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  原子力発電はエネルギー安定供給及び地球温暖化対策に引き続き貢献していくことが期待さ

れており，低炭素エネルギーの中核として重要な位置を占めるとされている．国内では 23 基の加

圧水型原子炉（PWR）が稼働中であり，初期のものは運転開始より 40 年を迎えることとなる．設備

の高経年化が進む中で，原子力発電プラントの計画外停止や長期停止を排除し，稼働率を高め

安全・安定運転を実現することが低炭素社会の構築に資すると考える．これを実現するため，予

防保全技術，検査技術の適用によるプラント設備の信頼性向上，また作業員の負荷軽減・被ばく

低減による作業の合理化・高度化など，各種開発した 新の保全技術を紹介する． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

発電過程で二酸化炭素を排出しない原子力発電所を 大限に活用していくには，的確な高

経年化対策を計画的に行い，長期的に安定した運転ができる発電所にすることが重要であり，三

菱重工では国内 PWR プラントの保全業務を通じて，エネルギー問題に携わっていると考えてい

る．高い稼働率で安全・安定運転を実現するためには，計画外停止や長期停止を排除するため

の保全技術や検査技術として，大型機器取替，材質改善のためクラッディング・肉盛や特別点検

などで各種検査手法を開発・適用してきている． 

本報ではこれまで培った技術を高度化し，更なる保全に貢献するための応力腐食割れ対策，

検査技術の高度化を説明するとともに，定期検査時に行う各種保全作業の合理化・高度化とし

て，作業員の技量向上への取組み，作業員への負荷軽減や被ばく低減，作業の信頼性向上に

貢献する各種ツールの開発・適用について説明する． 

|2. 応力腐食割れ対策 

運転時間に伴い損傷が顕在化するものの一つに，応力腐食割れ（Stress Corrosion Cracking : 

以下，SCC）があり，環境，材料，応力の重畳により発生するとされている．SCC 対策技術として，

表面の残留応力を圧縮応力に改善するピーニング方法として，図１に示すウォータジェットピーニ

ング(1)（以下，WJP），超音波ショットピーニング(2)（以下，USP）を開発・検証し，原子炉容器（以

下，RV）や蒸気発生器（以下，SG）へ適用してきた．昨今，国内外 PWR プラントで SCC が顕在化

している状況を踏まえ，微小な欠陥が存在する箇所にピーニングを施工した場合の欠陥に対す

る悪影響の有無，残留応力改善効果の有効性を確認することは，ピーニングを施工した機器・配

管の保全を検討する上で重要である． 
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図１(a) 超音波ショットピーニング法 

ピエゾ素子の超音波振動により，ショットをチャ
ンバ内で，対象物とピーニングヘッド間で往復
運動させることで，ショットピーニングを行う工法

 図１(b) ウォータジェットピーニング法 

水中でノズルから高速のウォータジェットを噴射
すると，ノズル周囲の静止している水と高速ジェ
ットの境界面では大きな速度によるキャビテーシ
ョン気泡群が発生する．このキャビテーション気
泡が崩壊する時の衝撃圧を利用して対象面に
ピーニングを行う工法 

 
これを検証するため，平板試験体にSCC型の微小欠陥（以下，潜在欠陥）を導入した後にピー

ニングを施工し，欠陥に対するピーニングの影響，及び欠陥近傍での応力改善効果の有効性を

評価した(3)．その結果，後述の通り，WJP/USP の施工前確認で検出されない可能性のある潜在

欠陥があっても，WJP/USP は保全技術として有効であると判断している． 

(1) 潜在欠陥部の残留応力改善効果 

潜在欠陥の有無に係わらず，WJP又はUSPを施工すれば潜在欠陥近傍の残留応力が改善

されることを実験的に確認するため，ポリチオン酸溶液中で４点曲げにより応力付加し，図２に

示す潜在欠陥を付与した試験片（長さ 150mm×幅 30mm×厚さ 10mm の NCF600/SUS316

試験片）を用いた．試験体に欠陥導入後，WJP 又は USP を施工し，X 線回折法による残留応

力測定を実施した．図３に代表として SUS316 の試験結果を示す．欠陥の有無に係わらず，残

留応力は同等で，表面から１mm まで圧縮残留応力であった． 

 

 

 図２ 残留応力計測用平板試験片 

試験片の半分に SCC 型の微小欠陥
（潜在欠陥）を導入したものを用いて
試験している．試験体は 600 系溶金
のものを示す． 

 

  図３ ピーニング後の残留応力計測結果（SUS316 の例）

潜在欠陥有無での深さ方向の残留応力をＸ線回折法によ
って測定した結果を示す．いずれにおいても圧縮応力で
あることを確認した． 
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(2) 潜在欠陥部の SCC 進展抑制効果 

WJP/USP 施工で潜在欠陥が供用中に SCC 進展しない（ピーニングが有効である）ことを実

験的に確認するため，前述と同様に図４に示す試験片（長さ 150 ㎜×幅 40 ㎜×厚さ 10 ㎜の

NCF600/SUS316 試験片）を用いた．欠陥導入後，40mm 幅の中央で切断し，一方のみ WJP

又は USP を施工した．その後，ポリチオン酸溶液中で４点曲げにより運転時相当応力を付加し

て SCC 試験を行い，試験後の破壊調査で SCC 進展の有無を確認した．試験条件毎に各２断

面の拡大観察を行い，観察されたすべての欠陥の深さを測定し，ワイブルプロットで整理した．

図５に代表として SUS316 の試験結果を示す．ピーニング施工有りでは SCC 試験有り/無し

の両者で欠陥深さに有意差はなく，SCC 進展は認められなかった．なお WJP/USP 施工有り/

無しの比較では施工無しで進展しており，SCC 試験は適切な条件であることが確認できた． 

図４ SCC 進展抑制効果用平板試験片 

潜在欠陥を導入後に２分割し，一方に WJP/USP 施工した後，両方とも SCC 試験を実施している．

図５ 潜在欠陥深さのワイブルプロット結果（SUS316 の例） 

断面観察で観察されたすべての欠陥の深さを計測している．縦軸の Fx は深さが横軸の値までであ

る欠陥の累積頻度を示している．それぞれの結果は同一の潜在欠陥に対するものではないが，ピ

ーニング施工（WJP，USP）によって，SCC 進展抑制効果があることを確認している． 

|3. 検査技術の高度化 

3.1 超音波探傷検査技術の高度化 

配管や圧力容器の検査に超音波探傷検査（Ultrasonic Testing : 以下，UT）を適用している

が，ノズル部などの複雑形状部や溶接部などの超音波透過性が悪い部位では検査性に課題が

あり，また，欠陥の定量化ニーズが高まっていることから，フェーズドアレイ UT 技術の開発を進め

ている(4)． 
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図６に開発の概要を示す． 近では，探傷速度及びサイジング精度に優れるマトリクスフェー

ズドアレイ UT の開発を推進している．通常の UT プローブは１つの圧電素子から構成されるのに

対してフェーズドアレイ UT のプローブは複数の圧電素子から構成される．これらの圧電素子の送

受信タイミングを個々に制御することにより，合成波を任意の角度に振ったり，任意の位置に集束

させたりすることが可能となる．一般のフェーズドアレイ UT はリニアアレイと呼ばれるもので，振動

子を一次元配列した構造であるが，これに対してマトリクスアレイは振動子を二次元に配列した構

造であり，超音波ビームの三次元スキャンニングが可能となり，欠陥の検出性，深さサイジング精

度が向上する． 

  

 

図６ フェーズドアレイ

UT 技術開発の概要

複数の圧電素子で構成

（アレイ化）したものをフェ

ーズドアレイ UT という．

 
図７にマトリクスアレイにより斜めに傾いた欠陥の検出性試験を実施した結果を示す．試験結

果から，通常のリニアアレイでは欠陥の傾きが 20 度になるとほとんど検出できなくなるのに対し

て，マトリクスアレイでは０度から 20 度まですべての傾きの欠陥が明瞭に検出できることが分かる．

現在，難易度の高い RV/SG 異種金属溶接部に対するサイジング精度を向上させるために，新型

のマトリクスアレイプローブの開発を行っている．図８に，RV 異種金属溶接部用の新型マトリクス

アレイプローブの例を示すが，現在までに，従来法より優れたサイジング精度を有していることが

確認されている(5)． 

 
 

 

図７ フェーズドアレイ UT による斜め欠陥の 

探傷試験結果 

マトリクスフェーズドアレイ UT により欠陥が傾い

ていても検出可能となる． 

 図８ 新型マトリクスアレイプローブ 

超音波透過性の悪い異種金属部に対するマトリ

クスアレイプローブは従来法に比べ優れた性能

を有する． 
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3.2 検査技術者の技量向上への取組み 

前述のように，各種検査ニーズに対応するために，検査技術の開発・実用化を推進している

が，これらの技術を実際に適用するためには，検査技術者の技量向上が不可欠である．当社で

は，検査技術者の技量維持・向上のための実技訓練プログラムを充実させるとともに，関連する

資格の取得に注力している．取得資格の例としては，JIS Z 2305“非破壊試験技術者資格”（取得

資格数：427 件），NDIS 0603『超音波探傷試験システムの性能実証における技術者の資格及び

認証/PD 資格』（取得資格数：8 件），米国 EPRI 認証に基づく資格（取得資格数：ECT/QDA※1 16

件，UT/PDI※2 35 件）等がある． 

※1 Qualified Data Analyst:米国 EPRI SG Guidelines, Appendix G に従って認証される SG 伝熱管 ECT 分析者のための資格

※2 Performance Demonstration Initiative： 米国 ASME Sec. XI で規定する圧力容器・配管溶接部等に対する UT 資格 

|4. 保全高度化 

定期検査では各種機器の分解点検や信頼性向上のための各種改造工事を行っている．これ

らは機器毎に行ってきたが，近年のデジタル技術を活用し，作業被ばくの低減や作業期間の短

縮などの合理化を図るとともに作業の信頼性向上を図ってきている． 

4.1 タブレット型 PC による作業管理への展開 

分解点検作業は原則，紙を基本とした作業要領書及び結果を記述する工事記録となっている

が，作業現場で手書きし，事務所に戻ってのデータ整理が一般的な作業となっている．一方，近

年のパソコンは携帯可能なものが一般化されていることから，手に持って操作できる軽量型のパ

ソコン（以下，タブレット型 PC）を活用し，作業現場で実施している機器の分解点検作業への試行

を行った． 

その効果として，作業毎の注意事項や重要事項をタブレット型 PC 上で一瞥でき，測定結果の

自動判定や測定箇所の実績可視化（色で表示することで，作業漏れやヒューマンエラーを防

止），あらかじめタブレット型 PC 内に保管した過去のデータとの比較による傾向の把握など作業

の信頼性に寄与するとともに，作業員の負荷軽減に効果があった．また今後の活用としては，現

場調査における状況写真や寸法計測結果などをデジタルカメラやデジタルペンを用いて，タブレ

ット型 PC に作業しながら取り込むことで高放射線環境下での作業時間短縮や，計装設備の各種

調整結果などのデータベース化（記録の一元管理）など，図９に示すような作業にも展開していく

ことで，作業の信頼性向上しつつ，合理化（作業時間，作業被ばく）が図れるものと考える． 

図９ 現場調査支援ツールへのタブレット型ＰＣの展開例 

デジタルカメラやデジタルペンを用いて，タブレット型 PC に作業しながら取り込むことで作

業の合理化を図る． 
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4.2 ３次元レーザ計測技術を用いた改造設計作業への展開 

これまでの現場調査作業は，作業員が巻尺等を用いた手による計測を行い，スケッチ図を手

書きし，事務所などで図面化（２次元 CAD 等）に清書する手法が一般的であるが，高放射線環境

下などでは，作業員への負担が大きく，被ばく低減や調査効率化が望まれている．このため，現

場調査作業の改善を図るため計測業界で一般化されつつある３次元レーザ計測機器を導入し，

現場調査～作業成立性調査～改造設計へ展開し，改造作業全体の合理化を図ることとした． 

レーザ計測とは，レーザによる計測対象（例えば配管，ダクト，支持構造物）とセンサの間をレ

ーザが往復する時間，位相差を計測することで距離を算出し，レーザの発射方向の計測により３

次元座標を取得するものである．今回使用したレーザ計測装置の概要を図１０に示す． 

現場調査で撮影した点群データ（計測した３次元座標データ）の一例を図１１に示す．これをも

とに３次元モデリング（ここでは３次元 CAD 情報）に変換したものを図１２に示す．これにより全体

の雰囲気やアズビルト寸法が確認でき，機器の搬入性・作業性や改造後のエリア確保などの確

認，また干渉物の有無や改造設計などが容易に行えることとなる．なお図１１及び図１２は耐震改

造作業のものであり，精度よく改造作業が実施できた(6)． 

本手法の有効性を確認できたことから，一度採取したデータ（３次元 CAD）を活用することで，

プラント運転中や高放射線環境下など常時立入が困難な場合への改造計画などへも展開してい

くことで，作業被ばくの低減や事前検討の高度化が図れるものと考える． 

      

   

  

 

 

  項 目 仕 様  

  計測方法 位相差式  

  計測時間 約 10 分(約 500000P/s)  

  計測可能距離 約 1m～75m  

  計測可能範囲 水平方向 360° 鉛直方向 310°  

  大きさ 約 200×300×300mm，15kg  

 

 図１０ ３次元レーザ計測装置の概要 

計測対象と間をレーザが往復する時間，位相差を計測することで距離を算出し，３次元座標を

取得する． 

 

      

  

図１１ レーザ計測データの一例 

レーザ計測データ（点群データ）には３次元座

標情報を持っており，参考に改造対象（３次元

CAD 情報）を追加したもの． 

 図１２ ３次元ＣＡＤデータによる改造成立性

の確認 

点群データをもとに３次元モデリング（３次元

CAD）に変換し，改造対象の作業性を確認した

もの． 
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|5. まとめ 

当社の取り組んでいる原子力発電所の高度保全技術について述べた．今後とも原子力発電プ

ラントの高稼働率化に向けた保全技術を積極的に開発するとともに，保全作業の高度化・合理化

を進めていく． 
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