンジニアリング バルブ

2 ＣＣＩ バルブ

3 岡野バルブ バルブ

4 三菱重工業 ポンプ

5 大平洋製綱 鍛造

6 日本製鋼所 鋳鍛造

7 新日鉄住金 配管、継手

8 三菱電機 コンソール、表示機、電動機等

9 日本ギア工業 バルブ駆動装置

No. 企業名 設備種別

1 Weir Valves & Controls UK Ltd バルブ

2 Thompson Valves Ltd バルブ

3 Clyde Pumps Ltd. Incorporating Weir Pumps Glasgow ポンプ

4 Delta Controls Ltd. センサー

5 Rolls-Royce Civil Nuclear SAS センサー

6 Centronic Limited センサー

7 Rotork Control Limited バルブ駆動装置

No. 企業名 設備種別

1 TECNICAS REUNIDAS S.A. 熱交換器

2 EQUIPOS NUCLEARES,S.A(ENSA) 原子炉圧力容器、熱交換器、炉内構造物

3 Ringovalvulas s l バルブ

4 aplicacionesmecanicasvalvulasindustrialessa バルブ

5 InstalacionesInabensa S.A. 制御系機器棚

No. 企業名 設備種別

1 Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd 圧力容器、熱交換器、炉内構造物、鋳鍛造

2 LG Electronics.Inc. バルブ、ファン

3 Samshin Limited バルブ

4 HY-LOK Corporation 配管、継手

No. 企業名 設備種別

1 BWXT Canada Ltd（BABCOCK & WILCOX CANADA LTD） 熱交換器

2 Sandvik Canada Inc. 配管

3 Patriot Forge Co. 鋳鍛造

4 Candu Energy Inc 超音波探傷検査（UT）、渦流探傷検査（ET）
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（11）チェコ 

 

 

（12）オーストリア 

 

 

（13）スイス 

 

 

（14）スウェーデン 

 

 

（15）ウクライナ 

 

 

（16）ベルギー 

 

 

（17）ルクセンブルグ 

 

 

 

No. 企業名 設備種別

1 MSA,a.s. バルブ

2 ATLAS COPCO s.r.o. 圧縮機

3 ZPA Pecky,a.s. 圧縮機、バルブ電装

4 SandvikChomutov Precision Tubes spol.sr.o. 配管

No. 企業名 設備種別

1 Andritz AG ポンプ

2 BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG 鋳鍛造

3 Erne Fittings GmbH 配管、継手

4 Schoeller-BleckmannEdelstahlrohr GmbH 鋳鍛造

No. 企業名 設備種別

1 Eugen Seitz AG バルブ

2 CCI AG バルブ

3 RüTSCHI FLUID AG ポンプ

No. 企業名 設備種別

1 ALFA LAVAL LUND AB プレート式熱交換器

2 AB Sandvik Materials Technology 配管、継手

3 Habia Cable AB ケーブル

No. 企業名 設備種別

1
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY “ KYIV CENTRAL
DESIGN BUREAU OF VALVES”( PJSC “KCDBV”)

バルブ

2 Private Joint-Stock Company “ELOX PLANT” 電気貫通部

No. 企業名 設備種別

1 KabelwerkEupen AG ケーブル

No. 企業名 設備種別

1 SISTO ArmaturenS.A. バルブ
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（18）インド 

 

出所：環境保護部華北核・輻射安全監督所_许可证信息 

 

 

7.5 政府機関が事業者に求める品質保証8 

（1）品質保証政策 

中国の原子力発電所では、常に「安全第一と品質第一」というポリシーを遵守し、IAEA

の「Code on the Safety of Nuclear Power Plant Quality Assurance」の要求に従い、品質

保証プログラム（品質保証大綱）を策定し、実施している。原子力発電所の責任者は、品

質保証プログラムを効果的に実施するための責任を負い、安全・品質に関する活動に参加

するすべての人は、品質保証プログラムの要件を遵守し、発見された品質問題を報告する

責任と義務を負っている。なお、中国では独立した品質保証部門が品質保証プログラムの

制定と管理行い、品質保証プログラムの効果的な実施を検証するために検査、監督、監査

が行われている。品質保証部門は、品質問題が効果的に対処かつ解決されるまで、期間と

資金の制約を受けることなく、品質問題に対処する権利が与えられている。 

 

① 品質保証の基本要素 

品質保証の基本的要件は、部門規章の「原子力発電所品質保証安全規定」（核电厂质量保

证安全规定（HAF003））に規定されている。同規定は、熱中性子炉を採用する陸上の固定

式原子力発電所において満たさなければならない基本的要求事項を示したものであり、原

子力発電所の建設から廃止措置に当たって最も基本的な要求の 1 つである。同規定の主な

内容は以下のとおり。 

a. 原子力発電所における一般的な品質保証プログラムの枠組み及び各活動（立地選択、

設計、製造、建設、試運転、運転及び廃止等）における品質保証プログラムを策定し、

効果的に実施する。また、それらについては定期的に改訂する。  

b. 明確な組織体制を確立し、責任、権限レベル等を明確に定義する。人員が適切なレベ

ルの専門的能力の取得及び維持のため、人員の選抜・配置、人材育成、資格審査を管

理する。 

c. 廃止文書及び不適切文書の使用を防ぐため、各作業の実施及び検証に必要な書類の準

備、審査、承認、配布及び変更を管理する。 

d. 設計プロセス、設計インタフェース及び設計変更を管理し、指定の設計要件が仕様、

                                                   

8 THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA _THE SEVENTH NATIONAL REPORT 

UNDER THE CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY _（2013-2015）_June 2016 

 

No. 企業名 設備種別

1 Aruna Alloy Steels Pvt Ltd. 鋳造
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図面、手順または説明書に正しく反映されていることを確認するため、設計の検証を

行う。 

e. 調達文書における要件が確実に満たされるよう調達文書の作成を管理し、サプライヤ

ーを評価、選択し、調達された製品とサービスを管理する。  

f. 材料、部品を特定・管理し、製品の保管や出荷の管理、品質の低下を防ぐための安全

に関する重要事項を管理する。  

g. 原子力発電所の設計、製造、建設、試運転、運転及び廃止過程で、許可された機器を

用い、資格を有する人により確実に実施されるよう管理する。 

h. 製品や活動が要件を満たし、構造、システム、構成要素が満足に機能することを実証

するための検査とテストプログラムを開発し、効果的に実施する。 検査、試験及び動

作条件を識別して管理するために、測定及び試験装置の選択、校正及び使用法を管理

する。 

i. 不適合の特定、検査および処置を管理し、検査および処置の責任および権限を定義し、

是正処置後の製品の再検査を管理する。 

j. 品質に悪影響を与える条件の特定と是正を行う。品質に重大な悪影響を及ぼす場合、

その原因を特定し、再発防止のための是正措置を取る。 

k. 記録が明確・完全・正確で、製品および活動の品質において十分な証拠を提供するた

めに、記録の登録、保管、廃棄等を管理する品質保証記録システムを確立し、実施す

る。  

l. 品質保証プログラムの履行とその有効性を検証するため、内部監査システムと外部監

査システムの確立し実施する。監査で特定された欠陥については是正措置を講じ、フ

ォローアップし、検証する。 

 

さらに、上記の基本要件の実施に必要な一連の追加要件と推奨事項を提供するため、品

質保証に関する 10 の安全指針が策定されている。 

 なお、e.のサプライヤー評価の一例として、国家核電技術有限公司（SNPTC）は AP/CAP

建設におけるサプライヤーを物流、エンジニアリング、計器・制御、機械設備、電気設備、

材料等の分野ごとに独自に認定している。国家核電技術有限公司（SNPTC）の許可制度で

はサプライヤーは 3 年毎に更新（再評価）を受ける必要があり、国家核電技術有限公司

（SNPTC）としてはサプライヤーのサービスや品質における更なる改善を図る狙いがある

と考えられる。 

 

② 品質保証安全指針 

 「原子力発電所品質保証安全規定」（核电厂质量保证安全规定（HAF003））の実施に必要

な一連の追加要件と推奨事項を提供するため、以下の品質保証安全指針がある。 

 a. 「原子力発電所品質保証大綱の制定」 
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  （核电厂质量保证大纲的制定（HAD003/01）） 

 b. 「原子力発電所品質保証組織」 

  （核电厂质量保证组织（HAD003/02）） 

 c. 「原子力発電所物品・サービス調達における品質保証」 

  （核电厂物项和服务采购中的质量保证（HAD003/03）） 

 d. 「原子力発電所品質保証記録制度」 

  （核电厂质量保证记录（HAD003/04）） 

 e. 「原子力発電所品質保証監査」 

  （核电厂质量保证监查（HAD003/05）） 

 f. 「原子力発電所の設計における品質保証」 

  （核电厂设计中的质量保证（HAD003/06）） 

 g. 「原子力発電所の建設期間における品質保証」 

  （核电厂建造期间的质量保证（HAD003/07）） 

 h. 「原子力発電所の物品製造における品質保証」 

  （核电厂物项制造中的质量保证（HAD003/08）） 

 i. 「原子力発電所の調整試験・運転期間における品質保証」 

  （核电厂调试和运行期间的质量保证（HAD003/09）） 

 j. 「核燃料集合体調達、設計・製造における品質保証」 

  （核燃料组件采购、设计和制造中的质量保证（HAD003/10）） 

 なお、HAD は「核電安全導則（原子力安全指針）」の中国語読み 

 

（2）品質保証プログラム 

原子力発電所の品質保証プログラム（中国語では品質保証大綱と記載。）は、設計・施工、

試運転、運用、廃止の 4 つのフェーズに分かれており、原子力発電運営機関が原子力安全

規制と関連指針に従い作成し、環境保護部（国家核安全局）の審査及び承認を得なければ

ならない。 

また、原子力発電所の設計から廃止に携わる請負業者個別の品質保証プログラムは、原

子力発電所の運営機関に提出され、審査及び承認が行われる。 民間の原子力安全装置の設

計、製造、据付及び非破壊検査に従事する機関は、「7.3 設備設計・製造事業者の認定」で

記載したとおり、品質保証プログラムを環境保護部（国家核安全局）に提出しなければな

らない。 

 

① 事業者が取組む品質保証プログラムの評価と改善 

原子力発電所の品質保証部門は、品質保証プログラムの策定、管理、監督、評価及び改

善を担当する。品質保証部門は他の部署から独立しており、取組内容は経営陣に直接報告

するようになっている。品質保証部門は、品質保証の監督、監査、レビュー及び評価を実
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施し、適宜是正措置を行いながら、品質保証システムの欠陥を発見し改善する。同時に、

不適合と是正措置は、様々な品質情報と傾向を収集・分析し、上級管理職に定期的に報告

するように厳密に管理されている。 

なお、中国ではこれまでに品質保証についての政策、品質ガイドライン、品質価値、品

質行動基準等の策定、発行及び普及を通じて質の高い品質保証文化の構築を積極的に推進

している。その結果、秦山原子力発電所は、「国家品質文化建設ベンチマーク組織（全国质

量文化建设标杆单位）」の名誉を授与されている。 

 

② 環境保護部（国家核安全局）による管理 

環境保護部（国家核安全局）は、原子力安全規制および関連政策の要求事項に従い原子

力安全監督機能を誠実に果たし、原子力発電所の安全品質活動に関する監督検査を実施し

ている。現在の「原子力発電所品質保証安全規定」（核电厂质量保证安全规定（HAF003））

は、IAEA の安全シリーズ GS-R-3「施設及び活動のためのマネジメントシステム（The 

Management System for Facilities and Activities-Safety Requirements-）」の最新の概念

と方法を組込んでおり、事業者には世界基準での品質保証活動を求めている。 
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第 8 章 中国の原子力国産化 

8.1 中国の原子力開発の沿革 

中国の原子力開発は、概ね以下の 5 つの時期に分かれる。 

  （1）1949 年頃～ 軍事利用を目的とした黎明期 

  （2）1972 年頃～ 民生利用を目的とした原子力発電の導入（第一期） 

  （3）1990 年代後半～ 原子力発電開発の拡張（適度に開発）（第二期） 

  （4）2002 年頃以降～ 開発加速期（「適度に開発」から「積極開発」）へ（第三期） 

  （5）2012 年～  安定成長期（「安全に配慮し、安定成長」へ）（第四期） 

中国は、中ソ対立後にも原子力の自主開発を進め、1964 年に核実験に成功している。民

生用の原子力発電は、自主開発路線を基本としていたが、1980 年代後半には香港の電力不

足解消の為、フランスより M310 型加圧水型原子炉（PWR）技術を導入（第一期）し、1990

年台後半以降の第一次拡張期（第二期）では、自主開発と並行し、さらにカナダ、ロシア

より海外技術の導入を図った。 

電力不足が続く 2002 年以降、中国は経済発展と火力発電用石炭輸送の限界による電力不

足が深刻化して、原子力発電は「適度に開発」から「積極開発」へと開発を加速化させた。

この時期は第三期にあたり、フランス技術をベースに国産化した CPR1000（知的財産権は

フランスが保持）や自主開発型の CNP600 等の建設が進む一方、当時の開放政策の追い風

も受け、国際入札により海外の最新型原子炉の導入を図った。 

2011 年の福島第一原発事故後の 2012 年より「安全に配慮し安定成長」の方針に移行す

る第四期に入る。以前の加速化された開発より継続的安定成長路線に移った。また、「一帯

一路」の海外進出方針に沿って、原子力技術の輸出の機運が高まり、外国の知的財産権に

縛られないように、自主技術炉や海外メーカーとの共同開発等で主導権が取れる様な戦略

を取ってきた。これらの概ねの流れを図 8-1-1 に示すと共に、国産原子炉の開発の観点か

ら各時期の詳細な動きを以下に述べる。 
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（1）軍事利用を目的とした原子力開発黎明期 

 1949 年に中華人民共和国が建国され、1955 年には中ソ原子力協定が締結されソ連（現ロ

シア）の協力を得て原子力開発が始まった。その後、中ソ対立から 1959 年にソ連は原子力

協定を一方的に破棄、1960 年にはソ連の専門家が引き上げた。それを契機に、中国は独力

で原爆開発を進め、濃縮ウランの製造に成功、1964 年初の核実験に成功し、1968 年には水

爆実験にも成功した。1966 年には文化大革命（中国では十年動乱と呼ぶ）が始まったが、

原子力開発は軍事利用を目的として続けられた。しかし、10 年にも及ぶ文化大革命の間、

科学技術教育に力を入れてこなかったため、後年の技術者不足の原因になった。 

 原子力潜水艦の建造にも成功し、091 型原子力潜水艦「長征 1 号」を 1974 年に就航させ

ている。ロシアの技術支援を受けた潜水艦も含め中国は現在４隻の原子力弾道ミサイル潜

水艦と 5 隻の原子力攻撃潜水艦を保有しており軍事用核技術は保持していると考えられる。 

 

（2） 原子力発電の導入期（第一期） 秦山 I期（CNP300 型）、大亜湾 1&2（仏 M310 型） 

民生利用としての原子力発電の開発は、1972 年の米中関係正常化、同年の日中国交正常

化による世界情勢変化が背景にある。1972 年、民生利用としての原子力発電の開発を行う

ため、上海核工程研究設計院（SNERDI）が設立され、翌年から発電用原子炉として秦山

原子力発電所の設計が始まった。当時の原子力発電所の開発方針は「自主開発」が原則で

あった。1979 年の米国スリーマイル島原子力発電所の事故の影響を受け、開発計画は遅れ

たが、1983 年に秦山 I 期（「728 プロジェクト」と呼ばれていた）の研究開発と設計がほぼ

完了したと言われている。 

1982 年、第 5 回全国人民代表会議で「エネルギー長期戦略・原子力計画」の一部として

原子力発電所建設計画が発表された。1984 年には、国務院を主管官庁として、国家科学技

術委員会に国家核安全局（NNSA)が設置され、国際原子力機関（IAEA)にも加盟し、原子

力の平和利用の基礎が固まった。中国初の自主設計、秦山 I 期（CNP300 型、31 万 kW）

の建設が 1985 年に開始された。同発電所は 1991 年 12 月に臨界したが、営業運転開始は

1994 年となった。 

同発電所は、上海核工程研究設計院（SNERDI)の設計による自主開発炉であるが、実際

の国産化率は 70%程度であったと言われている。例えば、圧力容器は三菱重工業、一次冷

却系ポンプは KSB 社（ドイツ）、一次系配管は SPIE 社（仏）から調達されている。1 同発

電所は 2007 年 10 月、当初の運転寿命 30 年を延長するため大規模改修工事のため停止し、

計装制御システムの取替や圧力容器上部、制御棒駆動機構等の取替が行われた。その際、

アレバ NP 社が支援作業を行った。2 これらの事実から、設計は自主というものの、高度技

術を要する機器の一部は輸入に依存していたと推定される。 

 自主開発の秦山 I 期とほぼ同時期の 2 年遅れで開発されたのが、大亜湾原子力発電所 1，

                                                   
1 テピア総合研究所 「中国原子力ハンドブック」2015 
2 World Nuclear Association “Nuclear Power in China” (updated October 2017) 
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2 号機（M310 型 PWR、98.4 万 kW×2）で、広東省と当時英国の統治下にあった香港（香

港は 1997 年に中国に主権が移譲された）への電力供給確保と大規模原子力発電所の売込み

を目指したフランスの思惑が合い、フランスからフルターン・キイ方式により導入された。

1987 年 8 月に着工し、秦山 I 期の営業運転後の 1994 年 2 月と 5 月に営業運転が開始され

た。3 ループのフランス標準 PWR で、設計はフラマトム社により、タービンは GEC-アル

ストム社（現 GE 社）製で、EDF がサイトの建設工事を管理した。この時期に西側の軽水

炉技術を共産圏の中国に供与するのは、フランス以外には考えられなかった。 

 当初の運営主体は、広東核電合営有限公司である。その資本構成は複雑で、同社は中国

核工業集団有限公司 45%、電力工業部（その後、国家電力公司、中国電力投資集団公司を

経て、現在、国家電力投資集団有限公司）10%、広東省政府 45%の出資により設立された

中国広核集団有限公司の 100%出資による広東核電投資有限公司と、香港の CLP（China 

Light & Power Co, Ltd）の 100%出資により設立された香港法人である香港核電投資有限

公司からそれぞれ 75%：25%の出資により設立された。発電電力は、当初中国側、香港側

の出資比率（75%：25%）で分配される計画であったが、運転開始当初の広東省における電

力需要の伸びが計画を下回ったことから、発電量の 70%が香港に送電されることになった3。 

 この時期に開発された原子力発電所は上記 2 カ所 3 基のみで、1972 年頃より 10 年近く

かけて自主開発・設計した CNP300 型を 1 基建設出来たが、大亜湾原子力発電所は、海外

技術に依存することになった。しかし、この大亜湾での経験が M310 を中国化させた

CPR1000 型の開発に繋がり、2002 年以降の原子力積極開発時期（第三期）に類似型を含

めて多くの CPR1000 型の建設が進んだ。中国広核集団有限公司と中国核工業集団有限公司

で合計 22 基の同型炉が建設されることとなり、中国原子力発電の国産技術化に寄与したと

推測される。また、CPR1000型は中国が開発し国内のサプライチェーンをほぼ確立したが、

フランスの M310 をベースにしていた為、その知的所有権はフランスが主張したと言われ

ている4。この経緯が、近年中国が原子力の海外輸出戦略を推進する際に、独自技術炉にこ

だわる背景と思われる。 

 

（3）原子力発電開発の拡張（第二期） 国産技術の継承と海外技術の導入 

① 経済情勢の変化と国有企業の改組 

1990 年代の開放路線の拡大によって、経済は高度成長に入り、東部沿海地域の電力

不足がより深刻になってきた。原子力の開発主体となっていた第二工業部は、1982 年

に核工業部への改組を経て、政府の行政機能改革の一環として、1988 年に中央政府の

国有企業、「中国核工業総公司（CNNC）」（現在の中国核工業集団有限公司と英文字は

同じ）と形を変えた。機能面では、従来の自主開発という方針に海外技術の導入を加

えることになった。つまり、技術面では、外国との協力によって技術を学び、次に国

                                                   
3 海外電力調査会 「中国原子力に関する北京事務所独自報告書 平成 26 年度」 
4 World Nuclear Association “Nuclear Power in China” (updated October 2017) 
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産化（自主設計、自主製造、自主建設、自主運営）を達成して行こうとの考え方に変

わってきた。この方向に沿って、1990 年代後半に自主技術に海外技術を加えたものと

海外技術（フランス、カナダ、ロシア）による複数の原子炉の開発が行われた。以下

に簡単に紹介する。 

 

② 秦山 II 期 1，2 号機（CNP600 型、65 万 kW×2） 

前項で述べた技術開発の考え方の変化を受けて、秦山 I 期の経験をベースに、フラン

ス技術の大亜湾 1，2 号の経験を参考にして、CNP300 型をスケールアップさせた 2 ル

ープ型 PWR（CNP600 型、65 万 kW）の建設を秦山 II 期 1，2 号として 1996 年に

着工した。自主設計炉ではあるが、炉内構造物の一部、一次系配管、ポンプ等の一部

の主要機器は輸入している。WNA は同発電所の国産化率を 55%としており、国産化率

が 70%とされる秦山 I 期より同率は下がっており、政府方針による開放路線の跡が見

られる。その中でも、1 号機の蒸気発生器はスペイン ENSA 社製であるが、2 号機は

国産の上海電気製を使っており国産化の努力はしていたようである。後述する第三期

に建設された CNP600 型を採用した秦山 II 期 3，4 号機の国産化率は 77%とされてお

り、順次国産化が進められている流れがみえる。1 号機は 2002 年 4 月、2 号機は 2004

年 3 月に営業運転に入っている。中国核工業集団有限公司（CNNC）は、秦山 II 期を

「中国で初めて、独自に設計し、建設し、工事管理し、運転した大型商業原子力発電

所である」と呼んでおり、自分で作れると自信を付けたプラントになった。 

 

③ 嶺澳 I 期 1，2 号機（M310 型、99 万 kW×2） 

大亜湾原子力発電所と一体となり大亜湾原子力基地を構成する嶺澳原子力発電所 I

期 1，2 号機は、基本的にフランス技術の大亜湾 1，2 号機のレプリカ（M310 型 PWR）

でフラマトム社の供給となっている。WNA は、国産化率は約 30%としており、大亜湾

1，2 号機の国産化率 1%に比べ、国産化が進んでいる。建設は 1997 年に開始され、1

号機は 2002 年 5 月、2 号機は 2003 年 1 月にそれぞれ営業運転を開始している。 

 

④ 秦山 III 期 1、2 号機（Candu 6 重水炉、72.8 万 kW×2） 

秦山原子力発電所 III 期プロジェクトは、カナダ政府の支援のもと、同国政府系金融

機関からの借款を利用して、フルターン・キイ方式で重水炉 2 基を導入するものであ

った。1995 年 10 月に中加両国政府間で覚書（MOU）が締結され、1996 年 11 月に中

国核工業総公司（現、中国核工業集団有限公司 CNNC）とプロジェクトを請負うカナ

ダ原子力公社（AECL）との間で契約が締結された。一次系設備はカナダ AECL 社が

供給したが、日立製作所がタービンを、米国べクテル社が、アーキテクト・エンジニ

アリングやその他付帯設備を担当した。同発電所は 1998 年に着工され、1 号機は 2002

年 12 月、2 号機は 2003 年 7 月に営業運転を開始した。 
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その後何度か AECL と中国核工業集団有限公司間で新型燃料サイクル用の CANDU

炉の共同開発契約等が行われ、2016 年 9 月にカナダ SNC-Lavalin 社と中国核工業集

団有限公司（CNNC）、上海電気間で新型燃料 CANDU 炉（Advanced Fuel Candu 

Reactor, AFCR）開発拡販に向けた共同事業体が設立された。AFCR の計画が具体化す

るかはまだ不透明であるが、中国は、CANDU 炉の運転経験も積み、技術的には対等

に近い立場になってきていると思われる。 

 

⑤ 田湾 1、2 号機 （VVER1000 型、106 万 kW×2） 

 田湾原子力発電プロジェクトは、ロシア製加圧水型 VVER 2 基をロシアから導入す

るもので、1992 年 12 月に締結された中国、ロシア、両政府間の協力協定がベースと

なっている。1996 年 10 月に、中国核工業集団有限公司（CNNC）とロシア原子力省

の間で建設協力に関する協定が締結され、1997 年 12 月には、商業契約が締結された。

1999 年 10 月に、国家核安全局による建設許可を受け、着工した。ロシア側は全体的

な技術面での責任を負うと共に、原子炉系の設計や主要機器の供給、試運転等を担当、

中国側は、土建工事や建設の管理等を担った。両基ともに 2007 年 5 月に営業運転に入

った。WNA によると、同発電所はフィンランドで要求される安全性機能を持たせた設

計になっておりシーメンス-アレバの計装制御(I & C)システムが使われている。中国は

当初この原子炉用の燃料を生産していなかったため、ロシア側が燃料装荷を行ったが、

2010 年 3 月にロシア製の最後の燃料が出荷され、その後は技術移転を受けて、中国核

工業集団有限公司が燃料製造を行っている。 

 

（4）原子力開発加速期（第三期）電力不足対応「適度に開発」から「積極開発」へ 

 中国は、「第十次 5 カ年計画」（2001 年～2005 年）において、当初、原子力は「適度に

開発」という方針であった。ところが、2002 年頃から電力不足が顕在化し、2003 年秋に「積

極開発」に方針変更され、「第十一次 5 カ年計画」（2006 年～2010 年）では「積極的に開

発する」になった。この時期を第三期と呼ぶ。更に、同十一次計画には、「100 万 kW 級原

子力発電所の建設に重点を置き、先進型加圧水型原子力発電所の設計・製造・建設・運営

の自立化を逐次実現する」と記されている。2007 年 11 月には、国務院が「原子力発電中

長期発展計画（2005 年～2020 年）」を発表した。この中で、2020 年までの原子力発電の設

備容量を 4,000 万 kW とし、2020 年時点で建設中の発電所を計 1,800 万 kW とする目標が

打ち出された。 

 この時期に、これまで開発を担ってきたグループを中心とする国産自主技術派と海外技

術に明るいグループとの主導権争いが繰り返された模様である。最終的には、米国ウエス

チングハウス社が三門と海陽サイトの AP1000 型の最初の 4 基の建設期間中に同技術を中

国側に移転するとの技術移転に合意した。この間、フランスの M310 型を国産化した

CPR1000 型の建設も各地で行われた。 
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 また一方、ウエスチングハウス社と同時に最終候補とされていたアレバ社の EPR 2 基

（175 万 kW×2）を台山に建設することになり、2009 年 12 月に着工した。2018 年の営業

運転を目指して現在建設中である。また、EPR の技術移転の受け皿と中国の将来的な海外

進出を睨んだ合弁会社が 2009 年 12 月、中広核工程有限公司（CNPEC）55%、アレバ 45%

の出資比率で設立された。現時点では、中国の新設計画は AP1000 技術を国産化した

CAP1000 型と国産技術をベースとした華龍一号（HL1000 型）を中心にしているので、同

合弁会社は中国広核集団有限公司が関係する第三国プロジェクトでEPR 技術の拡販の役割

を主に担っている。 

 第三期に開発されたプロジェクトの概要を以下に述べる。 

①  CPR1000 型、 M310+型、 ACPR1000 型（準国産、100 万 kW 級） 

   CPR1000 型は 1980 年代にフランスより大亜湾や嶺澳Ｉ期に導入された M310 型を

大幅に発展させたもので、デジタル制御や設計寿命 60 年等の第 2 世代+炉と呼ばれる

「改良中国型 PWR」として知られている。中国広東核電集団有限公司（CGNPC、2013

年 4 月、中国広核集団有限公司に改称）が中心となり開発を行い、全ての機器で国産

のサプライチェーンをほぼ確立したと言われている。しかし、フランスのアレバ社（現

フラマトム社）が設計の知的財産権を所有しており、第 3 国に輸出する際はその都度、

アレバ社の合意が必要と言われている。また、中国核工業集団有限公司（CNNC）が

建設した 6 基（福清 1，2，3，4 号機、方家山 1，2 号機）は CPR1000 と類似した設

計で、M310+型と称されている。（CP1000 と表記される例もある） 

   詳細は後述するが、2004 年 9 月、三門と陽江サイトが承認され第 3 世代炉の導入向

けてウエスチングハウス社（米 AP1000）、アレバ社（フランス EPR）、アトムストロ

イエクスポルト社（ロシア VVER-1000）の 3 社オープン入札となった。その後決定ま

でには紆余曲折があり、発注が決定されるまで 2 年以上を要した。この間、中国広核

集団有限公司（CGN）は M310 の派生型である CPR1000 の導入を決定し、2005 年

12 月、嶺澳 II 期 1，2 号機を着工した。表 8.1-1 に示す様に、同 II 期の国産化率は 1

号機で 50%、2 号機で 70%とされている5。アルストム社の低速アラベル型タービンが

東方電気（DEC）経由納入されている。また、プロジェクト管理は中国広核集団有限

公司の子会社である中広核工程有限公司（CNPEC）が行った。 

   表 8.1-1 に示すように、CPR1000 型（中国核工業集団有限公司は M310+型と呼んで

いる）は 22 基が営業運転を開始しており、国産化率は同表に示す通りである。タービ

ンの一部、計装・制御関係の一部の機器や特殊ポンプ類を除いて大部分の機器は国産

対応出来ている。また、文献等で判明した輸入原子炉プロジェクトの納入機器メーカ

ーのリストを表 8.1-3 に示す。 

 

 

                                                   
5 World Nuclear Association “Nuclear Power in China” (updated October 2017) 
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表 8.1-1 CPR1000 型（含 M310 型）及び同派生型 ACPR1000 型 国産化率推移 

 

出所： World Nuclear Association  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着工（初号機） 所有者 発電所 運転開始 国産化率 型式

2005年6月 CGN 嶺澳 ＩＩ期 1号機 2010年9月 50% CPR1000
2号機 2011年8月 70% CPR1000

2007年8月 CGN 紅沿河 1号機 2013年6月 ＞70% CPR1000
2号機 2014年5月 ＞70% CPR1000

2008年2月 CGN 寧徳 1号機 2013年6月 75% CPR1000
2号機 2014年5月 75% CPR1000

2008年11月 CNNC 福清 1号機 2014年11月 M310+ (CP1000)
2号機 2015年10月 M310+ (CP1000)

運転中 2008年12月 CGN 陽江 1号機 2014年3月 83% CPR1000
2号機 2015年6月 83% CPR1000

2008年12月 CNNC 方家山 1号機 2014年12月 80% M310+ (CP1000)
2号機 2015年2月 M310+ (CP1000)

2009年3月 CGN 紅沿河 3号機 2015年8月 ＞80% CPR1000
4号機 2016年9月 ＞80% CPR1000

2010年1月 CGN 寧徳 3号機 2015年6月 85% CPR1000
4号機 2016年7月 85% CPR1000

2010年7月 CGN 防城港 1号機 2016年1月 87% CPR1000
2号機 2016年10月 87% CPR1000

2010年11月 CGN 陽江 3号機 2016年1月 85% CPR1000+
2010年12月 CNNC 福清 3号機 2016年10月 M310+ (CP1000)
2012年7月 CNNC 福清 4号機 2017年9月 M310+ (CP1000)

2012年11月 CGN 陽江 4号機 2017年4月 85% CPR1000+

2013年9月 CGN 陽江 5号機 （2018年） 約90% ACPR1000
2013年12月 CGN 陽江 6号機 （2019年） 約90% ACPR1000

建設中 2015年3月 CGN 紅沿河 5号機 （2019年） ACPR1000
2015年7月 CGN 紅沿河 6号機 （2020年） ACPR1000

2015年12月 CNNC 田湾 5号機 （2020年） M310+ (CP1000)
2016年9月 CNNC 田湾 6号機 （2021年） M310+ (CP1000)

●CNNCはM310+型と呼んでいるが、基本的にはCPR1000と同じ設計（CP1000と記載している場合もある）

●陽江3，4号機に納入されたCPR1000+はImproved型と呼ばれている

●ACPR1000は中国ＩＰを目指した純国産設計。2重格納容器やCore Catcher等の設備を持つ
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   中国広核集団有限公司は 2009 年頃より、東方電気（DEC）、上海電気、ハルビン電

気、中国第一重機等と協力して、CPR1000 をベースに、2 重格納容器、コアキャッチ

ャー等の設備を持つ 3 ループ型 PWR の開発を行っており、2011 年 11 月頃より、中国

が知的財産権を所有する ACPR1000 型として開発された。2013 年以降に建設着工し

た陽江 5，6 号機、紅沿河 5，6 号機に採用されている。 

 

②  CNP600 型、CNP1000 型 

   中国核工業集団有限公司（CNNC）は、1990 年代より、上海核工程研究設計院

（SNERDI）において、ウエスチングハウス社、フラマトム社と共同で中国型標準 3

ループ型 PWR（CNP1000 型）の開発を行っていた。中国核工業集団有限公司は知的

財産権を自己保有した第 2 世代炉を開発し独自のブランドを確立しようとの意図がそ

の背景にあり、秦山近傍の方家山サイトで2基のCNP1000型初号機の建設を計画した。

しかし、2007 年に CNP1000 型の開発は中断され、方家山サイトには CPR1000 型（中

国核工業集団有限公司は M310+と称している）が建設されることになった。 

   一方、CNP300 をスケールアップして秦山 II 期 1，2 号機で実績を積んだ CNP600

型は、秦山 II 期 3，4 号にも採用され、2006 年 3 月に 3 号機が、2007 年 1 月に 4 号

機がそれぞれ着工した。2010 年、2012 年にそれぞれ営業運転開始し、国産化率は 70%

以上であった。6 さらに、同型の原子炉が昌江（海南）1，2 号機に建設されることに

なり、2010 年 4 月に着工し、1 号機は 2015 年 12 月、2 号機は 2016 年 8 月営業運転

開始している。昌江の国産化率は 80%以上であった 6。 

 

③  AP1000 型（三門 1，2 号機、海陽 1，2 号機） 

   第三期（積極開発期）は「先進型 PWR（第 3 世代炉）の海外からの導入と自立化を

逐次実現する時期」と第十一次 5 カ年計画にも位置付けられていた。2004 年 9 月に国

務院は、三門サイトの 2 基、それに続いて陽江サイトの 6 基（初期として 2 基）の計

画を承認し、第 3 世代炉を入札方式で決めることになった。最初の 4 基に対して、入

札結果、米ウエスチングハウス社の AP1000、仏アレバ社の EPR、ロシアアトムスト

ロイエクスポルト社の VVER-1000（model V-392）の 3 社の競争となり、アレバ社と

ウエスチングハウス社が最終候補として残った。中国内に国産自主技術の採用を強く

求めたグループもあったこともあり、炉型の決定までには、更に時間を要した。 

   入札から 22 ヵ月が経った 2006 年 12 月、三門と陽江に 2 基ずつ、計 4 基にウエス

チングハウス社の AP1000 の採用が決定した。その後 2007 年に、陽江に計画されてい

た 2基は海陽サイトに変更となり、陽江の 2基はアレバ社製EPRの導入となった。2007

年の後半には、陽江に計画された EPR は台山サイトに変更された。これは、陽江近傍

で、電源容量の確保が急がれたためと言われているが、当初第 3 世代炉の導入を念頭

                                                   
6 World Nuclear Association “Nuclear Power in China” (updated October 2017) 
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に計画された陽江サイトに準国産技術炉の CPR1000 が建設されることになった。 

   2007 年 2 月、海陽と三門の 4 基の AP1000 供給に向けて基本契約がウエスチングハ

ウス社と国家核電技術有限公司（SNPTC）の間で締結された。2007 年 7 月には、ウ

エスチングハウス社、Shaw 社（後日 CB&I 社が買収、更に 2015 年 12 月、ウエスチ

ングハウス社が買収）のコンソーシアムと国家核電技術有限公司（SNPTC）、三門核

電有限公司（中国広核集団有限公司 51%、浙江省能源集団 20%等）、山東核電有限公司

（中国電力投資集団公司 CPI が 65%）、中国技術輸出入総公司（CNTIC）間で 4 基の

AP1000 の契約が締結された。また、2007 年 12 月には、米中両政府間で AP1000 の

建設及び技術移転に関する政府間協定も調印された。 

   AP1000 が 4 基決定した背景には、米国側が技術移転に合意した点が大きいと言われ

ている。また、建設工事期間の短縮が図れるモジュール化に加え、小型機器が多いこ

とにより国産化しやすいとのメリットも挙げられたと言われている。 

   三門の建設は 2008 年 2 月に開始されたが、着工は 2009 年 4 月となった。海陽 1 号

機は 2009 年 9 月に着工となった。米国製の冷却水ポンプ（Curtiss-Wright 製）の不具

合等の問題もあり、建設は計画より遅れ気味で、正確な予定ははっきりしていないが、

2018 年には運転開始になる見込みである。 

   三門、海陽向けの機器供給業者は表 8.1-3 の通り。圧力容器や蒸気発生器のような主

要機器類は、1 号機は韓国斗山社等の実績のある海外メーカーが採用されているが、2

号機は上海電気、中国第一重機、ハルビン電気等の国産原子力機器メーカーが採用さ

れている。また、タービン発電機は、三菱重工業、三菱電機にハルビン電気が参画し

た形となっている（分担等詳細不明）。国家核電技術有限公司（SNPTC）によると、

技術移転の対価は 33 億ドルと言われている 7。 

 

④  EPR 型（台山 1，2 号機） 

   AP1000 とほぼ同時期の 2007 年 2 月、陽江向けの 2 基の EPR 建設・運転協力契約

が、EDF（フランス）と中国広核集団有限公司（CGN、当時 中国広東核電集団有限公

司）間で締結された。アレバ社と EDF 間の交渉に時間を要していた間の 2007 年 8 月、

予定サイトが変更となり、EPR プロジェクトのサイトは、台山に変更となった。AP1000

と異なり、技術移転は伴わない形となった。これは、EPR が、受動的安全系ではなく、

複数の多段的安全システムを構成しており、より複雑で高価だとの中国側の評価で中

国にとって長期的な興味がわかなかったからと WNA はコメントしている。 

   逆に、事業主体の広東台山核電合作（TNPC）に EDF が 50 年間に亘り 30%出資（残

りの 70%は中国広核集団有限公司 CGN）する形となっている。機器調達先は表 8.1-3

に示すように 1 号機は、三菱重工業、アレバ自社工場、アルストム社等の海外の実績

                                                   
7 World Nuclear Association “The World Nuclear Supply Chain Outlook 2035” 2016 

Edition dated September 2016 
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のある企業であるが、2 号機用は東方電気等の国産メーカーとなっている。次節で述べ

るが、中国が今後、国内外で拡販していく軽水炉型原子炉としては、独自技術の「華

龍一号型」又は「AP1000 の国産技術化型」であり、現時点では、EPR 技術全般の国

産化の優先度は低いと思われる。しかし、このプロジェクトでの関係を発展させる形

で、中国広核集団有限公司は EDF とグローバルでの戦略パートナー関係を強め、英国

Hinkley Point C プロジェクトへの事業者としての参画や、英国への華龍一号の売込み

への足掛かりを掴んできている。 

   台山 1 号機の着工は 2009 年 10 月、2 号機の着工は 2010 年 4 月。工事は遅れており

正確な予定は報道されていないが、運転開始は 2018 年と見込まれる。 

 

（5）安定成長期（第四期）「積極開発」から「安全に配慮し、安定成長」へ 

  前項で述べたように、2002 年以降の電力不足に対応して、原子力の積極推進の方向に

そって、多少時間を要したが、AP1000 と EPR の第 3 世代炉の建設にも世界を主導するよ

うな形で着手し、並行して、多数の第 2 世代+炉の CPR1000 型の建設にも着手した。 

 その様な中、2011 年福島第一原発事故が発生した。中国当局の対応は早く、3 月中に、

①既設設備に対する厳重な安全チェック、②建設中のプラントについては、建設工事を継

続しながら、許可時点の審査に遡り安全性をチェック、③原子力施設の安全性のチェック、

が終了し、さらに原子力安全計画と 2020 年を目標とする新たな「原子力発電中長期計画」

が決定されるまでの間、新規プラントの審査は全て停止するといった方針を決定し、それ

を実行した。 

 本章の主題である開発の流れに焦点を当てると、既に着工済みであった準国産技術の

CPR1000 型の建設は早期完工をめざして大車輪で進められた一方で、海外技術を導入した

第 3 世代炉は、米国での AP1000 や、フィンランド、フランスでの EPR の建設と同様に、

工事が遅れ気味となっている。新たに建設工事に着手するプラントは、より安全性を重視

した第 3 世代炉、若しくはそれと同等の国産技術炉を中心にしている。また、「一帯一路」

の国策に沿って、海外輸出志向を強め、国産技術の強化にも努めている。直近では、電力

需要の伸びが鈍化し、「安定成長」のペースをスローダウンする兆候も出てきており、国内

サプライチェーン維持のため、輸出志向が強まるかもしれない。福島第一事故以降に建設

に着手した発電所や計画が具体化した発電所を中心に主な流れを以下に分析する。 

① 原子力開発を継続する背景 

   中国は、大気汚染から来る健康問題もあり、石炭火力への依存の低下を目指してい

る。また、米国がパリ協定からの脱退を表明する中、温室効果ガスの低減を国際的に

表明している。更に、石炭は北部や北西部に多く産出するが、現在鉄道輸送の半分近

い容量は石炭輸送に使われているとの報告もあるくらい、輸送上の問題も抱えている。

中国はシェールガスも埋蔵しているが、シェールガスは偏在、また深層に存在し新た

な技術開発が必要であり、掘削の為の水源確保の問題がある。また、水源の問題は石
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炭火力にも影響している。石炭火力も空冷方式に変更することにより効率の低下、コ

スト上昇の問題を内在している。これらより、原子力にある程度依存せざるを得ない

背景が見える。 

 

② 開発加速期に建設着手した原子力発電所の完成 

   福島第一原発事故後、建設中の原子力発電所は、「建設は継続しながら、許可時点の

審査に遡り安全性をチェックする」との方針で進められた。その結果、22 基の CPR1000

型機（改良型の CPR1000+も含めて）が営業運転に入った。さらに、自主技術の CNP600

型が 3 基営業運転に入った。海外技術導入を図った第 3 世代炉（三門 AP1000×2 基、

海陽 AP1000×2 基、台山 EPR×2 基）は、全て工事が遅れているが、現在、工事の最

終段階で、今年は営業運転に入れるのではと報じられている。 

 

③ 新規建設に着手した原子炉 ― 華龍一号（Hualong One）福清 2 基、防城港 2 基 

   中国核工業集団有限公司（CNNC）は、長年の自己技術開発の知見を活かし独自開

発の ACP1000 型（CP1000 とも呼ばれた）が、初号機としての福清 5，6 号機向けに

設計に入ったと 2011 年 10 月に発表した。2013 年 5 月には、予備的安全評価報告書を

完成、国産化率 85%で、福清サイトに 2014 年から建設に入る計画を発表した。また、

同時期に ACP1000 型のパキスタンへの輸出契約の締結を発表した。中国広核集団有限

公司も ACPR1000 輸出用に改良した ACPR1000＋を開発していた。しかし、国家能源

局（NEA）は、中国核工業集団有限公司の 100 万 kW 級設計と中国広核集団有限公司

（CGN）の 100 万 kW 級設計の合理化を命じた。2011 年より中国核工業集団有限公司

（CNNC）と中国広核集団有限公司（CGN）は、それぞれが持つ ACP1000 型と

ACPR1000+型の統合に向けて交渉を続けてきたと言われている。両方共、ある程度フ

ランスの M310 を原型とした 3 ループ設計であったが、炉心設計が異なっていた。

ACP1000 型は新しい設計で燃料集合体の数も 177 体であったが、中国広核集団有限公

司の ACPR1000 型は、多数の建設実績を持つ燃料集合体数 157 体の設計であった。実

際には、合理化の過程で、実績的には弱かった中国核工業集団有限公司の ACP1000 型

が主流となり、中国広核集団有限公司の ACPR1000 型の設計の一部がそれに組み込ま

れた形となった。 

   以上のように国家能源局の指導で華龍一号として商号的には統一化されたが、

CNNC Version（中国核工業集団有限公司型）と CGN Version（中国広核集団有限公

司型）は、非常に似ているが、安全システムが異なっていると言われている。中国核

工業集団有限公司型は AP1000 の影響を受けて、格納容器の容量を増加、受動的な安

全系を強調しているが、中国広核集団有限公司型は、フランスの影響を受けた 3 重の

能動安全系を強調した設計になっている。サプライチェ－ンも異なっており、見積等

に記載される標準定格出力も若干異なっている。また、華龍一号（HPR1000）と一般
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的に称されているが、中国広核集団有限公司は Hualong 1000 又は HL1000、中国核

工業集団有限公司は ACP1000 と記載している場合もある。中国核工業集団有限公司が

ACP1000 との表記にこだわる背景は、2014 年 12 月に、IAEA が一般原子炉安全レビ

ュープロセス（Generic Reactor Safety Review Process）で ACP1000 を承認した経緯

があるためと想像される。（IAEA は、これは Design Certificate ではないと説明して

いるが） 

   具体的な初号機の建設は、中国広核集団有限公司の防城港 3，4 号機、中国核工業集

団有限公司の福清 5，6 号機で進められている。計画は数年前に別の型式炉として準備

が開始されていたが、福清 5 号機は 2015 年 5 月に、防城湾 3 号機は 2015 年 12 月に

正式着工となっている。 

   2015 年 12 月には、中国核工業集団有限公司と中国広核集団有限公司は華龍一号の

拡販に向けて 50：50 の出資比率で華龍国際核電技術有限公司という合弁会社を設立し

た。これにより、知的財産権や本国、海外の資産を共有化し、華龍というブランドで、

独立した第 3 世代炉技術を統合していくとしている。華龍一号は元々、輸出を念頭に

開発されてきた経緯があるが、AP1000 が液体無漏洩型ポンプ等で近年問題が出ている

ことを考えると中国国内市場においても、AP1000 の中国版としての CAP1000 の代替

技術としても浮上してきたと言える。 

 

④ 新規建設に着手した原子炉 － VVER1000 型（田湾 3，4 号機） 

   積極開発期にあった 2006 年 10 月に、田湾 II 期の建設を念頭に 106 万 kW の

VVER1000 導入の予備契約が締結された。国家発展改革委員会（NDRC）の予備的承

認は 2009 年 8 月に出され、2011 年 1 月には最終承認が出された。アトムストロイエ

クスポルトが原子炉系の主要機器（原子炉、蒸気発生器、加圧器等）や関連機器で全

体の約 30%を供給するが、主契約者ではなく（知的財産権は保留するが）、所有者であ

る江蘇核電有限公司（中国核工業集団有限公司 50%、中国電力投資集団公司 CPI （現

国家電力投資集団有限公司）30%、江蘇省国際信託投資公司 20%）が、建設、タービ

ン系等全体の 70%の責任を持つ形となっている。タービン発電機は東方電気（DEC）

の供給となっているが、アルストム社のアラベル低速技術が使われていると言われて

いる。また、アレバ社の計装制御（I&C System）が使われている。3 号機の着工は 2012

年 12 月、4 号機の着工は 2013 年 9 月となっており、3 号機は 2018 年 2 月に営業運転

開始、4 号機は 2019 年の営業開始を目標に建設が続けられている。 

 

⑤ 新規建設に着手した原子炉 － ACPR1000 型 （陽江 2 基、紅沿河 2 基、田湾 2 基） 

   開発加速期に準国産技術として多数建設された CPR1000 型（8.6 章の１）の一連の

流れの中で述べたように、中国広核集団有限公司（CGN）は、中国国内メーカーと協

力して国産技術としての発展型 ACPR1000 の開発を行い、2011 年に拡販を始めた。
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ACPR1000 型は、表 8.1-1 に示すように、陽江 5，6 号機、並びに紅沿河 5，6 号機に

採用され、建設が始まった。防城港 3，4 号機も当初、ACPR1000 型の実証サイトとし

て計画されたが、後日、中国広核集団有限公司型の華龍一号の実証機サイトに変更さ

れ、英国で中国広核集団有限公司が建設を目指す Bradwell B の参考プラントと位置付

けられるようになった。 

 

⑥ CAP1400 型（栄成石島湾） 

   2008 年ウエスチングハウス社は、国家核電技術有限公司（SNTPC）、上海核工程研

究設計院（SNERDI）と共同で AP1000/CAP1000 をスケールアップし受動的安全系を

持つ 140 万―150 万 kW 級の原子炉の共同開発計画を発表した。 

   2009 年 12 月、国家核電技術有限公司（SNTPC）55% 、中国華能集団有限公司 45%

が出資し、国核示範発電有限責任公司が設立され、同社が栄成石島湾に 2 ループ型の

大型 PWR（CAP1400 型）を建設、運転すると発表した。2014 年 4 月にはサイト準備

工事も完了し、同年 9 月、最終承認が国家核安全局（NNSA）から出され、建設着工

も可能な状況になっている。AP1000 の一時冷却ポンプの問題が解決されるまで待てと

の指示や、冬の寒冷期に原子炉系のコンクリート打設はしない方が良い等の判断でタ

ービン系のみの建設が進んでいる。また、ウエスチングハウス社は国家核電技術有限

公司（SNTPC）に対して設計のコンサルテーションの役務提供を行うが、機器の 85%

は国産であるとされている。 

   中国核工業集団有限公司（CNNC）と国家核電技術有限公司（SNTPC）は南アメリ

カやアジア市場に向けての輸出可能性について協議を重ねている。2016 年 5 月には、

上海核工程研究設計院（SNERDI）は IAEA の同型炉の一般原子炉安全レビュー

（Generic Reactor Safety Review）が成功裏に完了したと発表した。更に、スケール

アップした 3 ループ型の CAP1700 型の設計も進めている。 

 

⑦ CAP1000 型（AP1000 の中国型）（海陽×2 基、徐大堡×2 基、陸豊×2 基） 

   将来の AP1000 は、国産標準化された CAP1000 が採用されることになっている。

CAP1000 の基本設計は 2008 年に開始され、詳細設計は 2010 年 4 月に開始された。

2012年の初めに、国家核電技術有限公司（SNPTC）は上海核工程研究設計院（SNERDI）

に原子炉系と全体設計を中心に、国核電力規画設計研究院（SNPDRI）に蒸気系を中

心に、設計を国産技術化し、咸寧、桃花江等の沿海部と内陸部両方に使えるように指

示した。また、CAP1000 の実証機は海陽 3，4 号として計画されている。以下のプラ

ントは 2017 年に着工になると報じられていたが、現時点（2018 年 3 月）ではまだ着

工していない。 

 徐大堡 1，2 号機 中国核工業集団有限公司 

2010 年 11 月 サイト準備工事開始、2015 年 12 月に国家核安全局（NNSA）
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8.2 海外炉導入に際しての国産化率向上施策 

（1）現状の分析 

   中国の最初の海外炉は、1987 年に着工したフランスの技術（M310 型）に基づく大

亜湾 1，2 号機で、国産化率は 1%と言われている。同 M310 技術を国産化した CPR1000

型の初号機で、2005 年に着工された嶺澳 II 期は、平均 64%の国産化率となったとされ

ている。その後建設された紅沿河は平均 75%、寧徳は平均 80%、陽江は平均 85%とな

っている。定量的議論は難しいが、国内産業が力を徐々に付けて、国内で調達可能な

機器が増えていることは確実である。WNA はこうした中国の現状を、 

 中国は、原子炉の設計、建設に於いては、自己完結できる状態にある。 

 その上で、外国技術（第 3 世代炉の技術をイメージ）に順応し、それを改善し

ている。 

と評価している。 

   また、米国商務省国際貿易局（International Trade Administration）が 2017 年 7

月付で出した中国原子力市場に関する報告書には、米国企業の中国への輸出可能性の

観点から以下のコメントがされている。 

 第 2 世代炉に関する技術は、完全に習得されている。 

 第 3 世代炉用の機器については、まだかなり海外に依存している（40%～50%）。

可能性（輸出）のある機器としては、原子力用ポンプ、バルブ、鍛造品等 

 その他、サービス関係として、①確率論的リスク評価、規制関係の Advisory 

Service ②Licensing Support（国家核安全局 NNSA への支援） ③設計、建

設、運転等に関する役務等 

の可能性が述べられている。この米国商務省の分析から、特殊な機器や、高度な技術

サービス以外は基本的に自国技術でまかなえる状況に来ていると思われる。 

 また、「エネルギー発展第十二次 5 カ年計画」でも、技術と設備の項目で、原子力に

ついては、「大型鋳造品、メインポンプ、重要な材料、デジタル制御システム等、重要

設備の国産化を加速する」と記されており、それ以外の技術に就いては国産化達成済

みと自己評価している。 

 

（2）国産化が進んだ背景 

   前述のように、第 2 世代炉についてはほとんど国産化を確立したと言われる背景は、

①軍事用の原子力技術を独自開発してきた底力。②最初は海外技術を導入しても、習

熟して国産化するとの意欲（これは、日本も含め、世界の工業国も同様で中国特異の

政策ではない。例えば、フランスもガス炉から軽水炉へ戦略変更した際には、当初ウ

エスチングハウス社より PWR の技術を導入し、その後国産化、輸出と発展してきた。）

③ウエスチングハウス社のグローバル調達の転換（機器レベルの海外調達を許容する

戦略）が考えられる。①、②は自明で、③について以下に補足する。 
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   第 2 世代炉が建設された頃には、各国とも、自国内で統合された製造メーカーで制

作された機器を多く使用し、極力他国の製造メーカーに依存しないようにしてきた。

しかし、近年、グローバル化の進展に伴い、機器は国際的に競争力のあるメーカーよ

り国際的に調達する傾向が高まり、原子炉ベンダーも、機器製造より設計、エンジニ

アリング、プロジェクト管理等に特化しようとの戦略を取るようになってきた。ウエ

スチングハウス社は、当時、その傾向が強く AP1000 の技術移転の用意があった点が、

中国側で選定された要因の一つであったと言われている。グローバル調達の考え方は、

米国での AP1000 の建設でも採用されており、ウエスチングハウス社は韓国斗山製の

圧力容器を始め、米国のプロジェクトでも多くの機器を米国外の海外からも調達して

いた。 

 

（3）これまで取られてきた施策 

   最初の商業用原子力発電所である秦山 I 期の頃から中国の原子力開発の基本は「自主

開発」であった。しかし、1980 年代後半、当時英国統治下の香港の電力需要を賄うこ

とを突破口としてフランス（EDF）が当時主導して、フランスより M310 型 PWR を

大亜湾に導入した。その後、隣接する嶺澳 I 期では、国産化率を 30%位にあげ、その

後準国産技術として開発された CPR1000 型（知的財産権はフランスが主張）の初号機、

嶺澳 II 期では国産化率を 50%～70%に段階的にあげ、その後は、8.1(4) で述べたよう

に、同型式を類似型も含め 22 基建設する中で順次国産化率を堅実に上げている。米国

商務省が第 2 世代炉の技術は完全に習得されていると評価しているのは、このあたり

の実績を考慮したものであろう。第十一次 5 カ年計画（2006 年～2010 年）にも「先

進型 PWR の設計・製造・建設・運営の自立化を逐次実現する」と第 3 世代炉の国産技

術化も政策方針として明記されている。個々の具体的施策については、計画等に施策

として明確に書かれていないが、傾向として以下のような点が挙げられる。 

 2 基同時発注 

発注は 2 基同時に行い、1 基目のベンダーは海外であっても、2 基目のベンダー

を国産メーカーとし、技術移転を側面から支えている。例えば、AP1000 も三門、

海陽の１号機用圧力容器は韓国の斗山製であるが、三門の 2 号機は中国第一重

機（CFHI）、海陽の 2 号機は上海電気（SEC）に製造させるようにしている。

また、フランス式の最新型である EPR についても、台山向けに 2 基同時に発注

し、圧力容器の 1 号機は実績のある三菱重工製としても、2 号機は東方電気製を

採用、蒸気発生器や加圧器等の主要機器も 1 号機はフランス製だが、2 号機では

東方電気や上海電気の国産製品を採用させている。尚、2 基同時発注は国産化推

進だけが主な理由ではなく、建設の効率化や共通設備をシェアすることでコス

トの低減にもつながるため、輸入プラント以外で国産技術による建設の場合も、

通常 2 基同時に進めるようにしている。 
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 設計作業に参画 

中国では、中国核工業集団有限公司や中国広核集団有限公司等の発電所所有の

電力会社自身が設計に関与している。また、秦山 I 期の最初の自主開発炉の開発

に関与した上海核工程研究設計院（SNERDI）等の設計研究所が中国向けの標

準設計に貢献している。例えば、AP1000 の中国版である CAP1000 の開発に際

して、2012 年国家核電技術有限公司（SNPTC）は上海核工程研究設計院

（SNERDI）に原子炉系と全般、国核電力規画設計研究院（SNPDRI）に一般

蒸気系を国内用に纏めるように指示した。このように設計段階から、国産標準

化に向けて参画していく姿勢が窺える。 

 

 建設プロジェクト管理の自立化 

中国核工業集団有限公司（CNNC）は元々秦山の自主技術でスタートしており、

主要機器は、最初は輸入したが建設プロジェクトは自己管理であった。一方、

大亜湾は EDF が現場プロジェクト管理を行った。2005 年に着工した嶺澳Ｉ期

で、中国広核集団有限公司（当時は CGNPC）も傘下の中広核工程有限公司

（CNPEC：2004 年 EPC 能力の確立を目指し設立）が、プロジェクト管理を行

った（EDF がコンサルタントとして支援したとの情報もある）。また、ロシア型

VVER 技術の導入に際しても、初号機の田湾 I 期（1999 年着工）は全面的にロ

シア側の技術責任であったが、同 II 期（2012 年着工）では、ロシア側は原子炉

系の主要機器の供給のみで約 30%程度の所掌分担で、建設等の全体責任は中国

側が負う形で責任範囲を拡大させている。 

 

（4）電力会社の動き 

   2007 年、国家核安全局（NNSA）より原子力発電所を所有し運転して良いと中国核

工業集団有限公司（CNNC）、中国広核集団有限公司（CGN）、当時の中国電力投資集

団公司（CPI（現在の国家電力投資集団有限公司））の 3 国営企業が承認された。その

他、公的、私的の会社はマイナー出資に限られることとなった。その結果、中国の主

要電力会社である中国華能集団有限公司、中国華電集団有限公司、中国大唐集団有限

公司、中国国電集団公司は原子力進出が制限されることとなったが、それぞれ子会社

を設立して原子力プロジェクトに参画している。その後、8 年以上のマイナー出資者と

しての経験を経て、より多くの持分を取れるように成長してきた。中国華能集団有限

公司は昌江（海南）発電所の 49%、中国大唐集団有限公司は寧徳発電所の 44%を保有

している。このような形で、原子力技術のすそ野が広がってきている。 
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（5）製造メーカー側の努力 

   メーカー側でも国産化推進、更に、外国との競争力強化に向けて色々な努力をして

いるように見える。その幾つかについて、以下に紹介する。 

 海外有力メーカーとの技術提携や合弁企業の設立 

 上海電気 KSB 核電ポンプ（ポンプ類） 

 世界的に実績のあるドイツ系の KSB 社と組んでいる 

 東方アレバ核ポンプ（ポンプ類） 

 東方電気、アレバ社の一次系原子力用ポンプ技術の導入 

 東方電気とアルストム低速アラベルタービンの提携 

 フランス M310 型の 2 回目の導入である嶺澳 I 期 1，2 号機向けの頃か

らフランスの有力タービンメーカーアルストム社と提携（特に低速の

Arabelle Turbine）し、東方電気はタービンの受注を図ってきた。AP1000

の中国型である CAP1000 や CAP1400 等への採用も有力であると（提携

契約の詳細は不明）報じられている。 

 ハルビン電気と三菱重工 

 三門、海陽向けの AP1000 プロジェクトに、ハルビン電気は三菱重工

の技術 License の元にタービンの補機類を納入することになっている。 

 モジュール工場 

 AP1000 はモジュール工法と呼ばれる工法で建設するため、米国の

Lake Charles（CB&I Lake Charles 工場）に習って、国家核電技術有限

公司が 64%、中国核工業建設集団有限公司（CNEC） 

が 29%によってモジュール工場が、2009 年 7 月に建設されている。 

 上海電気と ENSA（スペイン） 

上海電気核電設備と ENSA は三門向（AP1000）の蒸気発生器で協業。 

 

 ASME N Stamp の取得や ISO の認定取得 

米国機械学会（ASME）には、原子力用機器の製造認定工場を N-stamp

という形で認定する制度があり、国際的にも認知されている。国家核安

全局（NNSA）の登録は米国 NRC の標準にリンクしていると言われてお

り 8、2009 年時点で 6 社が ASME N-stamp 認証を受けていたが、2011

年には 21 社になったと報じられている。 

 

 製作用の重要機械の導入 

原子炉等に使われる大型鍛造品の製造のため、設備的にも日本と遜色のないレ

                                                   
8 Word Nuclear Association “Heavy Manufacturing of Power Plants” (updated October, 

2017) 
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ベルに来ている。 

 

    メーカー名          Forging Press          Max Ingot (t) 

日本   日本製鋼所            14,000t x 2        650 

中国    中国第一重機          12,500t, 15,000t       600 

        ハルビンボイラ         8,000t 

        上海電気            12,000t, 16,500t       600 

         東方電気              16,000t 

 

 

8.3 将来の輸出可能性を踏まえた国産炉の開発 

 ここでは、中国が輸出の可能性も考慮しながら国産炉をどのように開発してきたかの経

緯に焦点をあてる。近年、高温ガス炉や小型炉の輸出可能性についても話題になるが、本

章では商業用大型軽水炉（中国の場合は PWR）を中心に述べる。 

（1）パキスタン チャシュマ向け CNP300 型（30万 kW）×2基 

   核不拡散問題で国際的に孤立していたパキスタン向けに秦山 I 期で建設の実績を積

んだ CNP300 型を 2 基輸出している。8.3 章で述べたように CNP300 型の機器は輸入

に依存した部分もあるが、設計は独自技術であった。核不拡散という国際問題が背景

にあった輸出で、輸出を念頭に開発を進めてきた度合は低いと思われる。 

 

（2）第二期（国産技術の伝承と海外技術導入期） 

   1990 年代後半からの第二期では、開放政策路線の拡大により、「外国との協力により

技術を学び、次に国産化（自主設計、自主製造、自主建設、自主運営）を達成する」

との考え方に変わってきた。この時点では、輸出戦略はそれ程強く意識していなかっ

たのではないかと思われる。 

   一方、元々、自主技術開発を担ってきた中国核工業集団有限公司（CNNC）は 1990

年代より、上海核工程研究設計院（SNERDI）においてウエスチングハウス社、 フラ

マトム社と共同で中国型標準 3 ループ型加圧水炉（CNP1000）の開発を行ってきた。

中国中央政府の方針で後日、中国広核集団有限公司（CGN）が M310 を改良した

CPR1000 型を採用することになったため、CNP1000 は、そのままの形で日の目を見

ることはなかったが、その経験が後日、華龍一号への発展へと繋がっていく。 

   海外技術の導入は、具体的には、カナダの CANDU 炉、ロシアの VVER1000 型、従

来のフランスからのM310型PWRと幅広い炉型を導入したが、結局は、フランスM310

を中国型にした CPR1000 型が主力となり、8.1（4）で述べたように、CPR1000 型が

類似型も含め 22 基も建設されることになった。しかし、CPR1000 の知的財産権はフ

ランスに残った形となり、輸出に際しては、その都度フランスの了解が必要とされた。
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この経験が、後日、知的財産権を中国で確立した華龍一号の開発に繋がったものと推

察される。このように国産化開発の中心はフランス PWR 派生技術となった為、カナダ

のCANDU炉技術やロシアのVVER技術の国産化意欲はそれ程強くなかったと思われ、

VVER は田湾 II 期（3，4 号）の追加建設が行われたが、CANDU 炉は秦山 III 期の 2

基のみで新規建設はなかった。しかしながら、CANDU 炉の建設を経験し知見を深め

たことにより、カナダの SNC-Lavalin 社と新型燃料 CANDU 炉の拡販に向けた共同事

業体の設立や、アルゼンチンでの CANDU 炉の建設肩代わりや、ルーマニアでの

CANDU 炉の交渉等の世界市場での商談拡大に繋がっている。 

 

（3）華龍一号 

   華龍一号の開発経緯は 8.1（5）③で述べた通りである。中国核工業集団有限公司が

開発してきた ACP1000 型と中国広核集団有限公司が開発した ACPR1000 型を国家能

源局の主導で、ブランド統一したものである。中国広核集団有限公司は英国 Bradwell

向けに、中国核工業集団有限公司はパキスタン向け等で実績を付けつつある。 

 

（4）CAP1400 型 

   AP1000/CAP1000 をスケールアップした CAP1400 型を栄成石島湾で建設、南アメ

リカやアジア市場向けに拡販しようとの意欲がある。開発経緯は 8.1（5）⑥で述べた

通りである。 
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≪付録：全訳≫ 

「原子力発電所運転許可証」有効期限延長の技術政策1 

（試行） 

 

 一、背景 

 「原子力発電所運転許可証」の申請と交付では、通常いくつかの概念、即ち原子力発電

所の設計寿命、原子力発電所の実際の寿命及び許可証の有効期限に言及する。 

 

 (一)原子力発電所の設計寿命 

 原子力発電所は大量の構築物、系統や部材により組み立てられる複雑なシステムであり、

これらの構築物、系統、部材は又多種の金属材料、有機資材や無機非金属材料等で構成さ

れている。原子力発電所の運転過程では、構築物、系統や部材によって耐える圧力、温度、

湿度、化学や放射線被曝等の環境条件が異なり、このことが原子力発電所の異なる構築物、

系統や部材の寿命に大きな差を引き起こしている可能性があるため、原子力発電所のあら

ゆる構築物、系統や部材には適応する統一した定義を示すすべがない。 

 現在「原子力発電所運転許可証」の申請文書においては、主に「交換できない設備」(例

えば原子炉冷却材系統圧力バウンダリ等)について、原子炉圧力容器材料の中性子照射脆化

と原子炉冷却材系統圧力バウンダリの疲労等を含めて詳細な設計寿命の評価を行う。この

設計寿命の評価は若干の仮定、例えば原子炉圧力容器の設計寿命全体の照射中性子束と原

子炉冷却材系統が経過する可能性がある各種の過渡状態の作業状況に基づくものである。 

 (二)原子力発電所の実際の寿命 

 燃料交換管理方式の改善により、原子炉圧力容器の照射積分中性子束は大幅に低減し、

特に設置された資材の照射モニター試料は圧力容器材料の実際の性能変化を一層真に迫っ

て評価できると同時に、現在供用期間中の原子力発電所の実際の運転状況から見て、原子

炉冷却材系統が実際に経過する各過渡状態の作業状況は設計時に用いる仮定よりもはるか

に少ない。このように、「交換できない設備」の実際の運転寿命評価と高経年化管理、及び

交換可能設備の必要な保全又は交換により、原子力発電所の「実際の寿命」は理論上の「設

計寿命」を超えても差し支えはない。 

 (三) 「原子力発電所運転許可証」の有効期限 

 国情が異なるため、「原子力発電所運転許可証」交付時には国によって許可証有効期限の

設置方式も異なる。我が国の原子力安全法規「中華人民共和国民生用核施設安全監督管理

条例」(HAF001)の実施細則「原子力発電所安全許可証書の申請と交付」(HAF001/01)第九

                                                   

1中国原文：中国環境保護部ホームページ 

http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/haq/201601/t20160105_321062.htm 
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条には、「原子力発電所運転許可証」の有効期限は一般的に設計寿命とするが、特殊な状況

下では国家核安全局により別途規定する。 

 前述の原子力発電所の設計寿命と実際の寿命に対するはっきりとした見解は、原子力発

電所の運転寿命は設計寿命を超えても実際上は差し支えないことを表明しており、これも

「原子力発電所運転許可証」有効期限の延長継続に技術的基礎を提供している。本質的に

言えば、「原子力発電所運転許可証」有効期限の延長継続は別に「寿命延長運転」ではなく、

原子力発電所が許容できる技術性能と安全レベルの条件を備えた上での「実際の寿命」内

の運転行為なのである。 

 現在「原子力発電所運転許可証」有効期限の延長継続は世界で普遍的に行われている。

我が国の秦山原子力発電所 300MWe プラントは 1991 年に運転開始し、設計寿命は 30 年で

ある。大亜湾原子力発電所は 1994 年に運転開始し、目下の運転時間は既に設計寿命の半分

を超えている。広範な世界的実践に基づき、現在我が国の若干の原子力発電所運営事業者

は「原子力発電所運転許可証」有効期限の延長継続問題を考慮し始めている。 

 「中華人民共和国行政許可法」は行政許可の変更と延長継続について一般的な規定を掲

げているが、「中華人民共和国民生用核施設監督管理条例」は「原子力発電所運転許可証」

有効期限の変更と延長継続について別に具体的な操作規定を掲げていない。これにより国

家核安全局は「原子力発電所運転許可証」有効期限の延長継続の関連業務を指導するため、

技術的政策の制定が必要であると認識している。技術的政策の制定と実施も将来の原子力

安全関連法規の制定又は改正のために経験を積み重ねるものである。 

 

 二、「原子力発電所運転許可証」有効期限延長継続の申請と承認 

「中華人民共和国行政許可法」第四章第五節の「変更と延長継続」は行政許可の変更と延

長継続の関連要件を規定しており、そのうち第五十条に規定は、「被許可者が延長継続を必

要として法に則り取得した行政許可の有効期限内にあるものは、当該行政許可有効期限満

期の 30 日前に行政許可決定を下した行政機関に申請を提出しなければならないが、法律、

法規、規則に別途規定のあるものは、その規定に従うものとする。 

 「行政機関は被許可者の申請に基づき、当該行政許可の有効期限満期以前に延長継続の

許可を与えるかどうかを決定しなければならない。期限が切れても未だ決定のないものは

延長継続の許可を与えるものとみなす。」とされている。 

 「中華人民共和国行政許可法」第四十五条に規定は、「行政機関の行う行政許可の決定で、

法に依り公聴、入札募集、競売、検査、計測、検疫、鑑定及び専門家の審査評定の必要の

あるものは、その所要時間を当節規定の期限の計算には入れない。行政機関は所要時間を

申請人に書面で告知しなければならない。」とされている。 

 「原子力発電所運転許可証」の交付と同様に、「原子力発電所運転許可証」有効期限の延

長継続には大量の複雑な安全審査評定作業を経る必要がある。原子力発電所運営事業者は、

「中華人民共和国行政許可法」の前述の条項に依拠し、「原子力発電所運転許可証」有効期
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限の延長継続申請時に、少なくとも「原子力発電所運転許可証」有効期限満期の 5 年前に

は国家核安全局に「原子力発電所運転許可証」有効期限延長継続の申請 (申請書の書式は付

表 1 を参照) を提出すると同時に、セーフティケース関連の文書を提出しなければならない。 

 原子力発電所運営事業者は下記の条件を備えて初めて、国家核安全局に「原子力発電所

運転許可証」有効期限の延長継続を申請できるものとする。 

 (一) 原子力発電所の運転過程では国家の関連法及び原子力安全法規を遵守する。 

 (二) 安全を維持して原子力発電所を運営し、全面的に安全上の責任を引き受ける能力を

備える。 

 (三) 原子力発電所は良好な運転業績を備え、引き続き安全運転する能力を有することを

表明する。 

 (四) 運転延長継続期間中の使用済み核燃料とその他放射性廃棄物の処理と処分につい

て、既に適切に手配している。 

 原子力発電所の運営事業者が「原子力発電所運転許可証」延長継続を申請する有効期限

は 20 年を超えないものとし、「原子力発電所運転許可証」延長継続の有効期限はその実際

に論証される年限に従い確定し、原子力発電所のセーフティケースはその延長継続される

期限内において元どおり許容できる技術的性能と安全レベルを備えていることを証明しな

ければならない。 

 国家核安全局は「原子力発電所運転許可証」有効期限延長継続の審査許可の過程で、国

務院の関連部門及び原子力発電所所在の省、自治区、直轄市人民政府の関連意見を求める。 

 もしその他関連部門の行政許可又は管理要件が「原子力発電所運転許可証」有効期限と

関係している場合、延長継続期間の運転開始前に、原子力発電所運営事業者は関連手続き

の処理を完了していなければならない。 

 

 三、「原子力発電所運転許可証」有効期限延長継続のセーフティケースの基準 

「原子力発電所安全許可証明書の申請と交付」においては、原子力発電所運営事業者は

「原子力発電所運転許可証」申請時に、下記の文書資料を提出する必要があると規定して

いる。 

(一) 「原子力発電所改訂の最終安全分析報告書」 

 (二) 「原子力発電所環境影響報告承認書」 

 (三) 「原子力発電所燃料装荷後デバッギング報告書及び試運転報告書」 

 (四) 「原子力発電所品質保証要綱」(運転段階) 

 そのうち「原子力発電所改訂の最終安全分析報告書」は原子力発電所の設計、建設及び

運転過程で遵守する法律、法規及び参照する基準、規範を確定し、原子力発電所の「原子

力発電所運転許可証」取得時の実際の状態を確定した。 

 原子力発電所の運転過程では、およそ十年ごとに「原子力発電所運転許可証」の許可証

条件に従って定期安全レビューを一度行い、定期安全レビューの結果に基づき対象物の改
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造又は基準規範の版本のグレードアップを実施する。このほかにも原子力発電所は数多く

の運営事業者から申請や国家核安全局による承認、又は国家核安全局の求めによる安全上

重要な改造を経過するはずである。少数の状況を除いては、一般的にこれらの安全上重要

な改造は原子力発電所最終安全分析報告書の改訂版に組み入れられる。 

 原子力発電所運営事業者が「原子力発電所運転許可証」延長継続申請提出時の「原子力

発電所最終安全分析報告書」の有効な改訂版、及びその他安全分析報告書に組み入れられ

ていない国家核安全局承認の安全上重要な改造は、「原子力発電所運転許可証」有効期限延

長継続のセーフティケースの基準とする。 

 「原子力発電所運転許可証」延長継続申請の審査評定期間中に、前述の基準に変化が発

生した場合、これら変化も「原子力発電所運転許可証」有効期限延長継続のセーフティケ

ースの基準に組み入れられることになる。 

 

 四、「原子力発電所運転許可証」有効期限延長継続申請時に提出すべき文書資料 

 原子力発電所運営事業者は「原子力発電所運転許可証」有効期限延長継続申請の提出と

同時に、以下の文書資料を提出しなければならない。 

 (一) 「原子力発電所運転許可証有効期限延長継続安全評価報告書」及び付属文書 

1. 「原子力発電所運転許可証有効期限延長継続安全評価報告書」の評価範囲に含まれる

べき内容は以下のとおり。 

 (1)「原子力発電所最終安全分析報告書」に述べる反応度の制御、炉心熱の排出、及び放

射性物質包み込みと運転・排出の制御、非常時放出の制限等いくつかの基本的安全機能を

実行する構築物、系統及び部材 

 (2)その故障が前述の構築物、系統及び部材の機能実行に影響する可能性のある原子力発

電所のその他構築物、系統及び部材 

 (3)「原子力発電所最終安全分析報告書」に述べる防火設計、火災探知及び消火系統 

 (4)「原子力発電所最終安全分析報告書」に述べる超設計基準事故の予防又は軽減の施設 

 (5)「原子力発電所最終安全分析報告書」に組み入れられていないが、国家核安全局の承

認を経るか又は国家核安全局の求める改善項目中の前述の範囲に係わる構築物、系統及び

部材 

 2. 前述の評価範囲においては、高経年化管理審査範囲に属する構築物と部材のリストを

列挙し、高経年化審査に用いる方法を述べ、並びに高経年化の影響が合理的に管理され、

申請の許可証延長継続期間内に構築物、系統及び部材が所定の機能を実行できることを証

明しなければならない。高経年化管理審査範囲に属する構築物や部材は下記の内容を含む

が、それに限られることはない。 

 (1) 所定の機能を実行時に、構造と特徴に変化を起こしていない部材や構築物、ただし

可動部材は含まない。これらの部材と構築物には、原子炉圧力容器、蒸気発生器、加圧器、

配管、ポンプケーシング、弁体、炉心遮蔽、熱交換器、ベント管、格納容器、格納容器ラ
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イニング、電気及び機械ペネトレーション、設備機器搬入口、耐震Ⅰ類構築物、ケーブル

とジョイント、ケーブルサポートと制御盤等が含まれる。 

 (2) 鑑定寿命と規定の期間に基づくことなく交換する構築物と部材については、 

 定期試験、モニタリング、保守又は交換等の方法で使用期間内の機能を保証する設備又

は部材は審査範囲に入れなくても差し支えない。例えばポンプ(ポンプケーシングは含まな

い)、バルブ(弁体は含まない)、モーター、ディーゼル発電機、エアコンプレッサー、ショ

ックアブソーバー、プレッシャートランスミッター、プレッシャーインジケーター、電気

開閉器(装置)、クーリングファン、トランジスター、電池、遮断器、継電器、電気回路基板、

充電器、電源装置等。 

 3. 有効期限を定めた高経年化分析リストを列記し、下記の内容を証明しなければならな

い。 

 (1) 申請の許可証延長継続の期間内は、分析は依然として有効である。 

 (2) 分析は申請の許可証延長継続期間の末期まで網羅することができる。 

 (3) 申請の許可証延長継続期間内は所定の機能に対する高経年化の影響を十分に管理す

ることができる。 

 4. 付属文書には高経年化管理要綱、高経年化管理手順及び活動等の内容が含まれなけば

ならない。 

 (二)  増補・修正された「原子力発電所環境影響報告書」 

 増補・修正された「原子力発電所環境影響報告書」においては、原子力発電所の実際運

転のデータに基づき「原子力発電所環境影響報告書」(運転段階)の適切性及び延長継続運転

期間中の環境への影響の許容性を評価し、「原子力発電所運転許可証」有効期限延長継続申

請提出時の有効な環境保護基準との適合性を評価しなければならない。 

 (三)  増補・修正された「原子力発電所最終安全分析報告書」 

増補・修正された「原子力発電所最終安全分析報告書」においては、高経年化管理要綱と

高経年化管理活動の総括、及び「原子力発電所運転許可証」延長継続期間内の有効期限を

定めた高経年化分析と評価が含まれなけばならない。 

「原子力発電所運転技術仕様書」においては、「原子力発電所運転許可証」延長継続期間

内の高経年化の影響要件を増補・修正し、並びに増補・修正の原因説明を提示しなければ

ならない。 

 

五、「原子力発電所運転許可証」有効期限延長継続のセーフティケースが参照する基準と

規範 

 前述のように、「原子力発電所の改訂した最終安全分析報告書」の中で原子力発電所の設

計、建設及び運転中に参照する基準と規範を確定し、そのうち一部の基準と規範は定期安

全レビューの過程でグレードアップ版が採用されることになった。原子力発電所運営事業

者による国家核安全局への申請提出・認可取得を除いては、「原子力発電所運転許可証」有
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効期限延長継続申請提出時には、「原子力発電所最終安全分析報告書」の有効版本で確定し

た基準と規範はセーフティケースにおいても依然として有効である。 

 しかしながら、これらの基準と規範は「原子力発電所運転許可証」有効期限延長継続の

セーフティケースの必要を完全には網羅できないため、原子力発電所運営事業者は関連の

セーフティケースにおいてその他参照すべき基準と規範を補う必要があることを認識せな

ければならない。我が国の現在の関連基準と規範はなお完備しておらず、補足する基準と

規範はなお国際的又はその他国家の基準を含む可能性がある。 

 原子力発電所運営事業者はこれらの補足基準の選択使用時には、その適切性と適用性を

適切に評価し、国家核安全局の認可を求めて取得しなければならない。 

  

六、持続的改善 

 原子力発電所運営事業者は原子力発電所の運転過程全体において持続的に改善策を実行

し、絶えず原子力安全レベルを向上させなければならない。原子力発電所運転の持続的改

善は主に国家核安全局の求めによる改善は主に、許可証申請基準の変化による改善、内外

の経験フィードバックによる改善等、原子力発電所運営事業者が運転過程で(定期安全レビ

ュー中を含む)提起した安全上の改善が含まれる。原子力発電所運営事業者は許可証延長継

続申請においては持続的改善の原則に従い工事改善計画を制定しなければならない。 

 工事改善計画の制定には以下の要素を考慮しなければならない。 

 (一) 許可証延長継続のセーフティケースにおける交換可能な設備、部材の交換 

 (二) 歴代の定期安全レビューにおける安全上の改善措置の着実な実施と整備 (三) 国

家核安全局の改善要件 

 許可証の延長継続を申請する原子力発電所運営事業者は適切な運転手配をし、工事の改

善実施を保証しなければならない。 

 同時に、許可証延長継続を申請する原子力発電所運営事業者は最新の原子力安全法規と

基準を参照して定期安全レビューを展開し、関連の原子力安全の改善を実施しなければな

らない。 
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付表 1 

 

「原子力発電所運転許可証」延長継続申請書書式 

 

申請事業者 

 

法人代表者      職務         署名 

           連絡住所       (電話) 

           郵便番号       (テレックス、ファクシミリ) 

 

 

 

原子力発電所名称 

プラント号機 

主管部門 

設計出力(電気) 

    (熱) 

「原子力発電所運転許可証」の有効期限 「原子力発電所運転許可証」延長継続申請の期

限 

 

 

 

 

法人代表者の保証： 

 本申請書及び提出文書の内容は事実であり、さもなければ法的責任を引き受けるものと

する。 

 

 

 

 

申請事業者(公章) 

年  月  日 

 

 


