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＜表紙の言葉＞

誌名のローマ字表記である “DENKI” をメインビジ
ュアルとすることで、電機産業の発展が社会や人々
に貢献し続けた歴史を振り返るとともに、より安心
で便利な未来のために、これからもますます進化し
続けたい、
という想いを表現しています。
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一般社団法人 日本電機工業会／一般社団法人 電子情報技術産業協会

合同

2017 年 年賀交歓会
一般社団法人 日本電機工業会（JEMA）と一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）は、1 月 5 日 ㈭ 、
「グランドプリンスホテル新高輪」において、2017 年 年賀交歓会を会員、来賓など、約 2200 名の参加を
得て開催した。
まず、志賀重範 JEMA 会長の挨拶にはじまり、東原敏昭 JEITA 会長の発声により乾杯が行われ、ご来
賓を代表して世耕弘成 経済産業大臣よりご挨拶をいただいた。

志賀重範 JEMA 会長

世耕弘成 経済産業大臣

東原敏昭 JEITA 会長

謹賀新年／ 2017 年 年賀交歓会

5

年 頭 所 感
一般社団法人 日本電機工業会
会 長

志賀 重範
新年明けましておめでとうございます。

2030 年における長期エネルギー需給見通し、及び国

2017 年の年頭にあたり、謹んで所感を申し上げます。

連に提出したわが国の温室効果ガス削減目標の実現を
確実に進めていく必要があります。

昨年、海外では 6 月の Brexit、11 月の米国大統領選

省エネルギーについては、電機・電子業界の自主行

でのトランプ候補選出、そして 12 月の韓国大統領職

動計画である「低炭素社会実行計画」のなかで「生

務停止など予想外の出来事が続きました。政治的には

産プロセスにおけるエネルギー原単位改善」、及び電

不確実性が増す中、世界経済はトランプ相場といわれ

機・電子業界が社会へ提供する「製品・サービスによ

るドル高、株高が続き、日本経済も企業収益・消費の

る CO 2 排出抑制」を進め、冷蔵庫などの家電製品や、

持ち直しの動きがみられ、全体として上向きとなりま

モーター・変圧器などのトップランナー制度も活用し、

した。

一層取り組んで参ります。

2017 年は、まずはトランプ政権の具体的政策、さ

再生可能エネルギーでは、昨年国民負担の抑制と最

らには Brexit の行方を含めた欧州の動向、中国経済の

大限の導入の両立との中で固定価格買取制度につい

状況など十分注視が必要ですが、政府の強力な経済政

て、コストを抑制した効率的な導入への制度見直しが

策のもと、成長と経済好循環のための未来投資、雇用

行なわれたことを踏まえ、長期的に安定的な電源の一

と所得環境改善による消費回復などにより景気回復を

つとしての導入拡大方策、そしてコスト低減や運用が

確かなものとし、東京オリンピック・パラリンピック

多様化する上での様々な技術課題に取り組んで参りま

に向け、わが国経済が持続的に成長していくことを期

す。今後も大きな役割を担う火力発電については世界

待しております。

最高レベルの高効率かつ環境負荷低減技術を更に向上

このような経済見通しの中、電機業界は引き続きエ

させる次世代火力の開発・実用化を加速させるととも

ネルギー・環境問題の解決に向けた具体的推進、電機

に、ビッグデータを活用したサービスの高度化普及に

産業の成長戦略の推進、特に IoT、第 4 次産業革命の

も取り組みます。

流れの中で、
新たなモノづくり、サービス産業の創出に

原子力については、福島第一原子力発電所の廃炉、

取り組み、Society5.0 の推進を本格化させて参ります。

汚染水対策、産業界としての継続的・自主的安全対策

まず、エネルギー・環境問題については、世界情勢

に取り組むとともに、核燃料サイクル維持の重要性、

の不透明性が増す中、エネルギー・セキュリティの強

放射性廃棄物処分の解決、原子力事業の在り方に対す

化を図ると共に、地球環境面では全ての国が参加する

る意見発信、原子力導入を進める海外各国への支援活

パリ協定の具体的推進が期待されており、わが国も

動を着実に進めます。
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原子力発電は原子力規制委員会の新規制基準をクリ

成長戦略を実現する上で、グローバル展開・国際標

アした発電所の再稼働が進められておりますが、未だ

準化も重要な課題です。貿易の保護主義への動きが懸

国民の皆様のご理解が十分に得られているとは言えず、

念されており、TPP の発効、日・EU EPA や RCEP な

2017 年度がエネルギー基本計画の見直し年度である

ど早期締結されることを期待し、電機業界としては、

ことも踏まえ、政府におかれましても、安全を大前提

官民で連携し戦略的国際標準化活動、及び質の高いイ

にエネルギー・セキュリティ及び地球温暖化対策の観

ンフラ輸出など、引き続きグローバル展開に取り組ん

点から原子力が重要なベースロード電源であることを

で参ります。

今一度国民としっかり共有するよう進めて頂くようお
願い申し上げたいと思います。

成長と分配の好循環を実現するためは、サプライ
チェーン全体で付加価値を生み出す取組みも重要であ

昨年は多くの災害に見舞われました。被害に遭われ

り、昨年の秋以降検討を重ねて参りました下請取引

た方々にお見舞いを申し上げると共に、安全で強靱な

適正化について、JEMA は電機業界の自主行動計画を

電力インフラを世界に先駆けて構築することは、安全

近々発表する予定です。

安心で快適な日本社会の実現のため、そして産業界の
成長戦略のためにも大変重要な課題であり、これから
も着実に取り組んで参ります。

以上の通り、電機業界は、会員の皆様と共に一丸と
なり、幅広い課題にしっかり取組んで参る所存であり、
関係省庁や関係機関との連携の下、産業界の発展、そ

もうひとつ、電機産業、更に産業界・経済全体を成
長戦略に乗せるための重要な取組みは、新たなものづ

してわが国の経済成長を確固たるものにする年にした
いと思います。

くり、サービス産業創成に向けた IoT、第 4 次産業革
命への対応です。JEMA では、特に製造業としてのス

最後になりますが、この一年の皆様方のご発展と一

マートマニュファクチャリングの推進に取り組んでお

層のご活躍を祈念致しまして、私の新年のご挨拶とさ

り、本年 11 月開催するシステムコントロールフェア

せて頂きます。

2017 ／計測展 2017 TOKYO では、「IoT で未来を拓く

本年もどうぞよろしくお願い致します。

ものづくり新時代」をテーマに、昨年新たな製造業の
姿を提唱した「製造業 2030」に基づき、ものづくり
革新に関するユースケース創出などの最新情報を発信
致します。
製造以外の分野におきましても、あらゆる分野で
IoT やビックデータの活用によるサービスやソリュー
ションの高度化は進んできており、今年度市場創設
される予定のネガワット取引などを見据えたエネル
ギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスの検討、
あるいは今後家庭分野で普及が進むと期待されるス
マート家電についてもしっかり取り組んで参ります。

平成 29 年 元旦

年頭所感
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年 頭 所 感
経済産業大臣

世耕 弘成
はじめに

また、未来を見据え進化し続ける日本の姿を世界に示

平成 29 年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

すため、昨年のリオデジャネイロからバトンを引き継ぎ、

昨年は、英国のEU 離脱の動きなど、グローバル化へ

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に

の反発や既存の政治・経済の枠組みへの不満が世界各

向けて、日本の強みを伸ばします。その先 2025 年には、

地で高まりました。この大きな変動の背景となる中間層

大阪・関西での万博の開催を目指し、立候補に向けた動

の二極分化が進む中、世界で最も安定した通商国家・日

きを官民で加速します。本格的な高齢社会やスマート社

本がリーダーシップを発揮し、自由で開かれた経済を守

会の到来を前に、第四次産業革命がもたらす未来の姿を

り抜くことこそ、世界経済の内向き志向を打破する鍵を

日本が提案し、この革命の中心地になれると確信してお

握っています。

ります。

これまで、日本はグローバル化によるメリットを享受し
ながら、勤勉な中間層の奮闘を梃子に、成長を続けてき

未来への投資の促進

ました。世界経済の不透明感が増し、第四次産業革命に

安倍内閣が発足してから4 年が経ち、名目GDPは約

よる産業構造の変化に直面した今、中間層の不安を払拭

44 兆円増え、雇用は110 万人近く拡大し、企業収益は過

し、未来に希望を持てる社会を作ることが、平和と繁栄

去最高水準を記録するなど、経済の好循環は着実に回り

の礎となります。

はじめています。この好循環を加速させ、日本経済を成

世界的企業を一代で築きあげた松下幸之助は、こう言
います。
「他人の道に心を奪われ、思案にくれて立ちすく

長軌道に乗せるため、未来への投資を進めます。
まず、IoT、ロボット、人工知能といった技術革新が

んでいても、道は少しもひらけない。道をひらくためには、 あらゆる産業や社会生活を変革する「第四次産業革命」
まず歩まねばならぬ。心を定め、懸命に歩まねばならぬ。
」

の実現に取り組みます。グローバルな競争を勝ち抜くた

日本は、保護主義の風潮に戸惑うことなく、今年もア

め、人や物の移動、健康維持、ものづくり等の重点分野

ベノミクスを力強く前に進めてまいります。

で官民の戦略となるロードマップを策定し、突破口とな

日本が世界に先駆けて「成長と分配の好循環」を実

るプロジェクトで規制・制度改革や国際標準獲得を進め

現させ、持続的な成長モデルを提示します。第四次産業

ます。また、人工知能に関するグローバル研究拠点の整

革命に対応した未来への投資を促進するとともに、働き

備、産学連携の強化、新たな知財システムの確立などに

方改革の実現、賃上げのための環境整備等により、全国

より、イノベーションを促進します。

津々浦々にアベノミクスの果実を分配し、中間層をしっ
かりと維持・強化してまいります。

ITを活用した挑戦と表裏一体として、守りを固めるこ
とも重要です。電力等の重要インフラ分野におけるサイ
バーセキュリティ対策の強化や、人材育成のための拠点
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整備を進めます。あわせて、クレジットカードの安全性

ダー」として、TPPのように21 世紀の経済実態に合わせ

を高める改正割賦販売法の施行に向けた準備を進めると

た高いレベルの貿易・投資ルール作りを先導し、日EU・

ともに、日本の技術の流出を防ぐため、機微技術の適切

EPAの早期の大枠合意や質の高いRCEPの実現等に向

な管理を確保する仕組みを検討します。

けて、力を尽くします。

さらに、政権の大きなチャレンジである「働き方改

今月発足する米国新政権と、普遍的価値を共有し信

革」に取り組みます。少子高齢化と産業構造の転換を前

頼関係を築くため、働きかけてまいります。日米同盟

に、従来の日本型雇用システムの変革が急務です。第四

は、国際社会が直面する課題に両国が互いに協力し、貢

次産業革命の鍵を握る技術を使いこなす「最先端の人材

献していく「希望の同盟」です。トランプ次期大統領の

育成」
、フリーランスや兼業・副業、テレワーク等の「柔

下、日米間で様々な分野における協力を進め、世界の直

軟な働き方」
、
「生産性の高い分野への労働移動」の3つ

面する諸課題に取り組んでまいります。また、
「ロシア経

をキーワードに、経済産業省が先頭に立って産業界を牽

済分野協力担当大臣」を兼務し、ロシアとの経済協力強

引し、働き方改革の輪を広げてまいります。

化に全力を尽くしてまいりました。先月のプーチン大統

アベノミクスの果実が全国津々浦々に届くためには、4

領の来日に際しては、8 項目の「協力プラン」の多くのプ

巡目の賃上げが不可欠です。とりわけ、中小企業が賃上

ロジェクトが合意に至りました。日露両国首脳の強い信

げしやすい環境を整えるため、下請取引の条件改善に引

頼関係の下、両国が経済分野においてWin-Winの関係

き続き取り組みます。親事業者が負担すべきコストを下

を発展させるべく、取り組んでまいります。資源国・新

請事業者に押しつけることがないよう、昨年末に関係法

興国を含めた重要な二国間関係についても、エネルギー、

令の運用を強化しました。産業界に対しても、自主行動

インフラ、中小企業、健康・医療等の多角的な経済関係

計画の策定を要請しており、本年はそれぞれの業界で着

の発展を目指します。

実に実を結ぶことを期待しています。
日本経済の屋台骨である中小企業・中堅企業の生産性

災害からの復興

向上を力強く支援します。地域経済を牽引する事業に対

昨年は、4 月の熊本地震や夏の台風等、自然災害に多

して重点支援を行う新たな仕組みを構築し、予算・税制

く見舞われました。被害に遭われた方に、心からお見舞

を総動員しながら未来投資を促進します。加えて、信用

い申し上げるとともに、引き続き、被災された中小企業

補完制度については、中小企業の資金繰りに十分配慮し

への復興支援等に努めてまいります。

つつ、信用保証協会と金融機関の適切なリスク分担を促

東日本大震災からは6 年が経とうとしていますが、引

し、中小企業の経営改善・生産性向上に一層つながる仕

き続き、福島の復興は経済産業省が担うべき最重要課題

組みにします。さらに、中小企業の人手不足等の課題に

です。住民の方々の帰還に向けては、これまで南相馬市

対して、ITの活用等による生産性向上や、事業承継の支

など7つの市町村で避難指示解除が決定し、また帰還困

援体制を強化してまいります。

難区域についても復興拠点を整備していく方針が決定さ
れるなど、一歩ずつ前へと進んでいます。早期帰還に向

通商・対外政策
各国で保護主義的な動きが広がりつつある今、自由・

け、インフラや生活環境の整備を加速し、事業・生業や
生活の再建・自立に向けた取組を拡充するとともに、福

公正・オープンな自由貿易を基本姿勢とする通商国家

島を未来のエネルギー社会をひらく先駆けの地とすべく、

たる日本の真価が問われています。アジアの「地域リー

新たな社会モデルの構築に取り組みます。
年頭所感
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福島の復興なくして、東北の復興なし。東北の復興な

昨年策定した「エネルギー革新戦略」に基づき、徹底

くして、日本の再生なし。私も、着任以来、福島を3回

した省エネ、再エネの拡大、新たなエネルギーシステム

訪れ、このことを痛感しています。昨年末に策定した「原

の構築を加速します。再エネについては、本年 4 月の改

子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」に基

正 FIT 法の円滑な施行、系統問題への対応等に取り組み

づき、住民の方々の帰還に向けた環境整備を加速し、安

ます。あわせて、産業トップランナー制度の拡充、複数

心して戻れるふるさとを1日も早く取り戻せるよう、全力

事業者による連携省エネといった、投資を促す形での省

で取り組んでまいります。

エネ強化の仕組みを構築します。
引き続き、最大のエネルギー源である化石燃料の安

エネルギー政策
福島の教訓を胸に刻みながら、日本経済の根幹を支え
るエネルギー政策を、着実に進めます。

定供給確保にも取り組みます。現在の原油価格低迷
は、石油・ガスの資源権益を獲得する好機です。改正
JOGMEC 法等を活用し、企業買収の促進など上流開発

原子力については、依存度を下げながらも、安全性が

企業の国際競争力を強化するとともに、LNG 市場の整備

確認された原発は、地元の理解を得ながら再稼動をする

や取引柔軟化を進め、エネルギーセキュリティを更に強

という政府の方針に沿って、活用してまいります。

化します。

福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策について
は、
「中長期ロードマップ」に基づき、国も前面に立って

おわりに

安全かつ着実に進めてまいります。一方で、東京電力は、

今年は、
「酉」年。

非連続の経営改革に取り組み、その果実をもって、福

酉とは本来、酒壺を意味し、熟した果実を発酵させて

島への責任を果たし、国民に還元していかなければなり

酒を作る行為に由来したとされます。4 年にわたるアベノ

ません。東電改革の姿を、政府が認定する東京電力の

ミクスで種を蒔き、手塩にかけて育ててきた政策は、着

「新・総合特別事業計画」の改定に反映し、その実現に
向けて力を尽くします。
エネルギー市場については、昨年 4 月の電力小売自由

実に熟してきています。本年こそ、熟した果実を収穫し、
「デフレからの完全脱却」という成果を作りあげる年にす
るため、経済産業省一丸となって職務に邁進いたします。

化に引き続き、本年 4 月にはガスの小売自由化が始まり

保護主義に揺らぐ世界の荒波を飛び越え、日本が大きく

ます。システム改革を貫徹するため、ベースロード電源

飛躍できるよう、その一翼を担ってまいります。

への新規参入者のアクセス確保といった競争活性化のカ
ギとなる仕組みや、安全・防災、廃炉・事故収束、環境
への適合といった公益的な課題への対応が促される仕組
みなど、総合的な制度改革を具体化します。
資源の乏しい日本は今後も核燃料サイクルの推進を基
本的方針としており、再処理等事業が着実かつ効率的に
実施されるように取り組みます。高速炉サイクルについ
ては、昨年末に決定した「高速炉開発の方針」を具体化
するため、
「戦略ロードマップ」の策定に着手します。
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皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。
平成 29 年 元旦

年頭所感

年 頭 所 感
経済産業省 製造産業局長

糟谷 敏秀
年頭に寄せて

有すると共に、重要な「協調領域」として地図など8 分

平成29年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

野を定めました。今後、社会実装に向けて、より具体的

我が国経済は、この4 年間で名目GDPは44 兆円増加

な取組を進めます。トラック隊列走行の公道実証を開始

し、国の税収も15兆円増えました。雇用は110 万人近く

し、無人自動走行による移動サービスの具体的な実証場

拡大し、企業収益は過去最高水準を記録すると共に、3

所を選定し、将来の事業化を見据えた検討を加速します。

年連続高水準の賃上げを達成しました。この好循環を加

第三に、工場、介護等、多様な現場での活用が期待

速し、日本経済を成長軌道に乗せていく必要があります。

されるロボットについては、特に、普及のボトルネック

特に、少子高齢化に伴う働き手不足等、困難な構造問

となっているシステムインテグレータの育成策を強化し

題に直面する我が国にとって、イノベーションを喚起し、

ます。厚生労働省と協力し、介護現場における導入効果

企業の生産性向上を促し、競争力の強化を図っていくこ

を検証し、介護報酬への反映等、導入円滑化を図ります。

とが必要です。

また、ドローンについて、性能評価基準の策定を進める

そのためのひとつの鍵は、第四次産業革命への対応で

ほか、運航管理システムの開発に着手します。

す。様々な分野において、IoTやAI 等の技術を用い、新

「成長と分配の好循環」を実現させるためには、賃上

たなビジネスモデルを創出し、これまで充足されなかっ

げ等の環境整備を進め、アベノミクスの果実を全国津々

たニーズに対応することが可能になります。製造産業局

浦々に届けていくことが重要です。中小企業の取引条件

においては、スマート工場や、自動走行、ロボット・ド

を改善すると共に、サプライチェーン全体で付加価値を

ローン等を活用した付加価値の創出を推進します。

生み出す取組を進める必要があります。

第一に、スマート工場に向けた意欲的な取組を支援し

昨年末、経済産業省では、下請取引の適正化を徹底

ます。付加価値が「もの」そのものから「サービス」
「ソ

するため、下請法の運用基準の改正等を行いました。こ

リューション」へ移る中、製造企業は、単にいい「もの」

れらの取組を先導する業界の方々には、自主行動計画の

を作るだけでは生き残れなくなっています。
「もの」だ

策定とその積極的な実施をしていただけることになりまし

けでなく、市場のニーズに応じた「サービス」
「ソリュー

た。これらの取組を本年も引き続き進めます。

ション」を提供できる「ものづくり+（プラス）企業」と

新たな保護主義が蔓延する中、グローバルなビジネス

なることが期待されます。製造産業局では、
「スマート工

環境整備に向けた努力を続けることが必要です。自由貿

場」実証事業により、企業をまたぐデータ共有により付

易から最も恩恵を受けてきた我が国として、経済連携協

加価値を創出する先進事例の創出を図ります。また「ス

定を推進すると共に、国際的な過剰供給問題や乱発され

マートものづくり応援隊」の体制整備等を進め、中小企

るADやSGへの対応に引き続き全力で取り組んでまいり

業による第四次産業革命への対応を支援します。昨年 4

ます。

月に共同声明を締結したドイツ等との連携を深め、国際
標準化等の環境整備を進めます。
第二に、自動走行については、昨年 6月の「自動走行
ビジネス検討会中間とりまとめ」において、将来像を共

末筆ながら、本年の皆様の御健康と御多幸を、そして
我が国電機製造業の着実な発展を祈念いたしまして、新
年の御挨拶とさせていただきます。
平成29年 元旦
年頭所感
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年 頭 所 感
経済産業省 商務情報政策局長

安藤 久佳
平成 29 年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

光客数も増え続けている中、今後も需要の増加が期待

昨年は、IoT、ビッグデータ、AI といった革新的技

されます。

術が社会を席巻した年となりました。
名目 GDP が約 44 兆円増えるなど経済の好循環は着
実に回りはじめていますが、これを更に加速させる鍵

他方、環境への配慮の観点を見ますと、昨年 11 月
に地球温暖化対策の新しい国際ルール「パリ協定」が
発効しました。

が「第四次産業革命」です。
「IoT 推進ラボ」での資

我が国も協定の締約国として、2030 年度に 2013 年

金支援、規制緩和等を通じ、社会課題解決に挑むチャ

度比で温室効果ガスを 26％削減する目標の達成に向

レンジングな取組を支援するとともに、安全な IT 利

けた対策が求められますが、省エネ製品の創出・普及

用環境整備のためのサイバーセキュリティ対策にも力

によるエネルギー消費効率改善は、重要な取組の一つ

をいれていきます。

です。

また、地域雇用を支えるサービス産業の生産性向上

家電製品では、昨年、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫に

や、「食」や「文化」
、
「観光」などの魅力的な地域資

おいてトップランナー制度の基準見直しが行われまし

源の磨き上げと海外への売り込みなどを通じた日本の

た。

魅力発信にも注力します。
同様に、ヘルスケア分野においても、海外市場の獲
得は重要な課題です。医療技術とサービスが一体と
なった戦略的な国際展開を通じて海外市場獲得を支援
してまいります。
引き続き、世界に先駆けて「成長と分配の好循環」
を実現させるため、官民で連携して「未来への投資」
を進めていきます。
さて、国内の白物家電市場の状況を見ますと、昨年
は、夏場において天候不順の影響があったものの、省
エネルギー製品や高付加価値製品の需要が継続してい
ることから、堅調に推移しております。

家庭部門におけるエネルギー消費効率の高い製品の
普及を通じた温室効果ガス削減の取組には、より一層
の省エネ性能が高い製品の開発が不可欠です。
安全かつ省エネルギー性能の高い魅力的な日本製品
の存在感がさらに高まり成長し続けていくことを期待
しております。
本年も、貴工業会及び関係の皆様と一層の連携を図
りながら、家電業界の更なる発展、日本経済の拡大に
向けて積極的に取り組んでまいります。皆様の御協力
御支援の程よろしく御願いいたします。
皆様のご健勝とご発展を祈念し、新年の御挨拶とさ
せていただきます。

日本製の家電は、品質が良く訪日外国人からも非常
に人気が高く、引き続き注目されております。訪日観
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平成 29 年

元旦

特集

原子力発電の現状と将来展望
長期エネルギー需給見通し（2015 年 7 月策定）にもある通り、原子力発電は国を支える基幹
電源として、引き続きその役割が期待されています。
今号では、電気事業者による原子力発電への取組みと、国の機関による高レベル放射性廃棄物
の地層処分に関する取組みに当会の活動紹介をあわせて特集記事を掲載し、原子力発電の今後
について考えてみることといたしました。

原子力発電の安全性向上に向けた取組みと状況
電気事業連合会
原子力部長

1．はじめに

尾野 昌之

3．自主的な安全性向上に向けた取組み

電気事業者＊1 は、福島第一原子力発電所の事故の反省

プラントの安全性を維持向上していくためには、電気

に立ち、
『自主的・継続的に、安全性向上活動を推進して

事業者におけるさまざまなソフト面、ハード面からの自主

いかなければ日本の原子力に明日はない』という危機感

的な安全性向上対策、あるいは電気事業者間を横断した

の下、安全性向上に向けたさまざまな取組みを続けてい

自主的な安全性向上に向けた取組みが不可欠であり、業

る。これら原子力事業者の安全性向上に向けた取組み状

界一丸となった取組みを行っているところである。以下に

況や、国内の原子力発電プラントの現状等について紹介

その概要を述べる。

する。
＊ 1 電力 9 社、日本原子力発電株式会社、電源開発株式会社

3．1

リスクマネジメントの充実

社会的に甚大な被害をもたらし得る原子力特有のリス

2．国内原子力発電プラントの状況
（2016 年 11月時点）
東日本大震災前、全国で 54 基の原子炉が稼働してい

クについて、結果から見れば、経営層も含め十分なリス
クマネジメントを行ってこなかったという反省から、リス
ク情報（当該リスクを避ける選択をした場合に生じる別
のリスクや、コストとのトレードオフ関係も含めた全体像）

たが、福島第一原子力発電所の事故以降、12 基の運転

が経営層へ適切に伝達され、それが経営判断に活かされ

停止が決定している（図1）
。残り42 基のうち8 基＊2 が、

るメカニズムを導入することが必要であった。このよう

新規制基準適合性に係る設置変更許可を取得している

な反省から、各事業者は、社長をトップとした常設の会

（25 基が申請済み）
。そのうち、5 基が再稼働（高浜 3・4

議体を設置し、リスク評価、対応策の審議を行う仕組み

号機は、2016 年 3 月の運転差し止め仮処分決定に伴い停

の導入などを行い、経営トップが定期的に、発電所のパ

止中）しており、高浜 1・2 号機、および美浜 3 号機にお

フォーマンスや、外部とのコミュニケーションによって得

いては、運転期間を60 年とする運転期間延長の認可を取

られた情報等を把握し、諸課題を審議することが可能と

得した。

なる仕組みを構築している。

＊ 2 再稼働プラントの 5 基以外では、高浜 1・2 号機、美浜 3 号機の計 8 基

一方で、意思決定に資するリスクの精度については、
年頭所感／特集：原子力発電の現状と将来展望
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まだ改善の余地があると考えており（後述 3.5）
、リスク情

て、リスク情報も含めた双方向コミュニケーションを強化

報を活用する技術者のレベル維持向上と合わせて、絶え

している。
また、対話活動等を通じて得られたご意見や情報は、

間なく努力を継続しているところである。

「安全性向上のための計画への反映」や「ステークホル
3．2

ダーへのさらなる丁寧な説明」といった取組みに活用し

第三者的な社内原子力安全監視機能の構築

ている。

電気事業者は、原子力のリスクを原子力部門の問題と
して押し込めることなく、第三者的な立場の社内組織も

なお、リスクコミュニケーションは、従来実施してきた

含めて、原子力安全に関するコミュニケーションを行う必

対話活動に加え、リスクに関する情報交換や意見交換が

要があると考えている。そのため各事業者では、新しい

加わることから、リスク情報も含め、ステークホルダーの

組織の設置、新しい会議体の設置、あるいは既存の組織

関心が高い事項に関するコミュニケーションが行えるよ

等に原子力安全監視機能を付与することにより、社内原

う、リスクコミュニケーターの能力の維持向上、リスク情

子力安全監視機能の充実を行っている。

報（コンテンツ）の整備、対話の場の充実・拡大が課題
と考えている。そのため、専門部署の設置等による体制

3．3

の強化のみならず、社内専門家育成のための外部研修の

外部ステークホルダーとのリスク認識と
課題の共有

受講、これら社内専門家による社内研修会の実施、ある

立地自治体をはじめとした多様なステークホルダーと、

いはOJT 等を通じて、リスクコミュニケーターの能力向

リスク情報が正しく共有されるよう、さまざまなレベルや

上を図るとともに、ステークホルダーの関心事に応える資

形でコミュニケーションが行われることが重要であると考

料等の作成や、さまざまな形での対話活動を行うといっ

えている。

た取組みを検討、試行しているところである（図2）
。

各事業者は、ステークホルダーへの説明や情報提供、

なお、重要なステークホルダーの一つである立地地域
への取組みの一つとして、立地地域が定める地域防災計

対話活動、見学会、懇談会等を継続的に実施するなどし

泊 ➊➋➌
柏崎刈羽 ➊➋➌➍➎➏➐
志賀 ➊➋
敦賀 ⑴➋

東通 ➊

美浜 ⑴⑵➌
大飯 ➊➋➌➍

女川 ➊➋➌

高浜 ➊➋③④

福島第一
⑴⑵⑶⑷⑸⑹

島根 ⑴➋

福島第二
➊➋➌➍
浜岡 ➌➍➎
伊方 ⑴➋③

＜凡例＞

川内 ①②

○再稼働プラント
（

玄海 ⑴➋➌➍
図１
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東海第二 ➊

国内原子力発電プラント

）運転停止決定プラント

原子力発電の安全性向上に向けた取組みと状況

画の策定への協力を行っている。地域防災計画の策定に

るレビューが可能であり、WANOによる世界標準に照ら

あたり、計画策定の委員としての参画、事象進展シナリ

したレビューと組み合わせることで、より効果的となる。

オの提供、計画に関する意見照会への回答等、各自治体

電気事業者としては、JANSIによるレビュー等の機能を

の状況に応じた協力を行っており、今後も積極的に行っ

強化していくためにも、WANO 東京センターとの連携を

ていく。

JANSIに働きかけていく。
また、事業者自身が JANSIの運営に積極的に関与し、

3．4

一般社団法人 原子力安全推進協会（JANSI）
の機能強化

原子力は、どの国、どのプラントであってもいったん大

支援していくとともに、WANO 東京センター等を通じて
世界レベルのエクセレンスを追求していくことで、世界の
原子力産業界全体の安全性の向上に寄与していく。

きな事故が起これば世界中すべての原子力発電所に影響
が及ぶ。このことは、事業者は、各自の発電所の安全性

3．5

のみならず、原子力産業界全体の安全性についても責任

PRA＊ 3 の活用

原子力産業界におけるリスク研究の中核組織として、

を有していることを意味する。事業者同士が自主規制組

2014 年 10 月に一般財団法人 電力中央研究所に原子力

織を中心に、第三者的に他の発電所のパフォーマンスを

リスク研究センター（NRRC）が設立された。NRRCを

相互にチェックし、要改善事項を抽出し、それらに対応

はじめとする国内外の研究成果を活用し、現場にカスタ

していく中で、さらなる安全性の向上を目指すことは大変

マイズしたPRA（発電所ごとの状況を踏まえたPRA ＝

重要であると認識している。

Good PRA）を構築していく必要がある。

このような認識のもと、日本における原子力の自主規

各事業者は、PRAの活用やリスク情報の包括的な分

制組織として、米国の自主規制組織である原子力発電運

析評価を行うため、発電所内へのリスクマネジメント総

転協会（INPO）を手本に、JANSIが 2012 年 11 月に設

括部署の配置や、外部機関の教育プログラムを活用した

立された。相互チェックの仕組みを回していく上で、世

PRA 技術者の育成等を行い、PRA 活用に向けた体制や

界的な自主規制組織である世界原子力発電事業者協

人材の整備を行っている。また、自社グループ内のPRA

会（WANO）と、国内の自主規制組織であるJANSIが

技術力の活用や、PRA 技術のさらなる拡大といった取組

並存することでその効果が一層発揮すると考えている。

みも各事業者の状況に応じて行われており、各社グルー

JANSIは、文化的な背景などを理解した上で日本語によ

プ大としての体制整備が進められている。

◆双方向コミュニケーションを基本とした対話・理解活動

コミュニケーション研修
（説明状況の観察・評価）

社内報
（全社一体となった取組み）

支店・営業所と一体となった
日常対話活動・各種イベントへの参加

図2

外部有識者会議

安全対策工事掘削土の
地域復興事業
（高台造成）への活用
施設見学会

復興への支援活動

ステークホルダーに向けた各種取組みの例
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NRRCでは、これまで、PRAの高度化に資する基礎
研究の実施や、四国電力株式会社伊方発電所 3 号機を
PWRのモデルプラントとしたパイロットプログラムの中
で、PRA 用のデータ整備などを実施してきた。その活動
については、国内外の有識者から構成される「技術諮問

・技術インフラ（データベース、人材育成、規格基準 等）
の整備を全ての事業者が協働して推進。
＊3

Probabilistic Risk Assessment：確率論的リスク評価。発生する可能性が
あるさまざまな事象を対象として、その発生頻度と発生時の影響を定量的
に評価し、その積である “リスク” がどの程度かで安全性の度合いを示す
手法。

委員会」より評価を受けながら、現状の国際的な先行事
例を見据えて、着実な取組みを続けてきている。

3．6

今後、リスク情報を原子力発電所の運営管理や経営層
の意思決定に活用していくため、業界として以下のような

設計によるリスク低減

（1）地震、津波対策
福島第一原子力発電所と同程度の地震・津波によって

事項に取り組んでいく。

全交流電源を失い、海水により原子炉や使用済燃料プー

・リスク情報活用に向けたPRA 活用のロードマップを、

ルを冷却する機能が全て失われたとしても、燃料損傷を

2017 年半ばを目途に策定し、PRAの高度化、PRA 基

防ぐための緊急安全対策（電源車、可搬型ポンプの配備

礎基盤の整備を推進。

等）を福島第一原子力発電所の事故直後にまずは実施し

・同ロードマップやその進捗について適宜公表。

た。さらに津波によって全交流電源などを失うことがない

・国際的な先行事例と比較するとともに、日本の状況や

よう、津波を防ぐ防潮堤等の設置、建屋の水密化、海水

発電所の設備、運用等を適切に反映したGood PRAを

ポンプモータの予備品の確保、空冷式の大容量大型発電

確実に構築。

機の設置などの対策強化を図った。

・そのため、四国電力株式会社伊方発電所 3 号機（PWR）
、
東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発

その後施行された新規制基準では、断層や地下構造
の調査をあらためて求めており、事業者は調査結果を踏

電所 6・7 号機（BWR）をパイロットプラントに選定し、 まえ、必要に応じて基準地震動の見直しや耐震強化を進
Good PRAを段階的に実施。

めている。津波についても発生場所やその高さを評価し、

・パイロットプラント以外の事業者はこれを支援するととも

影響が想定される津波に対し安全上重要な機器の機能

に、パイロットプラントでの知見を他の事業者に水平展開。 が確保されるよう、敷地の高さに応じて防潮堤・防潮壁
・PRA品質確保の観点からPRAに関するピアレビューを
実施。

の設置や、建屋の水密化などの必要な対策を行っている
（図3）
。

地震対策（例）

①配管サポートの耐震補強例

耐震サポートを強化

②周辺斜面の安定化

耐震サポートを追加
掘削した土砂の量
山頂部：
中腹部：

津波対策（例）
①防潮堤の設置

②緊急時海水取水設備の設置

（水密建屋内への海水ポンプの設置）

④空冷式非常用発電装置の配備

③海水ポンプモータ予備品の配備

⑤防潮ゲートの設置
【取水口側】

図3
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地震、津波対策の例

原子力発電の安全性向上に向けた取組みと状況

（2）シビアアクシデント対策
地震や津波などで複数の冷却設備が同時に機能喪失す

専用訓練施設などを保有する新たな拠点施設の建設を進
め、2016 年 12 月に「美浜原子力緊急事態支援センター」

る場合を想定し、炉心が損傷する事態を防ぐため、大容

の本格運用を開始した。本センターの本格運用開始にあ

量ポンプの配備や海水ポンプモータの予備品確保、緊急

わせて、高所からの放射線量の測定を含めた情報収集を

時における水源の多様化（タンク、貯水池、河川等）に

行う無線ヘリコプターや、障害物の除去を行う無線重機

より、多重かつ多様な冷却手段を確保している。さらに

などを新たに配備するとともに、要員も増強し、業界一

既存のポンプの信頼性向上や、バックアップ用のポンプ

丸となった、ハード面・要員面での緊急事態支援体制・

や可搬型ポンプなどを配備して、原子炉や使用済燃料

機能を強化した。

プールの冷却機能を強化している。
また、放射性物質を低減して排気するフィルタベント
の設置による格納容器の破損防止や、水素濃度低減装置

本センターを、緊急事態支援の新たな拠点として、原
子力災害時の対応力の一層の向上を図るとともに、引き
続き、対策の充実に向けた取組みを進めていく。

の設置等による水素爆発の防止により、炉心損傷が発生
しても環境への放射性物質の放出を十分低減させる対策
を講じている。

4．2

原子力事業者間の相互協力の仕組み

電力9 社と日本原電、日本原燃、電源開発の12 社は、
万が一の事態に備え、事業者間で人的・物的な支援を行

4．防災について

う協力協定を締結している。具体的には、原子力災害が
発生した際、事業者間の協力により、環境放射線モニタ

万が一の事態に備えた対応についても、緊急時対策所

リングや住民スクリーニングなどの支援要員 300 名を派

など重要拠点の整備、過酷事故対応のための訓練や手順

遣するとともに、各種資機材を提供するなど、自治体と

書の充実など、さまざまな強化策を講じている。

も連携しながら後方支援を担う。

一方、地域防災や避難に関わる対応に関しては、国

さらに、2016 年 8 月には、西日本 5 社（北陸、関西、

の支援を受けながら、各自治体において検討が進められ

中国、四国、九州）による原子力事業における相互協力

ている。こうした防災対応についても、発電所を立地す

に係る協定を締結し、原子力事業者間の連携が一層強化

る事業者はもとより、原子力事業者間の相互協力により、

されている。

業界一丸となった取組みの強化を進めているところである。
4．1

原子力緊急事態支援センター

5．おわりに

2013 年 1 月に、日本原子力発電株式会社敦賀総合研

電気事業者は、原子力安全に対して一義的責任を有

修センター内に原子力緊急事態支援センターを設置し支

する者として、発電所の安全確保に向け、新規制基準の

援体制を確立するとともに、支援に備えた訓練も実施し

適合等に全力を傾注するとともに、規制の枠組みに留ま

ている。これまでに延べ約 530 名の電力各社担当者に対

らず、自主的・継続的に安全性向上に努め、不断の取組

して、放射線量の測定を含めた屋内外の情報収集や、障

みを進めていく。また、
「絶対安全はない」との考えの下、

害物の除去などを行うロボットの操作訓練とともに、17

原子力事故が発生した場合等も想定し事前の対策を施す

発電所・延べ約 50回の防災訓練にも参加して、要員の養

ことが重要であると考えており、万が一原子力災害が発

成を進めてきた（2016 年 11 月時点）
。

生した場合は、原子力事業者が有するリソースを最大限

これと並行して、支援内容のさらなる充実を目指し、

投入し、事業者全体として緊急事態に対応していく。
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福島第一原子力発電所の現状
東京電力ホールディングス株式会社

常務執行役

福島第一廃炉推進カンパニー・プレジデント兼
廃炉・汚染水対策最高責任者

増田 尚宏
2011 年 3 月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に

原子炉は緊急停止したものの原子炉圧力容器内にあった

伴う発電所の事故から6 年近くが経過した今なお、多数

燃料は、
その後の津波により冷却機能を失ったことに伴い

の方々に大変なご迷惑とご心配をおかけしていることを

高温になって溶け落ち、金属その他のさまざまな物質とと

お詫び申し上げます。

もに冷えて固まった燃料デブリと呼ばれる状態になってい
る。当社はこの燃料デブリの冷却状態を保つため、原子

こうした状況の中、地域の皆さまに一日でも早く安心

炉内に注水しており、圧力容器内温度や格納容器内温度

してお戻りいただけるよう安全に廃炉を進め、周辺地域

が 15℃～ 35℃程度に維持されるよう継続監視している。

の復興に貢献するのが当社の使命と考えている。当社は

原子炉建屋上部には使用済燃料貯蔵プールが設置され

地域に密着し廃炉事業に集中して取り組むことを目的に、

ており、現在もプール中に使用済燃料が保管されている

福島第一廃炉推進カンパニーを2014 年 4 月に発足させ、

ため、これを取出すことがリスク低減のための重要な目標

喫緊の課題である「汚染水対策」
、至近目標としての「使

の一つとなっている。4 号機は他の号機に先駆けて2014

用済燃料プールからの燃料取出し」
、そして、世界でも前

年 12 月に燃料取出しが完了した。1 〜 3 号機については、

例のない「燃料デブリの取出し」に責任を持って取り組

この経験を踏まえ現在その準備を進めている。詳細は後

み続けることにより福島第一および周辺地域のリスク低減

述する。図1に1 ～ 4 号機の現状を示す。

に努めていく。
以下、福島第一原子力発電所の現状と、当カンパニー

1．2

海における放射能濃度の低下

海水の放射能濃度は事故直後に告示濃度限度を大きく

の取組みを紹介する。

超える状況になっていたが、その後は汚染水対策等の作
業の進捗とともに低下し、現在は発電所港湾内外とも震

1．福島第一原子力発電所および
周辺環境の現状
1．1

災直後の濃度と比較して、10 万分の1から100 万分の1
程度となっている。
2015 年 10 月に海側遮水壁の工事が完了したことにより、

1 ～ 4 号機の現状

震災当時運転中であった1 ～ 3 号機では、地震発生後

敷地から港湾内に流れ出る地下水を大幅に抑制すること

建屋カバー鉄骨

燃料取り出し用カバー

2016 年 11 月カバー取外し完了

移送済み燃料（体）

原子炉建屋
（R/B）

・2015 年 10 月大型がれき撤去完了
・2016 年 12 月遮へい体設置完了

使用済燃料プール
（SFP）

原子炉
格納容器
（PCV)

体

注水

原子炉
圧力容器
（RPV）

体

注水

体

注水

燃料
デブリ

2014 年 12 月 22 日
全ての移送作業が完了

福島第一

ベント管
トーラス室

圧力抑制室

１号機

２号機

図1
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３号機

1 〜 4 号機の現状

４号機

福島第一原子力発電所の現状

ができ、海水中の放射能濃度はさらに低減した（図2）
。
引き続き港湾内外の海水の放射能濃度の監視をしっかり
方針 ⑵

行っていく。
物揚場前（港湾内）

５．
６号機放水口北側
（港湾外）
海側遮水壁閉合作業完了

海側遮水壁閉合作業完了

Bq/l

１～４号機取水口内南側（港湾内遮水壁前）
海側遮水壁閉合作業完了
《参考》
告示濃度
（周辺監視区域外の
水中の濃度限度）
・セシウム 137：90Bq/L

汚染源に水を近づけない

Bq/l

Bq/l

③ 地下水バイパスに
よる地下水汲み上げ・
排水

2014 年 4 月より汲み上げ、
2014 年 5 月より排水開始

④ 建屋近傍の井戸
（サブドレン）での
地下水汲み上げ・排水

2015年9月より汲み上げ及び
排水開始

⑤ 凍土方式の陸側
遮水壁の設置

・2016 年 3 月凍結開始
・2016 年 10 月海側において
凍結必要範囲が全て 0℃以下に
・山側については凍結未実施箇所
（7 箇所）を順次凍結することにより、
地下水流入を低減させていく計画
※ 2016 年 12 月 3 日、凍結未実施箇所 7 箇所
のうち 2 箇所について凍結運転開始

・セシウム 134：60Bq/L
連続放射線モニター
Bq/l

南放水口付近
（港湾外）

海側遮水壁閉合作業完了

⑥ 雨水の土壌浸透を
抑える敷地舗装

2016 年 3 月計画エリアの敷地舗装を
完了

⑦ 海側遮水壁の設置

2015 年 10 月閉合完了

⑧ タンクの増設（溶接型
へのリプレース等）

タンク増設、溶接型へのリプレース
実施中

⑨ 汚染水循環ループの
縮小

2016 年 10 月運用開始

海側遮水壁

港湾内外の放射能濃度の変化

方針 ⑶ 汚染水
を漏らさない

図2

2．汚染水対策

※1 ～ 4 号機建屋周辺については別途実施予定

陸側遮水壁

地下水バイパス

表 1－③

建屋内の汚染水は混入した海水による塩分を除去する
とともに、浄化設備によりセシウムやストロンチウム等の
放射性物質を取り除き、原子炉の冷却水として循環再利
用している。一方で、地下水が震災後の配管およびケー
ブルの建屋貫通部の劣化等により、建屋内に流入し汚染

地下水

地下水の抑制と、発生する汚染水の保管および処理が大

表 1－⑤

サブドレン

表 1－④

地下水位

表 1－⑦
表 1－②

海側遮水壁

海水配管トレンチ
（注）
地下水ドレン

建屋
上部透水層

海

難透水層
地下水

下部透水層
難透水層

（注）
海側に流れ込む地下水は、
海側遮水壁を設置してせき止め、
護岸に設置した井戸
（地下水ドレン）
によりくみ上げている。
汲み上げた水は、
サブドレン同様、
浄化・水質確認をへたのち港湾内へ排水することとしている。

図3

水が増加する原因となっている。この増加した汚染水は
浄化してタンクに貯蔵することが必要であり、流入する

※ 汲み上げ後は浄化・水質確認を経たのち
港湾内へ排水

主な汚染水対策

3．汚染水対策から廃炉作業へ

きな課題となっている。
そこで、2013 年に（1）汚染源を取り除く、
（2）汚染源

震災直後から大きな課題となっていた汚染水対策は、

に水を近づけない、
（3）
汚染水を漏らさない、の3つの方

表 1に示した重層的な対策によって、タンクに貯めてき

針を掲げて対策に取り組んできた。2015 年 5 月にタンク

た高濃度汚染水の浄化が完了したこと、建屋内汚染水の

内の高濃度汚染水の処理に一定の目処がつき、汚染水対

放射性物質含有量が減少していること、港湾内外におけ

策は大きく前進した。2016 年 12 月現在の状況を表 1に

る海水の放射能濃度が大幅に低下してきたことなど一定

示す。

の効果が現れてきていることから、福島第一のリスクを低

表1

方針 ⑴

① 多核種除去設備等
による汚染水浄化

3 つの汚染水対策
2015 年 5 月、タンクに貯留されてい
る高濃度汚染水（RO 濃縮塩水）の処
理が完了（タンク底部の残水を除く）。

汚染源を取り除く

さらに浄化が必要な処理水は、今後、
多核種除去設備で再浄化する。
※日々の発生分は引き続き処理継続中。また、
タンク底部の残水は、タンク解体時までに処理

② 建屋海側にある
トレンチ（注）内の
高濃度汚染水除去
（注）配管などが入った
地下トンネル

2015 年 12 月完了
※ 約 11,000m3 の汚染水を除去

減させる作業の中心は、廃炉措置の核心である使用済燃
料プールからの燃料取出しおよび燃料デブリの取出しへ
と移行してきている。
3．1

使用済燃料プールからの燃料取出し

（1）4 号機の燃料取出し
4 号機は、水素爆発により原子炉建屋が大きく損傷し
たこと、また、震災時に定期検査中であったため全ての
燃料が使用済燃料プールに貯蔵されており、早期に燃
特集：原子力発電の現状と将来展望
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料取出しが必要であったことから（使用済燃料 1,331 体、

置し、放射性物質の飛散を防止してきたが、使用済燃料

新燃料〔未使用の燃料〕204 体の合計 1,535 体）
、他の号

の取出しに向けこのカバーを撤去するに際し、地元の方々

機に先駆けて燃料取出しに着手した。

に放射性物質を含むダスト飛散でご迷惑をおかけしない

まず、燃料を取出す前に水素爆発で損傷した原子炉建

ように飛散抑制対策や監視、通報連絡方法などについて

屋最上階上部の損傷部位の解体や、大型機器およびプー

対話を積み重ね改善を図ってきた。その後 2015 年 7 月に

ル内に飛散したがれきの撤去に取り組み、2012 年 10 月に

まず、カバーの屋根部分の撤去に着手、続いて2016 年 9

完了した。その後、放射性物質の飛散抑制を目的とした

月から壁パネル取外しに着手し、11 月に完了した。放射

燃料取出し用カバーや燃料取扱機を設置し、2013 年 11

性物質を含んだダストの飛散を防止するために、飛散防

月に燃料取出しを開始、翌 2014 年の12 月に全ての燃料

止剤の散布を定期的に実施し、撤去作業期間を通じてダ

を無事故で取出すことができた。

スト飛散等を監視しているダストモニタの指示値に変動

4 号機の使用済燃料を取出したことで福島第一の持つ
リスクは大きく低減した。また、この経験は、今後実施す
る1 ～ 3 号機の使用済燃料プールからの燃料取出しへの
大きな自信となっている。

はなかった。
今後は、3 号機同様、燃料取り出しに向けてオペレー
ティングフロア上部に広がるがれきの撤去を行う。
（4）2 号機の燃料取出しに向けて

（2）3 号機の燃料取出しに向けて

2 号機は、他号機と異なり原子炉建屋は健全な状態

3 号機は、水素爆発により原子炉建屋上部が損傷した

であるが、その内部の放射線量が高い状況となっている。

ため、多くの設備ががれきとして散乱した。汚染された

そこで作業員の被ばくを低減する観点から、内部の除染、

大型がれきの撤去は2015 年 10 月に完了したが、使用済

建屋上部の撤去といった方策が考えられるが、作業員の

燃料プールが設置されているオペレーティングフロアの

被ばくと環境に与えるリスクの両面から検討し、後者の

放射線量が高いため、除染や遮へい体の設置といった線

方向で今後関係機関と調整を図っていく。

量を下げるための作業を実施した。
遮へい体設置後は、燃料取出し時に必要な建屋カバー

3．2

燃料デブリ取出し

と燃料取扱機の設置を行うが、作業員の被ばくを極力低

燃料デブリの取出しは福島第一の廃炉において最も難

減するため、カバーについては小名浜で組立て訓練を実

度の高い作業であると考えており、①原子炉圧力容器・

施し、現場の作業時間の削減に努めている（図4）
。燃料

原子炉格納容器内部調査、②取出し装置設置、③干渉機

取扱機についても、取出し作業を全て遠隔操作で実施す

器の撤去（炉心上部機器、or 格納容器側面等）
、④デブ

ることを主眼に開発し、横浜の工場で遠隔操作訓練を実

リ切削、⑤収納缶へのデブリ収納・搬出、⑥分析、⑦保

施している。遠隔操作訓練は現地に据付後、燃料取り出

管というステップで進める作業となる。

し開始前にも実施する計画である。
（3）1 号機の燃料取出しに向けて
1 号機は2011年の10 月に原子炉建屋を覆うカバーを設

図4
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①の一環として宇宙線由来のミュオン（素粒子の一種）
を使った透視技術の活用も行っている。当該技術を用い
た1、2 号機の調査（各々 2015 年、2016 年に実施）によ

燃料取出し用カバー（左：設置イメージ／右：小名浜での組立て訓練状況写真）

福島第一原子力発電所の現状

り、1 号機については炉心位置に大きな燃料の塊がないこ

等に積極的に取り組んだ結果、作業に従事する方々（協

とを、2 号機については圧力容器底部等に高密度の物質

力企業の方々および当社社員）の被ばく線量は、震災直

（燃料デブリと推定）が存在していることを確認できた。
しかし、詳細な場所や形態は未確認であり、各号機と
も内部調査に向けロボットを投入する準備を進めていく。
国と共同で策定した「中長期ロードマップ」では、

後の21.59mSv/ 月から0.33mSv/ 月（2016 年 9 月）まで
低下している（図5）
。引き続き被ばくの低減に取り組ん
でいく。
放射線量の低減により放射線環境下での防護装備の軽

2017 年夏頃を目途に号機ごとの燃料デブリ取出し方針を

減も可能となり、2016 年 3 月には、カバーオールや全面・

決め、翌年にはこれを踏まえて初号機の燃料デブリ取出

半面マスクの着用が必要だったエリアの約 90％で、普

し工法を確定、2021 年に初号機の取出しに着手すること

通の作業服での作業が可能となった（図6）
。これにより、

としている。

作業時の負担軽減、熱中症の予防、ケガの防止、工事品
質の向上等の効果が得られている。

4．労働環境改善
福島第一の作業環境は、当社社員とともに苛酷な状況
を克服してきた協力企業の作業員の方々のおかげで大き
く改善した。日々働く6,000 人の作業員の方々が安全に
安心して働ける「普通の現場」とすることが、われわれ
にとって極めて優先度の高い課題である。
「普通の現場」とするために大きく改善できた項目の一
つに被ばく線量の低減が挙げられる。爆発により飛散し
た高線量がれきの除去、フォールアウトにより汚染した表
土等の除去や、地表面のフェーシング（アスファルト加工）

図5

作業員の月別被ばく線量の推移

R zone ［アノラックエリア］
⇒全面マスク
Y zone ［カバーオールエリア］
⇒半面マスク
G zone［構内専用服・一般作業服エリア］

全面マスク
G zone 装備
半面マスク

一般服

作業場風景

図6

被ばく線量の低下に伴う構内の区分けと軽装化
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震災直後は20km 離れたJビレッジで全面マスクをして
現場に向かうといった厳しい作業環境であったが、放射

5．おわりに

線量の低減とともに福島第一構内に2015 年 5 月に休憩所

福島第一の廃炉は、福島の復興のために必須な作業で

を設営した。これにより、工事等の段取り確認のミーティ

あり、また、世界に前例のない作業であるという点で日本

ングを行ったり、十分な休憩をとったりすることができる

のみならず世界にとって極めて重要な取組みであると考

ようになり、作業品質の向上や現場災害の低減に役立っ

えている。

ている。合わせて、温かい食事がとれる食堂、コンビニ

廃炉を安全かつ効率的に進める上で必要となる技術は、

エンスストア、シャワー室等も整備し、作業員の方々の

原子力にとどまらず、土木、化学、光学、ロボット工学、

利便性を向上している。

ドローン技術、ITなど多岐にわたっている。ここで行う

引き続き作業員の方々の意見や要望を定期的にアン

仕事に教科書はなく、われわれの実績、経験が今後世界

ケートで収集して、労働環境の更なる改善に努めていきたい。 中で活用される教科書となる。当社は福島第一における
また、2017 年 2 月には協力企業の方々の事務所を福島

廃炉への取組みを内外に積極的に発信し、オールジャパ

第一に整備し、協力企業の方々と当社社員とが密接に連

ンのみならず、世界の英知も結集して効率的に進めるこ

携しながら、現場に密着して業務を進めていくことが可

とが必要だと確信している＊。

能となる。

今後 30 ～ 40 年にわたる廃炉を世界中のさまざまな技
術力を有する企業の方々とともに進められれば幸いである。
＊さまざまな技術提案は東京電力ホールディングスが開設している「オープン・イ
ノベーション」のサイトからも可能です。詳しくは以下のサイトをご参照下さい。

https://tepco.cuusoo.com/#challenges
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わが国における安全な地層処分の実現性

～高レベル放射性廃棄物の処分事業推進に向けた包括的技術報告書～
原子力発電環境整備機構
技術部長

1．はじめに

出口

朗

ることは保証できないし、その負担を将来世代に負わせ
ることは無責任である。そこで考え出されたのが、原子

東日本大震災と福島第一原子力発電所での事故を契機

力の恩恵を受けた現世代の責任として、ガラス固化体を

として、
「地殻変動の激しいわが国で高レベル放射性廃

地下深部の安定した環境に埋め、その危険性が十分低く

棄物の安全な地層処分が本当にできるのだろうか」と改

なるまで、その管理を “自然にゆだねる” という考え方で

めて問われている。今後の地層処分事業を推進していく

ある。これは、高レベル放射性廃棄物を持つ全ての国に

ためには、こうした地層処分の安全性に関する疑問にしっ

共通した考え方である。

かり答えていく必要があるとの認識のもと、包括的技術

地下深部は通常、地下水の流れが緩慢で、酸素がほと

報告書『わが国における安全な地層処分の実現性』を取

んどない還元性の環境にあり、“もの” を長期にわたって

りまとめている。本稿ではその概要を紹介する。

閉じ込める能力がある。また、300m 以深といった地下深
部に埋めることは、偶発的な人間の接触を避けるという

2．地層処分の概要
2．1

高レベル放射性廃棄物

ことも含め、長期にわたって廃棄物を人間の生活環境か
ら隔離することにつながる天然のバリアといえる。さらに
安全確保の信頼性を高めるため、人工的なバリア（人工

2,300 本のガラス固化体が、現状、わが国には保管さ

バリア）を設け、廃棄物の危険性が相対的に高い期間は、

れている。まだガラス固化はされていない使用済み燃料

人工バリア内に放射性物質を閉じ込めるように設計する。

も含めれば、25,000 本相当のガラス固化体がすでに存在

具体的には、放射性物質をガラスと一体化（ガラス固化）

するともいえる。これらは、原子力発電所の再稼動に関

させ、厚肉の炭素鋼製のオーバーパックに封入し、さら

係なく何らかの対処が必要である。

にその外側を、地下水と接すると膨潤し核種を吸着する

ガラス固化体は、使用済み燃料の再処理により分離さ

ベントナイトを主材料とする緩衝材で覆い、一体ずつ必

れた液体廃棄物を高温で融けたガラス材料と混合・冷却

要な離隔を取りつつ埋設する。天然バリアと人工バリア

して作られる。プルトニウムやウランはガラス固化体にほと

を組み合わせた“多重バリアシステム”によって安全を確

んど含まれないので、核分裂の連鎖反応や爆発は起こり

保するというのが、地層処分の基本的な概念である（図1）
。

得ない。ガラス固化体は、製造初期は非常に高い放射能
を有することから、高レベル放射性廃棄物とも呼ばれる。
初期の高い放射能は、短半減期の放射性核種の減衰に伴
い急激に減少するが、ガラス固化体の中には長寿命の核
種も相当量入っているため、おおもとのウラン鉱石並みに
なるまでにも数万年以上かかる。従って、非常に長期に
わたり人間の生活環境から遠ざけておく必要がある。
2．2

地層処分の概念

数万年以上にわたり人間がガラス固化体を管理し続け

図1

人工バリアと天然バリアからなる多重バリアシステム
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3．地層処分の安全確保

3．2

3．1

象としては、火山活動、断層活動、著しい隆起・侵食が

工学的対処が困難な自然現象の回避

地層処分に不適であり、工学的対処が困難な自然現

安全確保の基本的な考え方

処分場の候補地点があれば、図2のような手順で、そ

挙げられる。地層処分システムがこれら現象の直接的な

の地点で安全な地層処分が実現可能かどうかを、3 段階

影響を受けると、廃棄体中の放射性物質が直ちにあるい

の調査（文献調査、概要調査、精密調査）を通して繰り

は十分減衰する前に人間と接触してしまう危険性があり、

返し評価・確認することになる。

回避する必要がある（図3）
。

各段階では、候補地点およびその周辺を対象に地質環
境の調査を行う。調査の結果、火山活動の直撃などの工
学的対処が困難な自然現象が発生する可能性が高い地点
は、地層処分に不適と判断し除外する。
次に、調査によって把握した、周辺を含めた候補地点
の地質構造や水理特性・力学特性・化学特性・熱特性に

断層活動

火山活動

隆起・侵食

関する情報を解釈し、三次元の地質環境モデルとして示
すとともに、地質環境モデルに適合する人工バリアや施
設の設計を行う。さらに、地質環境や設計結果を踏まえ
て操業中や閉鎖後長期の安全性を評価する。その結果を
安全性の判断指標と比較して、その地点で安全な地層処
分が実現可能かどうかを示し、地元の了解を得て次段階
に進むことになる。

図3

工学的対処が困難な自然事象

（1）火山活動
260 万年前以降（第四紀）に活動した火山は図4のよ
うに、わが国に偏在している。火山分布の太平洋側の縁

現状、当機構（NUMO）は具体的な候補地点をもっ

は火山フロントと呼ばれ、それよりも太平洋側には第四紀

ていない。したがって、現状において、安全な地層処分

火山はない。火山フロント付近の火山は、日本列島の下

が実現可能かどうかに答えるためには、わが国において

に沈み込む海洋プレートが深度 100km 程度に達すると水

工学的対処が困難な自然現象は回避可能であること、仮

分を放出しマグマが形成され、それが地表に噴出して火

想とはいえわが国に実存しそうな地質環境モデルに対し、

山が形成されるというメカニズムで説明されている。従っ

処分場の試設計と安全性の評価を行い、安全を確保でき

て、その深度に至らないフロントより太平洋側ではマグマ

る見通しがあることを示す必要がある。

が発生せず火山は分布していない。一方、火山フロント
の日本海側には火山が分布するものの、限られた範囲に

文献調査段階

概要調査段階

精密調査段階

文献の収集

地上からの調査

（物理探査、
ボーリング等）

地上および地下
調査施設での調査

自然現象の著しい
影響の回避

自然現象の著しい
影響の回避の確認

自然現象の著しい
影響の回避
地質環境特性の把握

地質環境特性の把握

地質環境特性の把握

地質環境モデル
の構築

地質環境モデル
の更新

地質環境モデル
の更新

処分場の例示

処分場の概念設計

処分場の基本設計

概略の安全評価

予備的な安全評価

安全評価

概要調査地区の選定

精密調査地区の選定

処分施設建設地の選定
事業許可申請

概要調査の計画

精密調査の計画

図2

3 段階の調査で繰り返し評価・確認される安全な地層処
分の実現性
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しか火山は分布していない。このような火山の分布はプ
レートの運動と関係付けて説明が可能であり、プレート
運動は過去 200 万年程度、方向や移動速度はほぼ安定し
ており、その継続性から、現在確認されている火山をそ
の周囲も含めて避けることで、将来の火山の直接的な影
響は回避可能と考えられる。さらに概要調査段階では詳
細な調査も行い、火山活動の直接的な影響の回避をより
確かなものとする。
（2）断層活動
断層活動は、プレート運動によって岩盤中に蓄積され
るひずみが限界を超えることによって発生する。一度でき
た断層は岩盤中の弱面となるため、ほぼ同じ場所で繰り

わが国における安全な地層処分の実現性

返し活動すると考

侵食速度の分布は明らかになっている。候補地点が明確

えられる。活断層

になれば、その地域の侵食速度と地下施設の設置深度と

の地表分布はおお

の関係から、設置深度をできる限り深くしても長期間経

むね把握されてい

過後に地下施設が地表に著しく接近すると想定される場

る（ 図4）
。候補

合は、その地域を候補地点から除外する。

地点周辺で確認

以上のように、工学的な対処が困難と考えられる自然

されていない活断

現象の直接的な影響については、現状の知見と技術を用

層についても、さ

いることで基本的に回避可能であると考えている。

まざまな調査を組
み合わせることに

3．3

わが国に実存する典型的な地質環境

よって見いだすこ

わが国は、いろいろな地質時代に形成された種々の地

とは可能と考えら

質から構成され、それぞれ異なる特徴を持っている。第

れる。火山活動と

四紀の火山岩類分布域は回避すべき火山活動と密接に関

同様、プレート運
動の継続性から、

図4

係するので地層処分には適さない。また、第四紀の堆積

第四紀火山と活断層の分布

岩類分布域は、強度が小さい未固結堆積物などが広く分

断層運動の直接的な影響についても、地表で確認されて

布することから地下施設の建設には適さない。この2 岩種

いる、あるいは調査で新たに見つかる活断層をその周囲

を除き、わが国の地下に比較的広く分布する3つの岩種

も含めて除外することにより回避可能と考えられる。

を対象に、
この後の設計や安全評価に用いる “リアリティ”
のある典型的な地質環境モデルを、水理特性・力学特性・
化学特性・熱特性のデータセットとともに設定した。

（3）隆起・侵食
地下 300m 以深の地層に廃棄物を埋設しても、地層が

（1）深成岩類

隆起し、侵食されれば、廃棄物が地表に出てくる可能性
がある。隆起は、地域ごとに一定の速度で数十万年間に

花崗岩に代表される深成岩類は、わが国に比較的広く

わたり継続している場合が多く、隆起の激しいところは一

分布する（深度 500mで全面積の約 20％と推定される）
。

般に侵食も激しい。現状でもわが国全体の大まかな隆起・

フィンランドやスウェーデンでは地層処分の母岩に選定

上部
（風化）
割れ目帯

被覆堆積岩層

地下水流動

花崗岩
活断層
一般的に認められる地質構造の概念モデル

活断層

広域スケール

処分場スケール

パネルスケール

（50km×50km）

（5km×5km）

（800m×800m）

図5

深成岩類の地質環境モデル

特集：原子力発電の現状と将来展望

25

されている。深成岩類そのものは緻密で極めて透水性が

情報に加えて、全国規模の文献情報からわが国の新第三

低いが、岩盤中には透水性の断層（すでに活動を終えた

紀堆積岩類の各岩種（泥岩、砂岩、礫岩）の堆積厚さ、

いわゆる地質断層）や割れ目が存在する。岐阜県瑞浪市

傾斜、褶曲特性などを統計処理し、図6のような地質環

の日本原子力研究開発機構（JAEA）の地下研究所にお

境モデルを典型例として設定した。

ける体系的な調査などから、断層や割れ目の走向・傾斜
には卓越する3つの方向性があり、断層や割れ目の規模

（3）先新第三紀堆積岩類

と分布密度は両対数で負の相関近似が可能であることが

付加体（海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む

把握されている。また、母岩や断層・割れ目の透水特性

際、海洋プレート上の堆積物が大陸側に付加されて形成

や、地下水の地球化学特性（化学組成、酸化還元電位、

された地層）に代表される先新第三紀（2,300 万年前よ

pH）なども明らかになっている。わが国の深成岩類に対

り古い）の堆積岩類は、上記の2 岩種よりも広くわが国に

する典型的な地質環境モデルは、図5のように、3つのス

分布する（深度 500mで全面積の約 35％）
。この堆積岩

ケール（広域、処分場、パネルの各スケール）でまとめ

類には、その形成過程により、比較的単純な地質構造を

ることができる。

持つケース（整然相）から、さまざまな地層のブロックが
複雑に混在するケース（混在相）まで多種多様な岩相が
ある。全体は硬岩に分類され、断層や割れ目が多く、水

（2）新第三紀堆積岩類
堆積軟岩に代表される新第三紀（2,300 万年前～ 260

理特性や力学特性は深成岩類に近いと考えられる。付加

万年前）の堆積岩類も、わが国に比較的広く分布する

体の堆積岩中に建設された地下発電所の調査データなど

（深度 500mで全面積の約 15％）
。フランスやスイスの地

も用い、図7の地質環境モデルを設定する。ただし、深

層処分対象の粘土層は、形成年代は異なるが性状は類

成岩類や新第三紀堆積岩類のような安全評価に必要な体

似している。堆積軟岩は透水性を有する多孔質媒体だが、 系的な調査データは現状十分に得られていない。
わが国では地層中に透水性の大きい断層が存在する場合
が多い。北海道幌延町にある地下研究所でのJAEAによ
る体系的な調査などから堆積岩中の断層規模と分布密度

3．4

処分場の試設計

（1）人工バリアの設計

との関係（深成岩と同様、両対数で負の相関）
、透水性

地下研究所などで確認されている地下深部の還元環境

や地下水の地球化学特性などが得られている。これらの

下で実施した、炭素鋼に対する10 年に及ぶ腐食試験から、

被覆堆積岩層
（数十 m）

淡水・塩水混合域
海

地下水流動
活断層

基盤花崗岩

基盤堆積岩
一般的に認められる地質環境の概念モデル

広域スケール

処分場スケール

パネルスケール

（30km×30km）

（5km×5km）

（800m×800m）

図6
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活断層

新第三紀堆積岩類の地質環境モデル

わが国における安全な地層処分の実現性

塩分濃度によらず、長期的には腐食速度は2μm/ 年以下

は処分区画中に許容するが、グラウチングなどの湧水対

との結果が得られている。閉鎖直後の酸素が残存する環

策を施しても緩衝材の施工や性能に悪影響が想定される

境での腐食や、耐圧厚さなどを考慮しても、19cmの厚さ

場合は廃棄体を定置しない。また、地下水の地表までの

があれば設計寿命の1,000 年はもとより、約 17,000 年間

移行時間が相対的に長い領域に処分区画を設置する。こ

放射性物質をオーバーパック内に閉じ込める性能がある

れらの方針に基づいてそれぞれの地質環境モデルに地下

ことが評価から示唆された。

施設をレイアウトした。その一例を図9に示す。

操業中の地下施設で湧水が多いと緩衝材ブロックの定
置に支障が生じたり、期待する性能が発揮されなくなる

3．5

安全評価

恐れがある。その対応策として、定置する処分孔の周辺

地下深部に埋設した廃棄物が地表の人間環境にどのよ

を止水（グラウチング）する、あるいは、あらかじめ地

うな影響を及ぼすか評価することを安全評価と呼んでい

上施設でガラス固化体、オーバーパックおよび緩衝材を

る。また、安全評価を行うための廃棄物中の放射性物質

鋼製容器内に一体化しておき、それをそのまま地下に定

が人間に至るまでの経過をシナリオと呼んでいる。

置するPEM（Prefabricated Engineered barrier system
（1）地下水移行シナリオ

Module）方式（図8）などが適用可能である。

ほとんどの国で基本においているシナリオが、廃棄体
中の放射性物質が地下水と共に人工バリア中や地層中を

（2）地下施設の設計
3.3で設定した各地質環境モデルを対象に地下施設の
試設計を行っている。力学特性や熱特性から廃棄体の定

移行し、地表に到達して人間が被ばくするという地下水
移行シナリオである。

置間隔、処分坑道の離隔距離などを検討し、処分区画

地下水に溶け出した放射性物質は流れに乗って移行す

（処分坑道の集合した区画：パネル）の大きさを設定して

る。地下水は、多孔質中を均一に流れる場合だけではな

いる。また、長さが 10kmを超えるような大規模な断層

く、断層や割れ目の三次元ネットワークの中も流れる。さ

（活断層を含む）は処分場として避けるとともに、長さが

らに放射性物質の移行は、沈殿や、緩衝材中・地層中の

1 ～ 10kmの断層は異常出水リスクを考慮し、それを避け

鉱物への吸着などの現象も伴う。それぞれの現象は数式

て処分区画を配置する。それ以下の規模の断層や割れ目

化し、時間的・空間的変化をコンピュータでシミュレー

スラスト

第四紀堆積物
（数十 m）
淡水・塩水混合域

地下水流動

海

一般的に認められる地質環境の概念モデル

広域スケール

処分場スケール

パネルスケール

（40km×40km）

（5km×5km）

（800m×800m）

図7

先新第三紀堆積岩類（整然相）の地質環境モデル
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ションすることが可能であるので、NUMOが開発した三

（新規火山発生ケース）や、地表に到達するような規模の

次元の核種移行解析コードPartrigeなどを用いて解析し

大きい地震断層が地下施設や人工バリアを破損し、その

ている。シミュレーションにおいては、現象の数式化や

断層に沿って放射性物質が地下水により地表に運ばれる

設定するパラメータなどに不確実性を伴う。このことから、 ケース（新規断層直撃ケース）も評価している。その結果、
パラメータを保守的（厳しめの結果になるよう）に設定し

これらの現象が仮に発生したとしても、その影響は、通

たり、幅を持たせて設定するなどして、安全性を評価し

常の自然放射線レベルを大きく超えることはなく、発生の

ている。

可能性が極めて低いことも考え合わせれば、地層処分が

設定した地質環 境モデルや地下施設のレイアウト

否定されるようなリスクレベルではないと考えている。

（図9がその一例）に基づき評価した結果、放射性物質
の大半は長期にわたり人工バリア内やその周囲にとどま
り、その間に放射能が減衰することで、一部の放射性
物質が遠い将来、地表に到達したとしても、その影響は、

4．まとめ
以上の一連の検討結果から、わが国においても、安全

国際的な基準や自然界の放射線の影響（年間被ばく量

な地層処分は十分実現可能であると考えている。さらに

2.4mSv）と比較しても、十分に小さいことが明らかになっ

高い信頼性を持って、安全な地層処分が実現可能かどう

た。このことから、廃棄物を地下深部に隔離し、閉じ込

かを示すためには、継続的な技術開発とともに、地点の

めるという、地層処分の所期の目的をわが国の地質環境

実データに基づいた評価が不可欠である。NUMOは、国

においても達成可能であると考えている。

が示す予定の科学的有望地マップで、選定調査の候補に
なりうる「適性がある地域」に該当する自治体などとの対

（2）稀頻度事象シナリオ

話を重ねた上で、文献調査を受け入れていただき、安全

将来予測の期間が延びれば不確実性もそれに伴い増大
する。将来的には発生頻度は極めて小さいがその可能性

な地層処分の実現可能性について具体的に示す段階に進
めるよう全力を傾注していく。

を完全に否定できない自然現象もあるため、こうした現象

今回概要を紹介した包括的技術報告書は、今後、国内

は稀頻度事象シナリオとして、それが起こった場合の影

外の第三者機関によるレビューを受ける予定であり、そ

響について念のため評価している。

れに先立ち、NUMOのホームページで公開する。そこに

火山活動や断層活動については、最大クラスと考えら

は、再処理などに伴い発生する長半減期核種を一定量以

れる稀頻度事象シナリオを対象に影響評価を行っている。

上含む地層処分対象低レベル放射性廃棄物（TRU 廃棄

3 段階の詳細かつ徹底的な調査によって基本的には直接

物）に対する処分の安全性や、操業中の安全性など、誌

的な影響は回避できると考えられるが、地下施設がマグ

面の関係で今回紹介できなかったことも含めてある。ご

マの貫入を受け、放射性物質が地表に放出されるケース

一読いただければ幸いである。
地下水移行時間が
相対的に短いエリア

処分エリア
（TRU 廃棄物）

ガラス固化体

緩衝材
オーバーパック

処分区画
（ガラス固化体）

ＰＥＭ容器

断層
（長さ 1km 以上）

PEM 仕様
・PEM 容器：円筒形、無孔、厚さ 28mm
・サイズ：直径 約 2.3m、長さ 約 3.4m
・総重量：約 37.2トン
・表面線量：1.3μSv/h（50 年冷却時）

図8

地上施設で人工バリアを組立てる PEM（Prefabricated
Engineered barrier system Module）方式
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短い

図9

地下水移行時間

長い

1km 以上の断層を避け、地下水の移行時間が相対的に長
いエリアに地下施設を配置した例（深成岩類）

JEMA 原子力部の活動

一般社団法人 日本電機工業会

原子力部

活動を行っている。2016 年度に実施している主な活動を

1．はじめに

表 1で紹介する。特に、理解促進活動については、次章
で詳しく紹介する。

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故から5
年が経過した現在、既に再稼働していた九州電力株式会
社川内原子力発電所 1・2 号機に加え、2016 年は、8 月に

3．理解促進活動

四国電力株式会社伊方原子力発電所 3 号機が再稼働した
ほか、いくつかの発電所が新規制基準への適合を認めら

福島第一原子力発電所事故によって損なわれた国民の

れるなど、原子力発電自体は少しずつ進み始めている。

原子力に対する信頼は、残念ながら回復したとは言い難

一般社団法人 日本電機工業会
（JEMA）
原子力部では、

い。このような状況を少しでも改善するため、JEMAで

将来の安定的なエネルギー供給・原子力活用に向け、
原子

は原子力プラント・機器メーカ6 社の委員からなる原子力

力プラント・機器メーカの会員企業と共にさまざまな活動を

広報特別委員会ならびに同 6 社の女性社員を中心に構成

実施している。以下の通り、
原子力部の活動内容を紹介する。 される原子力広報分科会を組織し、電気事業連合会、一
般社団法人 日本原子力産業協会、一般財団法人 日本原
子力文化財団、Win-Japanなどの関連諸団体と協議しな

2．主な活動内容

がら原子力広報活動に取り組んでいる。

原子力部には、図1に示すような委員会等が組織され、
政 策 委 員 会

委

員

専 門 委 員 会

会

原子力技術

原子燃料サイクル
原子力機器標準化
核融合技術

原子力業務

原子力調査統計

分 科 会 ・ Ｗ Ｇ
原子力機器標準化バルブ特別
（分）
原子力機器標準化ポンプ特別（分）
原子力機器標準化計測制御機器特別
（分）
次世代軽水炉開発（WG）

会
加速器特別
原 子 力 政 策

原子力広報
（分）

原子力放射線管理特別

放射線管理高度化検討（WG）
放射線管理教育検討（WG）
放射線管理記録検討（WG）

原子力品質保証特別

原子力品質保証規程対応（WG）

長

原子力広報特別

原子力国際化対応特別
放射線利用医療機器輸出対応特別

図1

原子力部の委員会体系図
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表1
項

原子力部の主な活動内容

目

活

動

内

容

原子力規制庁は、原子力発電所の安全確保の取組みに対する監視・評価の仕組みを強化するなど、より実効性の
原子力に関する提言

高い制度とするため、「検査制度の見直しに関する検討チーム」を設立し検討している。9 月に提示された中間と
りまとめ（案）へのパブリックコメントに対する意見を原子力技術委員会にてとりまとめ、10 月に提出した。
JEMA は、福島県双葉郡 8 町村の住民が交流するイベント「ふたばワールド」の協賛を行っている。本年 6 月に
かつらお
避難指示解除となった福島県葛尾村で 10 月 2 日に開催し、6,500 人が来場した。原子力業務委員会のメンバ

福島復興支援
（ふたばワールド 2016 かつらお）

ー 14 名を派遣し、イベントスタッフとして支援した。（本誌 2016 年 12 月発行号〔第 787 号〕に記事掲載）
（1）原子力理解促進や事業を取り巻く状況を把握するため、会員企業を対象に福島第一原子力発電所の現状や低
放射線の影響等をテーマとした講演会を開催した。今後も安全安心の考え方、放射性廃棄物の地層処分に関
して講演を予定している。
（2）リスク理解のための冊子発行を企画し、構成内容を検討中。3 月末に冊子として発行する予定。

原子力理解促進

（3）外部機関が実施している理解促進活動に対し、資金的支援を行っている（本稿 3.3 参照）。
（4）原子力関連施設の見学会を開催した。
日本原燃再処理施設（2016 年 10 月発行号〔第 786 号〕に記事掲載）
川内原子力発電所（本誌本号に記事掲載）
原子力関係の JEM 規格の改正作業を実施している。
以下の計測制御機器関係の JEM 規格は、2016 年度内に改正する予定。

新規制基準に対応した

JEM 1429

原子力発電所用所内交流電源設備の現地試験方法

JEM 規格改正

JEM 1430

原子力発電所用非常用交流発電設備の試験方法

JEM 1431

原子力発電所用据置鉛蓄電池の試験方法

JEM-TR 161

原子力発電所用計装配管及びプロセス計装品の振動対策

放射線管理高度化

原子力発電所などで働く放射線業務従事者は、健康診断結果、放射線防護教育歴などを記載した放射線管理手帳
を所持している。現在の手帳機能を網羅した IC カード化および放射線管理記録データベース化に向けて原子力放
射線管理特別委員会および放射線管理高度化 WG で検討を行っている。3 月末までに報告書を作成する予定。

原子力・加速器統計

原子力・加速器の 2015 年度分人員・受注額・売上額等の統計データをまとめた。原子力機器の人員は、2011
年をピークに 2015 年まで減少している。受注は、ピーク時の 3 割減、売上もピーク時の 2 割減という状況。
詳細は、図 2 参照。
原子力発電設備関連統計
（2006 年度～2015 年度推移）
Nuclear Power-Related Statistics (Trend from FY 2006 to 2015)

人員

Number of Employees

（人）
（persons）

16,000
14,000
12,000

10,913

11,470

11,928

2006

2007

2008

12,774

13,699

13,582

12,678

11,535

11,288

2013

2014

10,000

10,770

8,000
6,000
4,000
2,000
0

2009

2010

2011

2012

2015

年度
Fiscal year

※人員は、
管理・業務・営業部門、
設計・製造・品質管理・工程管理部門、研究開発部門、技能職の総数
Total number of staﬀ members are consist of Administration/Sales Department,
Design/Manufacturing/Quality Control/Process Control Department, Research Development Department and Engineering Field.

受注額

Orders

（億円）
（100mil. yen）

12,000
10,000

8,764

8,000

9,487

10,330

10,798
7,975
6,173

5,717

6,000

6,953

6,771

2013

2014

5,968

6,080

2013

2014

7,395

4,000
2,000
0

売上額

2006

2007

2008

2009

2010

8,419

8,706

8,820

2011

2012

2015

年度
Fiscal year

Sales

（億円）
（100mil. yen）

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

5,487

2006

8,126

6,571

2007

2008

2009

2010

2011

6,917

2012

6,867

2015

年度
Fiscal year

出典・Source: JEMA

図2
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原子力関連統計

JEMA 原子力部の活動

3．1

子力発電を採用するリスクと原子力発電を採用しないリ

広報冊子の作成

一般の方、女性および高校生を対象に、原子力に関連
する情報提供を目的とした冊子（図3）を作成している。
2014 年度に一般財団法人 日本原子力文化財団との共
同で作成した「WHY？エネルギーミックス」は、2015 年

スクを分かりやすく解説し、原子力の必要性を広く周知
することを目指している。
2016 年度もリスクを科学的知識の有無にかかわらず容
易に理解できる冊子を作成する予定である。

7 月に政府から発表されたエネルギーミックスの議論開始
に合わせ、子供への影響力が大きいと思われる女性およ

3．2

クリアファイル・ポスターの作成

び将来を担う高校生を対象に、エネルギーミックスを確

一般の方だけでなく、JEMA 会員企業の従業員を対象

保していくことがなぜ重要なのかについて、平易で視覚

にした広報活動も実施している。具体的には、原子力広

に訴える冊子とした。

報クリアファイルやポスターを配布し、原子力の存在意

2015 年度に作成した冊子「日本のエネルギーを考え

義などを改めて考えて貰う機会を提供している。これま

る～原子力発電所 再稼働の現場から～」は、再稼働に

でに作成したクリアファイルやポスターの一部を図4に示

至った川内原子力発電所に引き続き、順次行われる原子

す。

力発電所の再稼働に対する理解を得ることを目的に作成
した。実際に尽力いただいた原子力発電所の現場の職員
の方、それをサポートしてこられた一般社団法人 原子力
安全推進協会の方やメーカ各社の方からのインタビュー
取材をメインとし、日本のエネルギー事情や新規制基準
についての解説も加えて構成した。この冊子は、JEMA
会 員 企 業、全 国の高 等学 校、女 性団 体（WiN-Japan
等）に配布したほか、URL（http://www.jema-net.or.jp/
Japanese/nps/public.html）からもダウンロードすること
ができる。ぜひ、ご活用いただきたい。
原子力は、リスクがあると一般的に捉えられている。
普段の生活の中にもリスクがあり、そのリスクをコント
ロールしながら生活している。リスクを勉強しながら、原

2014 年度

2015 年度

WHY？エネルギーミックス
今の、そして将来の暮らしのために

日本のエネルギーを考える

図3

～原子力発電所 再稼働の現場から～

冊子

2009 年度

クリアファイル

流した汗は信頼の証
未来にともす原子の灯

2014 年度

2010 年度

クリアファイル

作る人、使う人の信頼で
輝く原子力の未来

ポスター

2015 年度

反省と教訓を原点に、
世界最高水準の安全性を、未来へ

クリアファイル

変わらない信念で、
変えていく。

図 4 クリアファイル、ポスター
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3．3

・国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構

各種支援活動

上記以外に、外部機関が実施している理解促進活動に
対し、資金的支援を行っている（表 2）
。

JMTR 運営・利用委員会
・国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
施設利用協議会

4．外部委員会活動
JEMA 原子力部は政府や関係諸団体の委員会委員を務
め、会員各社を代表して意見を発信している。主たる委

5．最後に
原子力発電は、資源の少ない日本において重要なエ

員会を以下に示す。

ネルギー源であるだけでなく、地球温暖化抑制において

・文部科学省 原子力科学技術委員会

も重要な役割を果たすと期待されている。しかしながら、

核不拡散・核セキュリティ専門部会

国民の十分な理解が得られないと、発電はもちろん、廃

・文部科学省 原子力科学技術委員会

炉、核燃料サイクルや放射性廃棄物処分も前に進めるこ
とが困難になる。福島第一原子力発電所の廃炉や被災地

研究施設等廃棄物作業部会

の復興を確実かつ早急に進めるとともに、国民の理解促

・文部科学省 国立研究開発法人評価委員会

進を欠かすことはできない。

日本原子力研究開発機構部会

JEMAは、これからも関係諸機関と連携しながら、会

・一般社団法人 原子力学会 標準委員会

員企業とともに、福島復興支援活動や原子力発電の理解

・一般社団法人 原子力学会
軽水炉安全技術・人材ロードマップ活用高度化研究専

促進活動を進めていく所存である。今後とも関係各位の

門委員会

ご協力をお願いする。

表2

各種支援活動

学生との対話活動【一般社団法人 日本原子力学会シニアネットワーク連絡会】
次世代エネルギーワークショップ【一般社団法人 環境政策対話研究所】
福島事故以降、放射線影響、安全対策、国内エネルギー選択への懸念払拭のため、安全性を見直しした上で原子力の
役割を明らかにする必要性が改めて認識され、対話が以前にも増して重要となっている。原子力学会シニアネットワ
ーク連絡会は、第一線の研究者、技術者と次世代を担う若手および学生との世代間の連携を通して、学生たちがエネ
ルギー問題を将来の自分たちの問題としてとらえ、原子力の発展に積極的に貢献することを目的として、「学生とシニ
アの対話」を開催している。また、環境政策対話研究所も同様の活動を行っている。JEMA は、これらの活動を経済
支援するとともに、オブザーバとして参加している。
http://www.aesj.or.jp/~snw/
http://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2015/05/2nd-jisedai-ws_final-report.pdf

エネルギー・環境問題に関する社会的受容性に関する研究【慶応義塾大学 SFC 研究所】
原子力が、今後もエネルギー・環境問題対策に有効なエネルギー源として活用されるために、その社会受容性につい
て把握・分析しておくことが、今後のメーカとしての取組みを考えていく上で重要になる。そこで、慶應義塾大学
SFC 研究所 遠藤特任教授が立ち上げた、社会で活躍する女性を組織した「エネルギー・環境問題の社会受容性に関
する研究」に支援している。
http://ndf-forum.com/common/data/pdf/presentation/jpn/2-6_Endo2.pdf
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九州電力株式会社 川内原子力発電所見学記
―再稼働第 1 号に至るまでの取組みとは―

一般社団法人 日本電機工業会
原子力広報分科会＊1

佐藤 ちか

主査

1．はじめに

◇

した場合の事故拡大の防止、さらに放射性物質が外部に
放出された場合の被ばく低減、避難対策など、世界で最

日本のエネルギー自給率は OECD35 カ国中で 34 位と
世界的にも低い。それにもかかわらず、電力需要はいま

も厳しい対応、対策を求めた新たな規制基準を原子力規
制庁が定め、施行されている（図 3）
。

だ高く、省エネルギーも 2030 年度時点で、2013 年度の

（億 kWh）
12,000

国内総発電電力量の 20％に及ぶ約 2,000 億 kWh が必要

10,000

と試算されており、さらなる省エネの推進や拡大とともに、

8,000

エネルギー源の最適化努力が求められる（図 1）
。

6,000

国は、安全性を前提とした上で、エネルギーの安定供

4,000

給を第一とし、経済効率性の向上による低コストでのエ

0

年 4 月にエネルギー基本計画を策定した。この中では、

2013 年度

2030 年度

（出典：資源エネルギー庁「日本のエネルギー 2016」
）

全ての原子力発電所が停止した 2013 年度に海外に流出

図1

する輸入燃料費は、原子力を利用していた場合と比べ、
約 3.6 兆円増加したと試算している。原子力発電は、少

1.1%

ない燃料投入量で圧倒的に大きいエネルギー出力が得ら

7.5%

れ、数年にわたって国内保有燃料だけで生産が維持でき

29.3%

2030 年度電力需要
4.4%
9.5%

46.1%

る低炭素の準国産エネルギー源である。さらに優れた安

25.0%

定供給性と効率性を有しており、燃料費などが低廉で変

31.0%

のことから、エネルギー基本計画では、安全性の確保を

8.5%

9.0%

大前提に、エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要

震災前

動も少なく、運転時には温室効果ガスを排出しない。こ

年度

年度
（出典：経済産業省

図2

13.0%
27.0%

3.0%
新エネ等
石油

26.0%

28.6%

ギー基本計画を踏まえて、2015 年 7 月に長期エネルギー

（経済成長率
１.７％／年含む）

2,000

ネルギー供給の実現、環境への適合性の観点から、2014

なベースロード電源と位置付けられている。このエネル

11,769億kWh

9,808

9,666

天然ガス
石炭

20～22%
9.0%

原子力
水力

年度

エネルギー基本計画

長期エネルギー需要見通しより作成）

日本の震災前、2014 年、およびエネルギー基本計画の
発電量割合の比較

需給見通しが決定されている。1970 年代に使用が始まり、
1985 年以降には国内の全電力量の約 30％を占めてきた
原子力発電は、2030 年には 20 ～ 22％まで活用すること
が達成すべき政策目標とされている（図 2）
。
多量の放射性物質が外部に放出された福島第一原子力
発電所事故＊ 2 の反省から、大地震や歴史上の巨大津波、
新たに森林火災、竜巻、火山噴火、航空機衝突などテロ
対策等の安全対策の強化、想定を超える過酷事故が発生
（出典：原子力規制庁資料より作成）

◇株式会社 東芝

原子力品質保証部

品質保証企画担当

図3 福島原子力発電所事故の反省から施行された新規制の考え方

特集：原子力発電の現状と将来展望／［トピックス］
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原子力発電を約 20％の電源として利用していくため
には、この最も厳しい新規制基準に適合していることを、
国の原子力規制委員会に認められることが必須の要件で
ある。12 月末現在における、新規制基準への適合性審
査の申請、審査、運転許可などの進捗状況を図 4 に示す。
当分科会は、こうした状況の中、2016 年 9 月 12 日、
再稼働第 1 号となった川内原子力発電所を訪問し、直接
現地で再稼働の取組みを視察し、メディアを介してしか報
道されない現地での取組みを直接見聞することとした。

2．川内原子力発電所が再稼働に
至るまで
川内原子力発電所は、1 号機、2 号機ともに加圧水型
軽水炉（福島第一原子力発電所は、沸騰水型軽水炉）で
いずれも電気出力 89 万 kW で、運転開始から 30 年を経
過している。川内原子力発電所 1 号機は、福島第一原子
力発電所の事故後、2011 年 5 月 10 日に定期検査入りの
ため発電を停止していたが、2015 年 8 月 14 日に東日本

（2016 年 12 月現在

図4

出典：原子力安全推進協会）

新規制基準への適合性審査の申請、審査、運転許可
などの進捗状況

（出典：九州電力）

図5
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川内原子力発電所

再稼働までの新規制基準適合審査スケジュールと対応人員

大震災後の新規制基準の下で初の再稼働を果たし、国内
の全ての原発が停止する「原発ゼロ」状態が終わった。
また、2 号機は 2011 年 9 月 1 日に発電を停止して以降、
2015 年 10 月 21 日に再稼働を果たした。
新規制基準の適合性の評価を受けるためには、基本的
な内容について「原子炉設置変更許可申請」
、具体的な

3．現地工事と運用管理の安全対策
新規制基準の安全対策は、
「止める」
「冷やす」
「閉じ
込める」が維持され、前提条件が想定を超えてもこれら
が守られていることが求められる（図 3）
。
安全対策の考え方として、主に「分散配置」
「多様化」

設計は「工事計画認可申請」
、運用管理については、
「保管

「地震、竜巻、津波などからの防護 」で設備強化されてお

規定変更認可申請」を行い、審査に合格する必要がある。

り、以下に現地で見聞した安全対策の事例を紹介する。

川内原子力発電所の 1 号機、2 号機について、2013
年 7 月にこの適合性申請を行い、並行して安全対策工事
や発電所の総点検が実施された。

3．1

耐震、耐津波性能の強化

新規制基準では、断層調査に基づいて「震源を特定し

この手続きには、発電所、本店のある福岡の分室、およ

て策定する地震動」と、過去の観測記録から「震源を特

び東京支社において九州電力のプロパー社員だけで最大

定せず策定する地震動」の 2 つの地震動を設定すること

530 名の専任者が 2 年近くをかけて図書作成やレビュー

が要求されている。

にあたり、2014 年 9 月に 3 件の申請に対する認可を得た
（図 5）
。

川内原子力発電所では、電源を特定した地震動につい
て、発電所建設時に想定した 400 ガルを 540 ガルに引き

国の認可を得る他に、地元の了解を得て初めて営業運
転することとなる。

上げた。また新たに震源を特定しない地震動を 620 ガル、
原子炉の自動停止を 160 ガル
（水平地震）
に設定している。

経済産業省からの政府方針文書が出された後、鹿児島

なお、2016 年 4 月に発生した熊本地震においても、川

県や薩摩川内市による計 6 回の住民説明会を経て、薩摩

内原子力発電所の地震動測定値では建屋の基礎部分で

川内市議会および鹿児島県議会で審議され、2014 年 10

8.6 ガル、設定値の 20 分の 1 であった。

月に薩摩川内市長、11 月に鹿児島県知事が再稼働に同
意する判断を下した。

さらに、地震による津波と地すべりなど地震以外の要
因と組み合わせた自然災害に対して、安全機能が損なわ

九州電力自身も、発電所から 30km 圏内の 9 市町村を

れない設計が要求されており、当初の +2.31m より大き

対象に、社長自ら首長と意見交換し、全社社員が約 3 万

な津波 +3.52m に加えて、潮汐や高潮などを考慮し、最

人に上る各戸に出向き、対面説明を行っている（図 6）
。

も高い遡上の高さは 6m と想定されている。安全上重要
な施設である海水ポンプは、高さ 5m のエリアにあり、エ
リアへの水の浸入を防ぐ水密扉に加え、さらに津波被害
を防ぐ対策として、周囲を標高 15m の壁と防護堤が囲ん
でいる（図 7）
。

（出典：九州電力）

図6

川内原子力発電所から 30km 圏内のエリア

（出典：原子力規制委員会
「九州電力 川内原子力発電所設置変更に関する審査結果について」
）

図7

海水ポンプエリアなどの津波対策

［トピックス］
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震災前の川内原子力発電所構内は、豊かな緑に囲まれ、

3．4

炉心損傷防止対策

海を見渡すことができたが、現在は、所狭しと配置され

福島第一原子力発電所事故では、電源喪失により注水

た安全対策設備や前述した防護対策のために様変わりし

に困難を来した反省から、新規制基準では、既存の安全

ており、その景観に嘆息を漏らした。

設備が機能しない場合でも、炉心損傷に至らせないため
の対策を必要としている。冷却水や電源の確保には、ポ

3．2

ンプや発電機などの設備の多様化・分散化、可動式の対

自然現象に関する考慮（竜巻対策）

新たな規制基準では、想定される自然現象や人為事象
が発生しても安全機能が損なわれないことが求められて

策がなされている（図 10）
。これら屋外の設備は、地面
に固縛されていた。

いる。現地で見た施設の一つである、冷却用水の巨大タ

さらに、炉心損傷が起きたとしても、水素爆発により

ンクは、風速毎秒 100m の竜巻に耐える堅固なカバーで

格納容器を破損させない仕組みが施されており、建屋内

覆われていた（図 8）
。

において、触媒プレートで水素と酸素を反応させ水素濃度
を下げる設備が 5 台および水素濃度が低い間に計画的に
燃焼させる装置が 13 台設置されているとの説明を受けた。

図 8 屋外タンクの竜巻対策

発電所の周囲は、一見して竜巻などは発生しにくい地
形のように見えるが、福島第一原子力発電所事故の反省
として、原子炉の冷却水確保は、どんな状況でも注水で

（出典：九州電力）

図 10 竜巻対策として、
地面に固縛されている移動式大容量ポンプ車

きるようにしておくよう準備されている。
3．5
3．3

重大事故へ対処する拠点施設（緊急時対策所）

重大事故の発生により、指揮などを行う拠点が必要

電源の信頼性強化

新規制基準では、外部からの電源確保、所内の非常用

となることが分かり、新規制基準では、緊急時の対策所

電源の確保、全交流電源喪失時の対応が必要とされ、常

を整備することとしている。川内原子力発電所では、緊

設の非常用電源装置に加え複数で多様な非常用電源が分

急時対策所を海抜 25m に設置し、許容線量は 1 週間

散して配置されていた。例えば、図 9 のような大容量空

で 100mSv の環境に耐えるコンクリート造建屋に必要

冷式発電機が新設されている。

な資材が備えられ、モニタや机などは固縛されている
（図 11）
。

図 9 移動式大容量空冷式発電機
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（出典：九州電力）

図 11 緊急対策室内の設備対策の説明を受ける分科会メンバー

4．鹿児島県の状況

機関、3,600 名が参加し、
「震度 6 強の地震により原子炉
が自動停止し、全交流電源喪失したため、全面緊急事態

川内原子力発電所のある鹿児島県は、世界最大級の原

になった」という想定で、原子力防災訓練が実施された。

油中継・備蓄基地である喜入石油基地の他、多様な発電

これに対し、九州電力は、避難用の設備と防災訓練の
支援を行うとともに、発電所構内では環境放射線測定装

設備に恵まれている（図 12）
。

置の電源強化などを行ったとのことである。
電力事業者の役割分担の範囲の中で、判断基準の曖昧
な「不安」に対して、特別点検や支援など、どこまで応
えるべきなのか、難しい面があるとの印象を受けた。
2030 年エネルギー基本計画に基づく電源確保には、
われわれプラントメーカが貢献できる機器・設備の信頼
性向上の範囲だけでなく、運用面ではそうした不安定さ
や不明瞭さがあることを理解した。

（出典：アゴラ掲載記事から引用）

図 12

鹿児島県内の発電設備

5．原子力発電所を再稼働する意義
今世紀後半に CO 2 など温室効果ガスの排出を実質ゼ

分科会は、山川の地熱発電所も見学したが、さまざま

ロにし、人間や生態系にとって危険なレベルの温暖化を

な技術の組み合わせでエネルギーを供給し、鹿児島県内

防ぐため、産業革命以来の気温上昇を 2 度未満に抑える

だけでなく、九州全体で約 800 億 kWh の需要に応える

ことを目指す新たな国際ルール、
「パリ協定」が本年 11

大きな役割を担っている。中でも、設備容量が大きく安

月 4 日に発効した。世界第 4 位の温室効果ガス排出国で

定して電力を供給できる川内原子力発電所の稼働は、少

ある日本は、既に COP21 で公約した 2030 年度に温室

なからず九州全体へ影響する。

効果ガス排出量 2013 年度比 26％の削減や、今後、パリ

2014 年 11 月 鹿児島県知事判断により、翌年 8 月に

協定の下で協議される温暖化対策に対して、石炭、石油、

1 号機が運転再開されたが、その後、県知事の交代によ

天然ガスなどの化石燃料の使用制限を念頭にエネルギー

り、新たに一時停止と点検・検証の要請があった。

政策を進めて行くこととなる。

その発端は、2016 年 4 月に発生した熊本地震（震源
地では最大 M7.3

川内原子力発電所から約 116km）に

よる「住民の原子力発電所事故に対する不安」である。

九州電力の試算によると、川内原子力発電所 1 号機、
2 号機の再稼働により、大幅な CO 2 削減効果があると推
計されている。

九州電力は、前述の通り、新規制基準に対応し、川内

また、原子力発電所の長期停止による発電用の燃料の

原子力発電所の基準地震動について、既に十分な安全設

輸入増などで日本の資金が海外に流出してしまうだけで

備を備えていたが、立地地域の不安を配慮して、通常の

なく、燃料費の必要性から電気料金の値上げなどにより、

定期検査に加え特別点検＊ 3 を実施し、自治体に対し福祉

電気料金の全国平均単価が震災前に比べて家庭用で約

車両、備蓄、および避難アクセス道路・集合場所への支

25％、産業用で約 40％上昇するなど、国民生活や産業

援も講じた。

活動に大きな影響が及んでおり、これらのダメージを抑

原子力発電所の立地自治体と九州電力は、安全協定書

えるために再稼働は必要な状況にある。

せん だい がわ

を取り交わしており、さまざまな取り決めをしている。重

九州電力の場合、震災後稼働停止期間中、川内 川対

大事故発生により避難を要するレベルの放射線が放出し

岸にある川内火力発電所の燃料費だけで約 3 億円／日か

たとの連絡を受けた場合、自治体は住民の避難に責任が

かっており、川内原子力発電所 1 号機、2 号機の再稼働

あることから、鹿児島県と 30km 圏内の 9 市町村（図 6）

により、毎月 150 億円程度の燃料費削減による電気料金

は、原子力防災の取組みとして、2015 年 12 月、約 150

高騰の抑制効果が期待できる。
［トピックス］
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現在、廃炉・建設中のプラントを除く国内 44 基のプラ

この分科会メンバーの中には、2011 年東日本大震災以

ントは、運転期間 10 年以下が 5 基、11 ～ 20 年以下 5

降に入社したため、建設経験のみならず、稼働中の発電

基、21 ～ 30 年以下 19 基、31 年以上が 15 基となって

所さえ初めて見るという若い世代もいた。

4

4 4 4

いる。これらのプラントについて、われわれメーカとして、

われわれプラントメーカは、国のエネルギー基本計画を目

世界で最も安全性が高い規制基準を満足するだけでなく、

指した信頼性の高いプラント造りという重責を担うため、

電力事業者とともに自主的安全性向上に向けた取組みが

ものづくりの現場では、今後、国内建設の頭打ちや福島

求められ、安全性を最優先する設備・機器の提供を提案

第一原子力発電所事故後の稼働停止、技能者の高齢化な

していく役割がある。

どで減少した人材の維持・確保が必要になってくる。

分科会は、1 号機タービン建屋でまさに稼働中のター

そのためにも、分科会は、ものづくりを担う立場から、

ビンと発電機を見学し、強烈な蒸気の熱気と毎分 1,800

次世代が職業に原子力分野を選び、また高い力量を持つ

回転のタービン羽根の振 動を体 感することができた

技能者が回帰・参入できるよう、正しい情報の提供を行

（図 13）
。

い、社会的・技術的意義への認知を広めていかなければ
ならない。
＊ 1：原子力広報分科会：チェルノブイリ原子力発電所事故（1986 年）の影響
で、主婦・女性層を中心に原子力への不安が拡大し、1992 年に発足。構
成会社は、東芝、日立 GE ニュークリア・エナジー、日立製作所、富士
電機、三菱重工業、三菱電機の 6 社。
原子力について、正しい理解と普及を目指した広報活動および関連する諸
事項について協議し、原子力発電への国民的合意の推進に寄与すべく活動
している。
＊ 2：INES（国際原子力・放射線事象評価尺度）による評価によると、安全
上重要なレベル 1 〜 7 のうち、福島第一原子力発電所事故は、深刻な
事故として「レベル 7」に該当する（放射性物質の重大な外部放出：
よう素 131 等価で数万テラベクレル相当以上の放射性物質の外部放出）
。
＊ 3：1 号機第 22 回定期検査における特別点検の主な内容：
・原子炉圧力容器、格納容器、使用済燃料ピットの点検
（出典：九州電力）

図 13 運転中の発電機脇で熱気と振動を体感する分科会メンバー
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・安全上重要なポンプ、ファンの基礎ボルトおよび配管支持装置の点検
・原子炉の安全確保機能を持つ設備の作動試験
・安全上重要な計装機器、広報用地震計の点検

2016 年度 中堅企業海外調査（台湾）
視察概要
一般社団法人 日本電機工業会
中堅企業政策委員会
2016 年度 中堅企業海外調査団

当会の中堅企業の経営者で構成する海外調査団は、

＊本省人と外省人

1953 年（昭和 28 年）以来、経営者の国際情勢把握のた

本省人：太平洋戦争終結前までに、福建省（主に

めに海外調査を企画・実施してきた。今年度は、昨年度

ホーロー人）
、広東省（主に客家人）から

に引続き、調査団（団長：山田信三 大洋電機株式会社

移住してきた人々とその子孫。

代表取締役社長）を編成し、2016 年 10 月 25 日から 28

なお、客家語を話す客家系の割合は、本

日にかけて、台湾の現地資本の電機メーカである TECO

省人の約 15％。

はっか

（東元電機股份有限公司）のモータ工場を訪問して生産

主な総統：蔡英文（現・民進党、客家系）
、

状況の実態などを見聞するとともに、台湾の経済情勢、

李登輝（国民党、客家系）
、陳水扁（民

投資環境等を調査した。

進党）
外省人：中国共産党との内戦に敗れて、蒋介石と

1．台湾に関する基礎情報

ともに台湾に移住してきた国民党の要人・

1．1

主な総統：蒋介石（国民党）
、蒋経国（国

軍人とその子孫。

基礎情報（出典：台湾行政院、日本外務省、JETRO）

民党）
、馬英九（前・国民党）

（1）政治体制等
①地域名（中心都市）
：台湾（台北市）
②元首：蔡英文：TSAI, Ing-wen（総統）
（2016 年 5 月就任、任期 4 年、1 期目）
③政体：
・三民主義（民族独立、民権伸長、民生安定）に基
づく民主共和制
・立法、行政、司法、監察（公務員の監査）
、考試
（公務員の採用・任免）の五権分立
④政府：民主進歩党（民進党）による政権
⑤議会：立法院（一院制）
定 数 113（2016 年 1 月改 選：民 進 党 68、国 民 党
35、その他 10）
（2）人口、民族等
①人口：2,349 万人（2015 年末）
主要都市の人口
台北市：約 260 万人、新北市：約 390 万人

系）
、客家語
なお、文字は繁体字（正字体）を使用。
④宗教：仏教、道教、キリスト教
（3）国土、気候等
①国土：約 36,000km2（九州と同規模）
（日本との時
差：マイナス 1 時間）
②気候：中央を通る北回帰線を挟んで、北が亜熱帯、
南は熱帯
（4）経済、貿易等（2015 年）
①名目 GDP：約 5,230 億米ドル（US$1 ＝ ¥120 換算
で約 63 兆円）構成比 サービス業：62.80％、工業：
35.41％、農業：1.78％
②一人当たり名目 GDP：22,294 米ドル
（参考）日本：32,479 米ドル、韓国：27,222 米ドル、
中国：8,141 米ドル

高雄市：約 270 万人、台中市：約 260 万人

③実質 GDP 成長率：0.65％

台南市：約 180 万人

④消費者物価上昇率：-0.31％

②民族：漢民族・本省人 85％、漢民族・外省人 13％、
台湾原住民 2％

びん なん

③言語：北京語（公用語）
、台湾語（福建省の閩南語

⑤貿易総額：5,226 億米ドル（US$1 ＝ ¥120 換算で約
63 兆円）
［トピックス］
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④周辺アジア諸国に比べ低い法人税率

輸出：約 2,853 億米ドル
主要品目：電子機器、鉄鋼金属製品、プラス

台湾 17％
（中国 25％、韓国 10 ～ 22％、タイ 20％、インドネ

チック・ゴム製品、化学工業品
（日本）
：電子機器、金属およびその製品、化

シア 25％、ベトナム 20％、マレーシア 24％）

学工業品、プラスチック・ゴム製品

なお、2017 年 1 月から日本への利子・配当の送金課

主要相手：中国、香港、米国、日本（193 億

税が 20％から 10％に軽減。
⑤台湾企業とのパートナーシップによる中国進出の活用

米ドル、構成比 6.9％）
、シンガポール

が可能

輸入：約 2,372 億米ドル
主要品目：電子機器、原油・鉱産物、化学工

台湾企業の中国全土に及ぶ販路・調達ネットワーク

業品、鉄鋼金属製品

の活用、中台間貿易の税務上のメリット活用（ECFA；

（日本）
：一般機械、電子機器、化学工業品、

海峡両岸経済協力枠組み協定）
、台湾市場のテスト
マーケットとしての活用など

金属およびその製品
主要相手：中国、日本（387 億米ドル、構成

（2）進出に関連した特長・問題点
（2015 年、JETRO 調査：163 社回答）

比 16.9％）
、米国、韓国、ドイツ

①在台湾日系企業の経営上の問題点

収支：+481 億米ドル（対日：-194 億米ドル）

「主要販売市場の低迷（消費低迷）
」
：47.2％、
「競合

⑥通貨：新（ニュー）台湾ドル（TWD, NTD）
1TWD：約 3.3 円（2016 年 10 月 26 日 市場実勢）

相手の台頭（コスト面で競合）
」
：45.4％、
「新規顧客
の開拓が進まない」
：42.9％、
「品質管理の難しさ」
：

⑦失業率：3.78％（2015 年通年平均値）

41.8％、
「限界に近づきつつあるコスト削減」
：40.0％

（5）日本との関係

②在台湾日系企業の今後 1 ～ 2 年の事業展開の方向性

①日台関係：非政府間の実務関係として維持
②日本からの直接投資：4.5 億米ドル（2015 年）

「拡大」
：42.6 ％、
「現状維持」
：51.2 ％、
「縮小」
：
4.9％、
「第三国・地域へ移転・撤退」
：1.2％

③人的往来（2015 年）
訪台者数：約 162.7 万人（在留邦人：約 2 万人）

2．台湾の経済状況と政策動向

訪日者数：約 367.7 万人
1．2

台湾は、東アジア、中国大陸、東南アジアの中心に位置

投資先としての台湾

した地理的優位性を持ち、質の高い人的資源、アジアトッ

（1）一般的な投資環境
①人材レベルが高い一方で、失業率が比較的高く、一

境の整備に取り組んで、その経済力の成長の可能性を伸

定レベルの人員が雇用しやすい。

ばしており、投資対象として世界から関心を集めている。

（参考）賃金比較（米ドル／月、2015〜2016年）
台北

上海

バンコク

985 2,536

465

344

193

312

エンジニア（中堅） 1,249 3,490

843

651

348

477

ワーカー（一般）

東京

ホーチミン マニラ

出所：JETRO

②アジアトップクラスの電力、上下水道、交通（空港、
港湾、道路、鉄道）
、通信等のインフラ
③積極的な外資導入政策
・自由貿易港区、サイエンスパーク、工業区及び輸
出加工区等の設立
・自由経済モデル区の 8 地区（台北、高雄、桃園、

40

プクラスのインフラなどを背景に、政府も投資・経営環

台湾企業は、台湾の市場が小さいため早くからビジネ
スのグローバル化を進めてきており、日本企業にとって、
長年培われたマーケティング力は、大変魅力的なものと
なっている。また、
日本の約 50 年にわたる統治時代には、
一方的な植民地支配ではなく、国家予算を費やして土地
改革やインフラ整備、学校教育の普及を行ったことなど
により親日家が多いことから、日本企業の好意的評価に
つながっている。
2015 年の台湾の実質 GDP 成長率は、0.7％と 6 年ぶ

台中、基隆など）で、投資制限の規制緩和措置や

りに 1％を下回った。これは GDP に占める割合が高い輸

租税・土地取得の優遇措置

出が世界経済低迷の影響を受け、0.2％減と 3 年ぶりにマ

電 機 2017・January

イナス成長であったことが主因である。輸出は、すべて

界の市場をカバーする 20 以上の拠点を有する。ブランド

の主要相手先で減少し、特に輸出額の約 1/4 を占める中

は、北米、欧州、中近東では “TECO-Westinghouse”、

国が、経済成長の鈍化に加え、現地調達率の上昇、原料

台湾、日本、東南アジアでは “TECO” の 2 つのブラン

価格の下落などによって− 13.3％と大幅な減少となった

ドを使い分けており、産業用モータでは、東南アジアで

ほか、アジア諸国・地域の減少が目立った。

高いシェアを誇る。

経済成長の鈍化は、雇用など、特に若者へ大きな影響
を及ぼしており、また、労働者の賃金水準や労働条件に
対する不満も根強く、賃上げや貧富の格差是正が課題と
なっている。
このような経済情勢の中、2016 年 1 月の総統選挙で
民進党（民主進歩党）の蔡英文主席が当選し、同時に行

TECO 概要（出典：TECO）
会社名：東元電機股份有限公司
TECO Electric and Machinery Co., LTD.
設 立：1956 年
董事長：邱純枝（Sophia Chiu）
従業員：約 13,000 人

われた立法委員（国会議員に相当）選挙でも、民進党が

資本金：200 億 TWD（約 660 億円）
（2015 年）

初めて単独過半数を獲得し大勝した。

連結売上高：486億 TWD（約 1,600億円）
（2015年）

5 月に台湾初の女性総統に就任した蔡英文民進党主席
は、
「単一市場への過度な依存」から脱却し、ASEAN や
インドなどを重視する「新南向政策」を掲げ、中国への
一極集中を是正し、投資、産業連携、貿易の面で東南ア

単独売上高：218億 TWD（約 720億円）
（2015年）
売上げ構成比：産業用モータ 44.7％、家電製品 17.6％、
システムオートメーション 10.6％、通信、物流、外食な
ど 27.1％（2016 年上半期）

ジアへのシフトを推進している。さらに、トランプ大統領
の誕生で、発効が懸念される環太平洋パートナーシップ
協定（TPP）にも、2020 年までの加盟を目標に、TPP
交渉第 2 ラウンドに参加する意向を示し、チャイナリスク
の分散を目指している。

3．TECO 訪問・視察
3．1

TECO（東元電機股份有限公司）

3．2

TECO 中壢工場

TECO は、1956 年にモータの生産を開始、2016 年、

今回、訪問・視察した TECO 中壢工場は、台湾の北

創業 60 周年を迎えた。上場を果たした 1973 年からは、

西部に位置する桃園市中壢区（2014 年に中壢市から移

電気冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビなどの家電製品の

行）にある台湾最大規模のモータ工場である。1979 年に

生産も開始し、今日では、電子機器・情報機器の生産、通

設立され、111,400m2 の敷地に、2 つの清潔な工場のオー

信事業のほか、投資事業や外食産業、物流にも進出する

トメーション化された鋳造、プレス、巻線、組立、塗装

など、積極的に事業の多角化を進め、世界 30 カ国に事

などの生産ラインで、大型から小型の広範な種類の産業

業を展開している、重電を主体としたグローバルな複合

用モータを製造している。同工場の約 1,000 人の従業員

企業である。

は、ほとんどが正規社員であるが、一部の鋳物工程には

TECO のモータ事業は、創業後、日本の複数の電機

外国人労働者が従事している。

メーカと技術提携などのパートナー関係を築き、1995 年

設計から検査まで、モータ生産に関わる工程のほぼ全

には米国のウエスチングハウスのモータ事業を買収して

ての設備を所有・自社管理して内製化率を高めており、

急速に売上げを伸ばし、今や世界有数のモータメーカに

現在、人工知能（AI）やビッグデータなどによって生産

躍進した。

効率を高める高度に自動化されたスマートファクトリーに

製造拠点は、台湾のほか中国、米国、フィリピン、マ
レーシア、ベトナムなどにも展開し、販売サービスも、世

取り組んで、少量多品種、高付加価値の製品を大規模生
産することを目指している。
［トピックス］
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また、研究開発設備も整っており、自社でロボット、金

輸出向けで、日本企業の海外プラント向けや日本メーカ

型の設計製作もできるようになっていることから、さまざ

向けに OEM としても供給している。今後注力していく

まな課題に柔軟に対応して生産技術の向上を図っている

課題としては、小型モータについては価格競争力の強化、

とともに、全世界の工場の研究開発・設計センターの役

大型モータについては、コンパクト化と高速化への対応

割も担っている。

を挙げている。

製品は、小型モータの約 5 割、大型モータの約 8 割は
TECO 中壢工場の概要（出典：TECO）
設 立：1979 年
敷 地：111,400m2
［第 1 工場］
従業員：約 600 人
生産品目・生産能力（年間）
：
単相モータ 0.25 ～ 7.5kW
350,000 台
三相モータ 0.25 ～ 150kW 500,000 台
応用モータ 0.25 ～ 2.2kW
56,000 台
［第 2 工場］
従業員：約 400 人
生産品目・生産能力（年間）
：
三相モータ 180 ～ 22500kW
9,000 台
DC モータ 0.75 ～ 2250kW
1,500 台
出典：TECO

TECO 中壢工場での TECO モータ事業部幹部と調査団
2016 年度 中堅企業海外調査団名簿
		
団

長

田

信

三

大洋電機㈱

代表取締役社長

勝

亦

章

浩

㈱勝亦電機製作所

代表取締役社長

山

本

茂

生

山洋電気㈱

代表取締役兼社長

戸

上

信

一

㈱戸上電機製作所

代表取締役社長

倉

持

康

壽

日本電機㈱

代表取締役社長

福

地

裕

文

㈱日本電機研究所

代表取締役会長兼社長

姫

野

泰

宏

㈱ケー・シー・シー・商会

代表取締役社長

清

一般社団法人 日本電機工業会

専務理事

博

一般社団法人 日本電機工業会

企画部長

晃

一般社団法人 日本電機工業会

企画部専任次長

海 老 塚
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（敬称略・順不同）

山

事務局

松

〃

七

本
海

俊

（企画部）

業界報告
固体酸化物形燃料電池（SOFC）の開発
京セラ株式会社
エネルギーシステム研究開発部
総合研究所

1．はじめに

角田 裕次
小 野

孝

530 万台普及すると、家庭部門におけるエネルギー消費
量・CO 2 排出量ともに約 4％削減できる効果があると試

クリーンエネルギーとして、水素の利用が注目されて

算されている。

いる。水素と酸素の化学反応を利用して発電する燃料電

エネファームの普及および認知度の向上が進んでいる

池は大気汚染物質の排出量が非常に少なく、低炭素社会

ものの、前記普及目標の達成には産官一体となった一層

実現への貢献が期待される技術として経済産業省からの

の取組みが必要である。本稿では 当社のエネファーム向

後押しもあり、普及が進んでいる。同省が作成している

け SOFC セルスタックの開発と SOFC の普及に向けた今

「水素・燃料電池戦略ロードマップ 」において、現在は
＊1

後の取組みについて述べる。

フェーズ 1 と定義され、
「水素利用の飛躍的拡大（燃料
電池の社会への本格実装）
」という方向性が示されてい
る。定置用燃料電池に関しては、家庭用燃料電池システ
ム「エネファーム」の早期市場の自立化、および 2020 年

2．家庭用燃料電池システム
「エネファーム」

に 140 万台、2030 年に 530 万台（全世帯の約 1 割）の

従来の大規模集中型の発電所は、都市部など電力を消

普及が目標として掲げられている。また、業務用・産業

費する場所から離れたところに建設されるため、発電所

用燃料電池については、2017 年に発電効率が比較的高

からの送配電コストや送電ロスなどのデメリットがある。

い固体酸化物形燃料電池（SOFC）の市場投入を目指す

また、これらの発電所では、多くの熱エネルギーが再利

とされている。同ロードマップによると、エネファームが

用されることなく廃棄されている。逆に言えば、電力を地

図1

家庭用燃料電池システムの出荷台数遷移＊ 2

［トピックス］／［業界報告］
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産地消にすることで送配電コストの削減が可能となり、送
電ロスの発生も抑えられる。さらに、排熱を利用すること
で電力と熱の両方を供給し、エネルギーを有効に活用す
ることができる。このように電力と熱の両方を供給可能な
電源をコージェネレーションシステムといい、電力を消費
する建物に隣接して設置することで分散型電源として機
能する。
発電時の排熱を利用することで総合エネルギー効率
を高めるコージェネレーションシステムのひとつがエネ
ファームである。水素と酸素の化学反応を利用して発電
し、副次的に発生する熱を蒸気や温水として利用する。
他のコージェネレーションシステムと比較して騒音や振
動も少なく、CO 2、水以外にはほとんど排出物を出さない

図2

大阪ガスのエネファーム type S の外観

ことを特長とし、環境への負荷が少ない。
2009 年、固体高分子形燃料電池（PEFC）型の家庭

スタックは図 3 に示すように、形状により平板型、円

用燃料電池システムがエネファームの名称で販売され、

筒型と呼ばれるタイプのものがある＊ 4。平板型は出力密

2011 年には固体酸化物形燃料電池（SOFC）型の燃料

度が高くコンパクトにできるが、SOFC セルとセパレータ

電池システムが「エネファーム type S＊3」として販売が

をガスシール接続する必要があり、温度変化による熱応

開始された。一般社団法人 日本電機工業会（JEMA）が

力に耐えられないという欠点がある。家庭用燃料電池シ

実施している燃料電池システムの普及状況の実態を把握

ステムでは起動停止回数や負荷追従運転が多く、温度変

する統計調査＊ 2 によると 2015 年度に累積販売台数が 15

化が大きいため、スタックの熱応力起因による破損があ

万台を超えた（図 1）
。

り信頼性に不安がある。一方、円筒型はセル自身でガス

また、燃料電池システムは 2011 年 3 月の東日本大震

シール構造を有しているため、セパレータや隣接セル等

災以降、分散型電源としても注目を集めている。自立運

の間にガスシール接続する必要がない。このため、温度

転機能を備えたエネファームにおいては、地震等の災害

変化による熱応力が発生してもスタックが破損する破壊

による長時間に渡る停電が発生しても家庭内の一部に電

確率を低減することができるので、家庭用燃料電池シス

力を供給できるよう設計されている。

テムの稼働条件においても信頼性に優れたスタックとな
る特長がある。ただし、円周方向に電流が流れるため電

3．京セラ製 SOFC セルスタック

気抵抗が高くなることにより、出力密度が低くなり、大き
な容積が必要であった。

京セラ（以下、当社）は SOFC 型の燃料電池システ

このような中、当社はこの平板型と円筒型の両者の利

ムの心臓部にあたるセルスタックを製造している。SOFC

点を持ち合わせる円筒平板型セル（図 4）および、円筒

型の燃料電池システムであるエネファーム type S は、そ

平板型セルを束ねたスタック（図 5）を開発した。円筒

の発電効率の高さから注目を集めている。作動温度が高

平板型セルは、平板型セルのように垂直に電流が流れる

温であり、これにより 50％を超える発電効率を得ること

ため、電気抵抗が少なく出力密度が高い。さらに内部に

ができる。当社の SOFC セルスタック（以下、スタック）

水素の燃料ガス、外部に空気を流せるように、セル構成

を活用した燃料電池システムの一例として、大阪ガスが

部材の電解質とセラミックインターコネクタで空気とガス

2016 年 4 月に販売を開始した新しいエネファーム type S

がシールされている。このようにセルが独自にシールされ

を図 2 にて紹介する。このエネファーム type S は、電気

ているため、熱サイクルに強い構造となっている。このセ

を発生させるスタックを当社が、スタックを組み込んだ燃

ルは集電金属を介して、直列に接続することで円筒平板

料電池発電ユニットをアイシン精機が製造を手掛ける。

型スタックが構成され、AC700W 相当の DC 出力が取
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り出せる。セル間は柔軟性のある集電金属で接合される

せるために多孔体の構造を活かし、熱応力を緩和する構

ことで熱サイクルに伴うセルの変形に対して強い構造と

成にしている。

なっている。さらに、セルの片方だけを支持している構造
のため、室温から動作温度約 700℃への温度変化環境下
でも、セル上端が自由に伸縮可能となるので熱応力に強
い構造となっている。
円筒平板型セルはさまざまなセラミック材料から構成
される。空気を取り込む空気極は、ガスが拡散するた
め多孔体である必要がある。ここから取り込まれた酸素

図4

はイオン化され、電解質を通る。この電解質はガスを

円筒平板型セル

シールするため緻密質体である。ここを通った酸素イオ
ンは、多孔体の燃料極へと運ばれ、水素と結合し、水
蒸気となり排出される。それ以外にもセルを支持する
多孔体である導電性支持体、セルでできた電気を取り
出す緻密体のインターコネクタから構成される。これら
の材料は、基本的には熱膨張率が整合するように設計

図5

されている。燃料電池システムの起動停止に伴う室温

円筒平板型スタック

から動作温度の約 700℃までの熱サイクルに耐えるに

SOFC セルの量産ラインは、一般的なセラミックスの

は、各セラミック材料の熱膨張の整合が重要である。加

製法のように、原料調合、各種スラリー作成、成形、積

えて、製造工程においては、セル構成材料であるセラ

層、脱脂・焼成、電極形成により構成される。中でも重

ミックは主に大気雰囲気中で製造されるため、大気中

要な工程が焼成であり、種々のセラミック材料からなる

の熱膨張の整合を満足しながらも、発電動作環境下で

セルは、焼成に伴う収縮をコントロールする必要がある。

は還元雰囲気における熱膨張の整合も非常に重要である。

大量のセルを量産する際には、この収縮を生産管理する

空気極は熱膨張が合致しないが、ガス拡散効果を発現さ

ことが重要であり、原料の粒径、炉の温度制御や位置な

図3

SOFC のセル形状とスタック＊ 4
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どばらつきを抑え、品質が安定したセルを生産している。
スタック作製工程の最終段階では還元処理と呼ばれる処
理を行い、発電機能が生じる。セルは大気雰囲気におい

4．SOFC の普及に向けた今後の
取組み

て製造されるため、製造時は導電性支持体や燃料極等が

燃料電池のさらなる普及のためには、水素・燃料電池

酸化物絶縁体であり電流が流れない。これらの部材に使

戦略ロードマップ＊ 1 に述べられているように、経済性の

用されている酸化ニッケルを還元し、ニッケルとすることで

向上、対象ユーザの拡大、耐久性の向上が重要である。

電流が流れ発電機能が生じる。この還元処理にて支持体

経済性の向上に関しては、家庭用燃料電池システムの

や燃料極は還元状態となり、一般的には熱膨張の変化が

将来的な価格目標として、PEFC 型は 2019 年までに 80

生じる。原料粒径や焼成温度の制御により、その変化が

万円、SOFC 型は 2021 年までに 100 万円と明確な目標

変わるため、量産工程での生産管理はさらに重要になる。

が示されている。当社も高耐久性の向上とコストダウン

こうして量産された円筒平板型スタックが、家庭用燃

の両立を目指した研究開発に取り組んでいきたい。

料電池システムに搭載されるが、前述の通り、家庭用燃

当社はこれまで培った SOFC に関する技術を業務用燃

料電池システムでは起動停止回数や負荷追従運転が多く

料電池に展開することで、燃料電池ユーザの拡大を目指

温度変化が大きいため、セルやスタックの温度変化に対

している。従来のセルスタック開発に加え、セルスタック

する信頼性が不可欠になってくる。

を利用した当社独自の 3kW 出力の業務用小型 SOFC シ

図 6 に、当社にて実施したスタックの温度サイクル試

ステムを開発中である。飲食店、福祉施設、ビジネスホ

験結果の一例を示す。試験条件は、電気炉に設置したセ

テル、理容・美容院、小規模店舗などへの小型燃料電池

ルスタックを、80℃から 750℃まで 2 時間の昇温速度で

の普及を実現し、業務部門での光熱費および CO 2 削減

昇温し、750℃において燃料利用率（Uf）75％で 1 時間

を目指していきたい。

発電し、5 時間かけて 80℃まで降温させる工程を 1 サイ
クルとして試験を実施した。

住宅にエネファームや燃料電池自動車の他、太陽光発
電システムや蓄電システムの普及が進み、ホーム・エネ

図 6 左のグラフは試験結果をまとめたものである。横

ルギー・マネージメント・システム（HEMS）等を経由

軸は上述の温度サイクルを加えた回数、縦軸はスタック

してこれら分散型電源により生じた電力を遠隔制御する

の発電性能の指標である、平均セル電圧を示す。1,500

ことが実現できれば、いわゆるスマートグリッドの一翼を

回以上の温度サイクル数を加えても、発電性能はほとん

担うことができるようになる。デマンド・レスポンス＊5 や

ど劣化しないことが分かる。当社の SOFC スタックの機

バーチャル・パワー・プラント＊ 6 といった新しいビジネ

械的信頼性の高さを示す試験結果の一例であり、温度変

スモデルの検討が進められている。負荷変動や再生可能

化が多い家庭用燃料電池システムに搭載されても高い信

エネルギー由来の発電電力の変動を吸収し、系統の需給

頼性が期待できる。

安定化に貢献することも可能となる。エネファームなどの

このように当社では、①独自のセルスタック設計技術、
②世界初のセルスタック量産技術を基に、量産性を伴う
高信頼性セルスタックの開発を成功させた。

分散型電源は、個人の所有物でありながらも公共の資産
としても大変有益となる可能性を秘めている。
＊ 1 経済産業省「水素・燃料電池戦略ロードマップ」
（2014 年 6 月）および
「水素・燃料電池戦略ロードマップ改訂版」
（2016 年 3 月）
（http://www.
meti.go.jp/press/2015/03/20160322009/20160322009.html）
＊2

JEMA「電機」No.785 2016 – August（https：//www.jema-net.or.jp/
Japanese/info/denki.html）

＊ 3 大阪ガスホームページ（http://home.osakagas.co.jp/search_buy/
enefarm/）
＊ 4 大阪ガスホームページ（http://www.osakagas.co.jp/rd/fuelcell/sofc/sofc/
system.html）
＊ 5 デマンド・レスポンス：ユーザが需要量を変動させて、電力の需給バラン
スを一致させること。

図6
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＊ 6 バーチャル・パワー・プラント：多数の小規模な発電所や、電力抑制シス
テムを、一つの発電所のようにまとめて制御を行うこと（仮想発電所）
。

EPTA
（欧州電動工具協会）技術委員会
出席報告
一般社団法人 日本電機工業会
電動工具技術専門委員会
委員

概

要

山城 直人

◇

（2）粉じん測定規格（EN50632 シリーズ）
・欧州で統一された粉じんの測定基準が存在しな

開催日

2016 年 10 月 5 日

開催地

イタリア コモ市 パレスホテル会議室

参加国

11 カ国 34 名

かったため、
規格 EN50632 シリーズを作成している。
（a）発行済の規格

アイルランド（1）
、米国（1）
、英国（2）
、

一般項：EN50632-1

イタリア（2）
、スイス（1）
、スウェーデン（1）
、

個別項（Mineral）
：2-1（ドリル）
、2-3（グラ

ドイツ（18）
、フィンランド（2）
、ブルガリア

インダ）
、2-4（サンダ）
、2-6（ハンマ、ハン

（2）
、ロシア（2）
、日本（2）

マドリル）
、2-22（カッタ）
個 別 項（Wood dust）
：2-5（ 丸 のこ）
、2-11

背景、目的
当会議は、各国の規格、規制等の情報を入手するた
めに有効であると同時に、米国や日本の現状を各国へ

（ジグソー、セーバソー）
、2-14（かんな）
、
2-17（ルータ、トリマ）
、2-19（ジョインタ）
個別項（可搬型）
：3-1（テーブルソー）
、3-9
（卓上丸のこ）

報告する場も設けられている。また技術委員会において
は、IEC の審議結果を、EPTA（欧州電動工具協会）／

（b）審議中の規格

JEMA（一般社団法人 日本電機工業会）
／ PTI（米国電

個別項（可搬型）
：3-3（可搬型かんな）

動工具協会）および IEC/TC116（電動工具の安全）代

最終ドラフト（FprEN）を発行済。

表者による協議を行うことにより、次回の IEC 本会議での
審議の円滑化を意図している。そこで、日本の意見を十
分に説明・提案することにより IEC 本会議における日本
意見の採用が期待できる。また、EPTA 委員会の幹事よ
り、JEMA 宛に日本国の代表として招待をいただいている。

（3）EN 50632 のラウンドロビンテスト
・ラウンドロビンテストの結果、ドリルは、差が小さ
く、測定基準として適切と考えられる。
・ハンマ、カッタは差が大きく、試験所を増やして検
証することを検討中。

主な審議内容
1．EPTA プロジェクト報告
1．1 欧州粉じん規制
（1）英国の粉じん規制
・集じん機の試験方法を検討中であるが、詳細情報
は得られていない。

（4）アスベスト
・部屋の壁や床を研削等の作業を行う際にアスベス
トが出るかどうかについて調査を開始した。
2016 年 4 月に開始し、2019 年 12 月末に完了予定。
・調査は、研削等の作業時に集じんを行いながら、
アスベストの発生量を測定して行っている。

◇日立工機株式会社 開発本部 規格管理センタ

［業界報告］
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初期試験では、どこにアスベストが含まれているか

電池輸送のガイダンスを以前作成したが、梱包形態

について事前検証を行っていなかった。今後、検

（電池単品、製品と電池同梱等）によって対応方法

証を行った上で、調査を継続する。

（表示等）が異なるため、全体的に見直し、ガイダン
スをアップデートをする予定。

（5）粉じん規制の宣言書
・省庁（Ministry）から、EPTA に対し、電動工具

1．6 循環経済パッケージ

メーカーへ粉じん規制に適合しているという宣言

・電池指令（2006/66/EC）を修正することが検討され

書にサインするよう要求があったが、粉じん規制

ている。リサイクルの量だけでなく、質を向上させる

に適合させるのは雇用者の責任なので拒否した。

ことを目指している。

1．2 ハンマインパクトエネルギー測定：EPTA 基準の改定
・ワーキンググループでの改定審議が完了、10 月 6 日
の Steering committee にて、改善案の承認が得ら

2．標準化
2．1

IEC/TC 116, WG7, WG8, WG9 のレポート

・IEC62841 シリーズ 等の審 議 進 捗 報 告がされた。

れた。

EPTA からは、IEC 62841-2-3（グラインダ、ポリッ

適切な打撃波形を検出するソフトウェアによって測

シャ、ディスク型サンダ）について、以下の提案が

定の精度を上げる内容となっている。ソフトウェアは、

されている。

各メーカーで開発する必要がある。
・振動低減システムなしのハンマの場合、作業荷重に

当初、フランス当局（INRS）からキックバック
防止装置を規格に盛り込むよう要求されていたが、

よって、測定結果に差が出る問題があったが、250N

EPTA が交渉した結果、以下の内容を規格（IEC

までの荷重を許可することで、差を抑えることとし

62841-2-3）に盛り込むことになった。

た。

（1）研削用ホイルガードに警告マーク表示（切断操作
への使用禁止）

1．3

RoHS 指令

・Small Brominated Alkyl Alcohols（SBAA）と呼ば
れる物質グループを新しく規制対象とすることが検
討されている。電気製品に少量含まれているとみら
れている。
・除外規定の見直しが検討されている。照明機器に関
する除外規定を優先して議論を行い、その後、鉛に
関する除外規定等の重要物質について議論する。議
論後に、除外規定を修正するかどうかを決めること

（2）グラインダ本体に警告マーク表示（両手で操作す
ること）
（3）グラインダに、以下いずれかのホイルガードを提
供する
①研削用および切断用ホイルガードの両方
②切断用に変換できるオプション部品が付いた研削
用ホイルガード
③底面の覆い（添付図の“c ＝ 0.25x 砥石径”の部分）
を増やした研削用ホイルガード

になっている。
1．4 機械指令のレビュー
・現在の機械指令の評価調査があった。その一環で、
オンライン質問票にて、パブリックコンサルを展開
している。オンライン質問票の利用期限は、2016 年
12 月 16 日となっている。
1．5

Li-ion 電池輸送のガイダンス

・EPTA は、ZVEI および IVG の協力を得て、Li-ion
48

電 機 2017・January

図

③ c）の研削用ホイルガード

2．2

CENELEC/TC116 のレポート

（2）騒音指令の改定予定

・ IEC 規格と EN 規格のドラフトを並行で審議するた

・次回改定時に、ハンマに関し、質量 3kg 以下のハ

め、CDV を共有している。IEC 側から CENELEC

ンマは除外され、30kg 超えのハンマの規制値が下

（欧州電気標準化委員会）へ CDV を渡すタイミング

げられる（厳しくなる）予定。

が明確でないため、Greefe 氏が確認することとなっ
た。

（3）電動工具の照明
・照明に関する、
エコデザイン指令2009/125/ECの実

CENELEC/TC116, WG2, WG3 のレポート

施のための、
COMMISSION REGULATION（EU）

・ IEC 62841-1 の DOW（対応期限）が 2018 年 2 月

No 1194/2012 について、電動工具に付いている

22 日に修正されている。この DOW は、パート 2,3,4

LEDが対象か否かについて議論があった。COM-

の DOW で置き換えられる。

MISSION REGULATION
（EU）2015/1428 に よ

2．3

り、適用範囲の修正があり、電動工具に付いてい
る LED は、対象外であるとの見解があった。

2．4 グラインダに関する EPTA の活動
（1）フランス当局から要求されていたキックバック防止
の件は、上記 3.1 に記載したように IEC 規格を作

4．地域別レポート

成することで、当局と合意した。

4．1

PTI 北米レポート

（1）UL 規格
（2）フランスでは、よくパイプ等を直線で切断するの

・UL62841-3-1（テーブルソー）が 2016 年 8 月 29

ではなく、カーブ切断（半円状に切断）が行われ

日に発行され、2019 年 8 月 30 日までに再認可さ

ていて、その作業中にキックバックが起こることが

れる必要がある。警告文について、UL デビエー

ある。誤使用であるため、カーブ切断を行わない

ションがある。UL62841-3-9（ 卓 上 丸のこ）が

よう IEC 62841-2-3 に警告文を記載する予定。

2016 年 1 月 13 日 に 発 行 され、2019 年 1 月 14
日までに再認可される必要がある。UL62841 の

2．5 アクセサリのマーキングに関する EPTA - FEPA
共同活動

パート 2 に関しては、リチウム電池について再認
可が必要となる。

・ドイツ当局からのアクセサリのマーキングの要求が
あったが、電動工具メーカーの問題ではないという
判断がされ、対応が不要となった。

（2）DOE 充電器のエネルギ効率規制
・充電器のエネルギ効率の試験手順修正のための

・EPTA か ら FEPA へ、EN12413, EN13236 に「 取

Final rule が 2016 年 6 月 13 日に発行され、2018

説読め」のシンボルを追加する要望をし、規格に盛

年 6 月 13 日までに適合させる必要がある。充電

り込むことで合意している。

器については、CEC 規制が DOE 規制に置き換え
られる。

3．法制上の動向

試験データを DOE に提出するためのテンプレート

3．1 法制上の動向とモニタリングレポート

が発行済。

（1）EU 循環経済パッケージ
・製品を捨てずに原料（raw material）をリサイク
ルに回すことを目指し、Ecodesign 指令に要求を
追加することを検討している。
・どの製品が環境に優しいかが分かるような表示要
求を盛り込む。

（3）OSHA 結晶シリカ暴露規制
・建設現場での結晶シリカへの暴露量を雇用者が管
理することを要求する規制が 2016 年 3 月 25 日に
発行され、2017 年 6 月 23 日までに雇用者は対応
が必要となる。
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（4）今後の EPTA との協力

（5）IEC62841 規格ベースの GOST 規格

・PTI が EPTA との振動・騒音に関するジョイント

・2017 年 1 月 1 日 に、GOST IEC 62841-1, 2-2,

ワーキンググループをつくることを提案している。

2-4, 2-5, 3-1, 3-6 が発効（Entry into force）され
るが、Voluntary 扱いとなっているため、過去の規

4．2

格（GOST IEC 60745）でも適合確認を行うこと

JEMA アジアレポート

は可能。最新規格を使わない場合は、リスクアセ

・筆者が、中国 RoHS、韓国の電池認証強制化、日

スメントを行うこととされている。

本の電気用品安全法の EMC（電磁両立性）規格
J55014-1（国際規格 CISPR14-1 対応）の改定およ

・GOST IEC 62841-2-9, 2-14, 3-4, 3-10 は、2018
年に発効となる予定。

び IEC 62841 シリーズを基にした JIS 規格作成予定
について、レポートを行った。

5．市場統計
4．3

RATPE（ロシア電動工具業界団体）ロシアレポート

（1）EAC（ユーラシア経済連合認証制度）認可証の
参照規格
・現状 EAC 認可証は、ロシア機械指令のみ参照し
ている。

5．1

EPTA 市場統計 2016 年 1 ～ 6 月の結果

・西欧は、2016 年に入り、DC 工具が AC 工具の規模
を抜いて逆転した。DC 工具は、Li-ion 電池工具が
主流となっている。
・東欧は、以前として、AC 工具が主流となっている。

機械指令は電動工具以外の幅広い製品を適用範囲
に含めているため、電動工具には合わない内容も
あり、整合規格でその部分が修正される必要があ
る。しかし、EAC 認可証は、規格を参照していな
いため、認可されない電動工具があった。規格を
参照に含めることにより認可証を発行できるように
した。
（2）EAC 認可証のカテゴリ
・同じカテゴリの製品は、1 つの認可証に入れていた
が（全てのグラインダが 1 つの認証等）
、シリーズ
モデルごとに分けるようになった。
（3）銘板表示
・銘板表示をロシア語にしないといけないことになっ
た。
0.5 M RUB（ルーブル）の罰則が課されることが
ある。
（4）ロシア RoHS
・2018 年 1 月 1 日に発行予定。
電池は適用範囲に含まれないため、Ni-Cd 電池は
継続販売可能の予定。
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6．次回以降の会議日程
・WG：2017 年 1 月 31 日、2 月 1 日

ブリュッセル

（ベルギー）
・WG：2017 年 4 月26日、27日もしくは 5 月3日、4日
ウェンドリンゲン（ドイツ）
・WG：2017 年 6 月27日、28日 スペニームア（英国）

国際標準化活動紹介
第80回 IEC 大会（フランクフルト大会）
一般財団法人 日本規格協会
IEC 活動推進会議事務局長

加藤 洋一

1．はじめに

（Conformity Assessment Board：CAB） など、 市 場
戦 略 評 議 会（Market Strategy Board：MSB） 以 外 の

第 80 回 IEC 大会が、2016 年 10 月 10 日から 14 日の

IEC 上層の委員会が開催された。また、NC（National

期間で、フランクフルト（ドイツ）において開催された。

Committee）Presidents’ Forum、NC Secretaries’

併行して、TC/SC 等の技術ミーティングが 9 月 26 日か

Forum、TC/SC Officers’ Forum、Asia Pacific Steering

ら 10 月 14 日の三週間にわたり開催された。

Group（APSG）会合、Young Professional’s Workshop

フランクフルト市街地からほど近い Messe Frankfurt
にある Kap Europa（図 1）や Congress Centre（図 2）
が IEC 上層会議の主会場となった。会場間は徒歩でも移

など、各種の会議・イベントが実施された。
本稿では、IEC の最高意思決定機関である総会（C）
を中心に、フランクフルト大会の概要を報告する。

動できる距離であるが、Messe Frankfurt のエリア内では
後席 2 人乗り自転車のフリーシャトル（図 3）を利用でき
るサービスがあった。
登録参加者数は 100 カ国から 3,227 名（同伴者を除く）
で、2014 年の東京大会 2,367 名を大きく上回る最大規模
の大会である。三週間の技術ミーティングに招致された
TC/SC の数も 106 と、東京大会の時の招致数 53 の 2 倍
である。

2．概 況
2．1

主要会議日程

フランクフルト大会での主要な会議・イベントの日程を
表 1 に示す。
表 1 以外に、公式行事ではないが、ドイツや米国な
どの主 要国 NC とのバイ会 議（Bilateral Meeting）や

大会期間中に、総会（Council：C）をはじめ、評議会

CCMC（CEN - CENELEC Management Centre）との

（Council Board：CB）
、標準管理評議会（Standardiza-

会合が開催され、各々共通の関心事項について意見が交

tion Management Board：SMB）
、適 合 性 評 価 評 議 会

図1

Kap Europa

図2

わされた。

Congress Centre

図3

自転車フリーシャトル
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表1
日

フランクフルト大会での主要な会議・イベント
程

会議名

10 月 9 日 ㈰

・ExCo1

10 月 10 日 ㈪

・SMB
・CAB
・Young Professionals’ Workshop
・Opening Ceremony/Welcome Reception

10 月 11 日 ㈫

・Young Professionals’ Workshop
・Affiliate Forum
・Asia Pacific Steering Group（APSG）
・Conference of the MSB “Challenges and
Opportunities of the Internet of Things”
・PASC Reception

10 月 12 日 ㈬

・CB
・Young Professionals’ Workshop
・Workshop for Industrializing Countries
・NC Presidents and Secretaries Dinner

10 月 13 日 ㈭

・NC Presidents’ Workshop
・NC Secretaries’ Forum
・Conformity Assessment System Officers’
Forum
・TC/SC Officers’ Workshop

10 月 14 日 ㈮

・Council Statutory Session
・Council Discussion Session
・Council Open Session
・Farewell Party

10 月 15 日 ㈯

・ExCo2

3．第80回 IEC総会（Council）概要
総会は、Congress Centre を会場に、10 月 16 日の午
前中に Council Statutory Session が、また、同日午後に
Council Open Session が開催された。
Council Statutory Session では、野村会長のスピーチ
の後、新会員としてクウェートの加入、CENELEC との
協定（ドレスデン協定）の改定について報告され、続い
て事務総長からのこの 1 年間の IEC 活動報告がなされ
た。また、総会に先立ち実施された選挙結果報告により、
2017 年からの IEC マネージメントの新体制が示された。
以下に総会での決議事項・報告事項の主なものを紹介
する。
3．1

財務関係

財務監事より 2015 年の単独・連結会計と2017 年の予算
案・各国分担金案について、それぞれ報告され承認された。
（1）2015 年 IEC 単独総収入は 2,253.5 万スイスフラン
（前年比 +3.2％）
、総支出 2,252.4 万スイスフラン（前

2．2

日本からの参加状況

参加者の国別内訳では、開催国ドイツが 510 名で最多
なのは当然として、日本は 410 名と次に多く参加者を出
している。三位は中国で 351 名と米国の 305 名を上回っ

年比 +3.4％）
、収支としては 11,000 スイスフランの
黒字である。
（2）2017 年の予算案は、収入・支出とも 2,250 万 CHF
で、前年比 2.4％増の計画である。

た。以下、韓国 150 名、フランス 130 名、英国 123 名、
イタリア 88 名と続く。
中国は参加登録者の規模以外でも、大会期間中に舒

3．2

活動実績報告

（1）IEC セールスポリシー

（Shu）副会長（中国国家電網公司）がレセプションを主

IEC の著作権、および NC の利益を守るためと

催するなど、IEC においてその存在感を確固たるものに

して、IEC セールスポリシー改定に向けた取組みが

していた。

報告された。

総会（C）を始めとした上層委員会対応の日本派遣団
は、表 2 に示すとおりである。
表2
JISC 事務局

・保坂審議官
・松本連携室長
・矢崎課長補佐 他

IEC 上層委員

・木村 CB 委員
・平川 SMB 委員
・森田 SMB オルタネート委員
・江﨑次期 SMB 委員
・平田 CAB 委員
・梶屋 CAB オルタネート委員
・堤 MSB 委員

IEC-APC
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（2）次期マスタープランの検討
これまでに 19 の NC、80 以上の企業・団体にヒ
アリングを実施し、今後、数カ月でテーマを厳選し
て、2017 年ウラジオストク大会前に承認を得る予定
であることが報告された。
（3）IEC アンバサダー
2016 年から開始した IEC アンバサダー制度と 4
名のアンバサダーが紹介された。
日本からは、藤澤浩道氏（早稲田大学客員教授；
元 CAB 議長兼副会長）が任命されている。
（4）IEC 地域センター
2015 年 11 月 2 日にケニアのナイロビに開所し

た AFRC（Africa Regional Centre） の 概 要 紹

［自動選出国 6 名］

介 に 加 え、ReCNA（Regional Center for North

Tadashi EZAKI（日本）
Emmanuel PETIT（フランス）

America）、LARC（Latin America Regional

Michael TEIGELER（ドイツ）

Centre）
、APRC（Asia Pacific Regional Centre）
の活動報告がなされた。

Ivano VISINTAINER（イタリア）
SMB

Anne HUMBERSTONE（英国）
Sonya BIRD（米国）

その他、MSB におけるプロジェクトの活動成果とし

［選挙選出国 3 名］

て、“IoT 2020：Smart and Secure IoT Platform” およ

Jos REMY（オランダ）

び “Global Energy Interconnection” の白書が発行され

［自動選出国 2 名］

は IEC のサイトで公開され、無料でダウンロードが可能
また、近年 IEC が戦略的に取り組んでいるシステム
標準化において、他の標準化機関やステークホルダーと
の連携強化の一環として、7 月 13 日に開催した World

ロシア、

Thomas KORSSELL（スウェーデン） トルコ

たことが報告され、総会会場前で配布された（この白書
である。http://www.iec.ch/whitepaper/）
。

落選国：

Carlos PEREZ MUNGUIA（メキシコ） ベラルーシ、

Didier BOURGES（フランス）
CAB

Tim DUFFY（米国）
［選挙選出国 2 名］

落選国：

Ian FORTE（オーストラリア）

トルコ

Rafael NAVA（メキシコ）

Smart Cities Forum の概要が紹介された。適合性評価

また、今後の IEC 大会の予定として、次回大会である

（CA）
関係では、主な CAB の活動と 4 つの IEC CA シス

ウラジオストク大会（ロシア）の再確認がなされ、紹介

テム
（IECRE；IEC 再生可能エネルギー機器規格適合試

ビデオの上映とともにロシア NC 代表のスピーチがあっ

験制度、
IECEE；IEC 電気機器・部品適合性試験認証制

た。続いて、2018 年 IEC 釜山大会（韓国）の確認と、

度、IECQ；IEC 電子部品品質認証制度、IECEx；IEC

2019 年 IEC 上海大会（中国）の承認が発表され、韓国、

防爆機器規格適合試験制度）
のアップデートがなされた。

中国の NC 代表がそれぞれスピーチを行った。
総会で発表された 2017 年以降の IEC 大会の開催予定

3．3

を表 4 に示す。

選挙結果

新体制に向けた選挙の結果は、表 3 に示すとおりで
ある。日本は IEC 分担金の最大割合 8.5％を担う財政グ
ループ A のメンバーであり、自動選出国として選挙とは
別枠で上層委員を出す権利を有している。今大会では、

表4

2017 年以降の IEC 大会開催予定国

開催年

国（都市）

2017 年

ロシア（ウラジオストク）
[ 開催期間：10/9-13]

2018 年

韓国（釜山）
[ 開催期間：10/22-26]

2019 年

中国（上海）
[ 開催期間：10/21-25]

2020 年

スウェーデン

2021 年

アラブ首長国連邦

2022 年

米国

2023 年

エジプト

CB 委員自動選出国 5 カ国および SMB 委員自動選出国 6
カ国の各委員の任期終了に伴い、2017 年～ 2019 年の次
期委員の確認が行われた。日本は、CB 委員は木村氏（ソ
ニー）の再任が、また SMB 委員は江﨑氏（ソニー）の
新任が確認された。
表3
委員会・役員
副会長
（SMB 議長）

委員・役員選出結果（任期 2017 － 2019）
氏

名（国）

Ralph SPORER（ドイツ）
［自動選出国 5 名］
Keiji KIMURA（日本）

CB

Patric BERNARD（フランス）

備考
落選国：
オーストラリア

総会 Open Session では、近年の重要課題についての
情報提供とディスカッションを行うセミナーが開催され

Markus REIGL（ドイツ）

る。フランクフルト大会でも “Imagine the future” を

John M.THOMPSON（米国）

テーマに、野村 IEC 会長他、ドイツ NC、欧州委員会、

Rodney C.J.TURTLE（英国）

国連欧州経済委員会から基調講演が行われた。
［業界報告］
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4．トピックス
フランクフルト大会でのトピックスを以下に紹介する。
4．1

トーマスエジソン賞

2016 年は日本人としては、TC111 国際議長の市川芳
明氏（日立製作所）
が受賞し、
SMB 会議の席上にて表彰
された。

図5

4．3

IEC と CENELEC の両会長による調印式

J. Matthews SMB 議長の退任

強烈なリーダシップで SMB を引っ張ってきた J. Matthews 議長が、2016 年末で 2 期 6 年の任期を終えること
から、今大会の SMB 会議が議長として最後の会議となっ
た。SMB 会議においてはもちろん総会でも、功績を称え、
労をねぎらう盛大な拍手が起こった。
図4

市川氏（右）と J. Matthews SMB 議長

4．4

トーマスエジソン賞は 2010 年のシアトル大会からス

Opening Ceremony（開会式）/Welcome
Reception

タートした IEC の表彰制度であり、今年で 7 回目である。

大会の初日となる 10 月 10 日に、Opening Ceremony

日本は 2014 年の東京大会でのみ受賞者を出すことがで

と Welcome Reception が、Messe Frankfurt の Fest-

きなかったが、今回で 6 人目の日本人受賞となる。2016

halle（フェスティバルホール）を会場に開催された。

年のトーマスエジソン賞受賞者を表 5 に示す。
表5
氏

名

空中に吊り下げられたステージ（図 6）で、ソファに着
席したまま野村 IEC 会長、ドイツ NC 代表 Bent 氏が挨

トーマスエジソン賞受賞者
貢献 TC/SC CA
system

タイトル

拶し、開会した。
推薦国

Giovanni Cassinelli

SC23E

Secretary

スペイン、
イタリア

Geoffrey S.Ibbott

SC62C

Past Chair

ドイツ

Yoshiaki Ichikawa

TC111

Chair

日本

Maurice Montavon

TC5

Secretary

中国

Bernd Sisolefsky

CISPR/B

Past Chair

ドイツ

Robert Arseneault

TC4

Secretary

カナダ

4．2

フランクフルト協定調印式

IEC と CENELEC 間の協定であるドレスデン協定が

図6

改定された。改定協定はフランクフルト協定と名を改め、
総会 Open Session において、両会長が署名する調印式

4．5

開会式の空中ステージで挨拶される野村会長

日本提案の新 TC 設置承認

が執り行われた。主な改定ポイントは、IEC での開発を

2015 年の MSB 白書を基に日本が提案した新 TC の

優位化するとともに、IEC/CENELEC 間の手続きの合理

設 置に つ い て、SMB 傘 下 のアドホックグ ル ープ 65

化などである。
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（Electrotechnical Aspects of Asset Management for

Power Networks）にて検討されてきた。C 文書投票で

なった。フランクフルト大会のテーマは、“Connecting

3 分の 2 の賛成を得たものの、SMB 会議において反対国

Communities Reinvent Standardization” である。数多

からの強い抵抗にあい議論となったが、最終的に新 TC

くのエキスパートやコミュニティが集い、標準化というプ

の設置が決議され、日本が幹事国に任命された。現在、

ラットフォームでお互いがつながっていることを実感して

TC123 として設置されている。

もらうためにも、参加者の数にこだわって、これまでにな
い大規模の大会を志向したのであろう。ドイツの威信を

4．6

Young Professionals’ 2016Workshop

本ワークショップは、2010 年のシアトル大会からス

かけた大会であったが、特に混乱もなく、また華美に走
ることもない、ドイツらしく質実で秩序だった大会であっ

タートし、2016 年で 7 年目を迎えた。
Young Professionals, Program は次代の IEC を担う人

た。

材育成のため、IEC が注力している施策のひとつである。

役員選挙である SMB 議長の改選が行われた大会でも

これまで、49 カ国から合計 406 名が大会での Workshop

あった。前 SMB 議長国の米国や PASC（Pacific Area

に参加しており、フランクフルト大会でも 41 の NC から

Standards Congress：太平洋地域標準化会議）加盟諸国

75 名の参加があった。日本からは今大会も 3 名がワーク

の支持を得たオーストラリアが有利との下馬評を覆して、

ショップに参加した。

総会での選挙結果ではドイツが当選した。ドイツは自国

ドイツがホスト国となったフランクフルト大会は、IEC

開催の利を活かして、多くの国とのバイ会談を持ち、自

5．おわりに

国候補者への支持を訴えたという。最大規模の大会の裏
で、熱の入った選挙活動が展開されていたのである。

今回の IEC 大会は野村会長としての最後の大会となっ

最後に、フランクフルト大会参加にあたっては、経済

たが、トラブルもなく成功裏に終了したのは何よりであっ

産業省や各審議団体、IEC 上層の日本委員の方々、IEC

た。はじめにも書いたが、フランクフルト大会の参加者

活動推進会議関係者からの多大なご支援、ご協力を頂戴

（登録者）は 3,000 名を超え、近年で最大規模の大会と

しましたこと、この場を借りて御礼申し上げます。

［業界報告］
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IEC/TC2/MT10
（回転機巻線の絶縁評価試験規格の改訂）
ワシントンD.C.（米国）会議

ントおよび口頭で主張する。また小形量産モータでは試
験コスト等に不利益が予想されるため、モータ出力で区
別することもコメント提案した。なお今回 -42（耐部分放
電絶縁）は FDIS（最終国際規格案）の準備中であるが、

電動機の絶縁に関する検討 WG

特別委員

木村

【概

健

◇

要】

会議直前に表数値の誤りの連絡があったため、その修正
についても確認する。
また、新たに IEC60034-27-5「繰り返しインパルス電
圧の停止中の部分放電評価法」の規格原案が前グルノー
ブル会議で議論され、それに基づき第 3 原案（WD3）を

開催会議

IEC/TC2/MT10

作成し、8 月に筆者から関係者に配布した。それに対す

開催期間

2016 年 10 月 24 日～ 26 日

るコメントについて、逐次審議する。

開催地

ワシントン D.C.（米国）

出席者

9 カ国 約 40 名（当該分野審議に日本より
5 名出席）

【成果および課題】
1．IEC 60034-18-41 追補（Amendment）

【背景・目的】

-41 に新たな耐電圧試験の電圧値表を入れる追補案
CD に対し、日本から 5 件のコメントを提出した。プロ

モータの高効率運用のためインバータ駆動システム

ジェクトリーダーの Wheeler 氏が欠席のため Kaufhold

（PDS）が普及している。インバータ電源からサージ電

主査が代理で司会を務めた。特に日本から強く提案した

圧がモータに侵入すると、モータの絶縁システムの信頼

JP2（小形量産モータの区分）は 120％ 1 秒間試験を見

性に支障をきたす可能性がある。これに対し IEC/TC2/

直す、JP4（試験電圧に関する Annex は informative と

MT10 ではインバータ駆動モータ絶縁の性能に認証評

して強制力を持たせない）などが受け入れられた。

価（qualification）して、部分放電の許容の有無で絶

IEC 60034-27-1（回転機の交流電圧のオフライン部分

縁タイプを 2 つに分類し、それぞれの性能評価規格案

放電測定）は、50/60Hz 交流電圧の絶縁診断を目的とし

IEC60034-18-41 および IEC 60034-18-42 を審議してき

た部分放電計測法であるが、部分放電開始電圧で問題と

た（以下 -41、-42 と略す）
。

なるノイズと電磁障害 disturbance の区別や検出感度の

一般社団法人 日本電機工業会（JEMA）では TC2 国
内委員会から審議協力依頼を受け、誘導機技術専門委員

しきい値（threshold）の任意性は、次項の 27-5 規格に
おいても本質的な問題であることを指摘した。

会傘下の「電動機の絶縁に関する検討 WG」において、
モータ絶縁の国内専門家で上記規格案を審議してきた。

2．IEC 60034-27-5（回転機の繰返しインパルス電圧の

今回の MT10 会議のインバータ駆動モータの審議に絶

部分放電計測。以下 27-5 と略す）の第 3 原案（WD3）

縁検討 WG から廣島主査（東芝）
、武藤氏（三菱電機）
、

に関する 29 件のコメントを審議した。

藤延氏（安川電機）
、吉満氏（TMEIC）および木村（筆
者）が出席し、以下を目的とする活動を行った。

（1）試験インパルス波形のパラメータの表と -41 の表の

2014 年発行の -41 に対し、IVIC（インパルス電圧絶

不一致などのコメントに端を発し、試験電圧につい

縁階級）に基づく耐電圧試験の電圧値表を追加する追補

て議論した。電圧波形と電圧値を記述している -41

（Amendment）の CD（委員会原案）が提案されている。

附属書 B の内容は 27-5 で踏襲しつつ改訂し、将来

この新しい試験電圧表は参考値（informative）とするよ

的には -41 から附属書 B を削除し 27-5 で規定する

う日本は前回会議から主張しており、今回も改めてコメ

こととなった。

◇奈良工業高等専門学校
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（2）
（今回欠席の）フランス企業の部分放電測定法も実
測例として附属書に記載し、次回改めて詳細に議論
する。さらに他国企業の実施例など情報提供を呼び
掛けた。

IEC/TC2/WG31
（可変速駆動モータの効率）、
IEC/SC22G/WG18
（可変速駆動システムの効率）
チューリッヒ（スイス）会議

（3）筆者からノイズレベルと部分放電検出しきい値の関
係について一層の議論が必要と主張した。非線形特

可変速駆動システム IEC 対応分科会

主査

佐 藤 以久也

性はあるが、自動取得データを生かす何らかの指標

◇1

も今後検討する。

永久磁石同期電動機分科会

仲

（4）ボローニャ大学から提案された部分放電パターンを

委員

興起

◇2

記載することになった。その図を記載した学会論文
が会議後に送付されてきたが、解説が不十分で今後
再確認する予定。

【概

要】

開催会議

IEC/TC2/WG31、IEC/SC22G/WG18

開催期間

2016 年 10 月 13 日～ 14 日

荷や技術内容追加などを考慮し 2017 年 2 月末ごろ

開催地

チューリッヒ（スイス）

に WD4 を作成し、4 月にコメントリストを作成し、

出席者

15 カ国 20 名

（5）当初年内までの CD 作成が求められたが、PL の負

6 月のロンドン会議で欧州専門家と時間をかけて審
議する。

【今後の予定】

【背景・目的】
可変速駆動モータの効率を審議する IEC/TC2/WG31
と、可変速駆動システム（インバータ単体およびモー

今回の審議の結果、-41 追補の FDIS 化が進む見込み

タを含めたシステム）の効率を審議する IEC/SC22G/

である。27-1 は IS（国際規格）化の CDV（投票用委員

WG18 がチューリッヒ（スイス）で開催された。日本を

会原案）が年末に配布予定である。27-5 は WD4 以降に

はじめ、欧州、米国、中国、韓国等から 20 名が出席し、

初 CD 化する見込みである。今後の新たな MT10 の審

13 日はモータの効率、14 日はインバータに関する効率の

議規格案として 27-2（オンライン交流 PD 測定）や IEC

規格審議を行った。インバータ駆動モータの効率算定で

60034-18-32 の見直し、27-6（オンラインサージ PD 測

は、インバータが出力する高調波電圧による損失を考慮

定）の新規作成などが候補に出た。

する必要があり、モータ技術者のみならず、インバータ

次回は、2017 年 6 月 7 日から 9 日にロンドンで開催予
定、2017 年秋は上海が候補である。

技術者も合同で会議に出席し、効率クラスと測定方法を
審議している。日本では、欧州主導の規格策定に対して、

最後に今回の出張に対し、多大なご配慮とご指導をい

日本が提案する測定方法および日本の実情に合った効率

ただきました一般社団法人 日本電機工業会および電動機

クラスも規格に反映する取組みを行っており、今回も継

の絶縁に関する検討 WG の皆さま方に深く感謝申し上げ

続して会議に出席し、日本の提案に理解を得ることを目

ます。

的としている。

◇1

富士電機株式会社 技術開発本部
SiC 応用プロジェクト部

パワエレ技術開発センター

◇2

三菱電機株式会社 名古屋製作所
サーボモータ技術課

サーボモータ製造部
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【会議報告】
1．IEC/TC2/WG31
可変速駆動モータの効率クラス（IEC/TS 60034-30-2）

の発行準備中である。今回は、次期改定を見込み、イン
バータ損失算定方法および改定作業の進め方について議
論を行った。
2．1 損失算定方法

を審議しており、会議前に投票が行われた DTS（技術仕

現状では入出力法、カロリー法、計算法の 3 通りの算

様書原案）に対して各国の投票結果の報告と、コメント

定が記載されているが、カロリー法が精度については有

に対する審議を実施した。投票結果は、日本を含めて賛

利であるという意見や、計算法は妥当性を正しく評価で

成多数で可決されたが、米国、ベルギー、スペインから

きていないという意見があった。日本では入出力法を第

反対投票があった。DTS が可決されたことで、IEC/TS

一とし、計算法は計算プロセスの公開は技術流出の恐れ

60034-30-2 は 2017 年に発行が有力となり、次回の改定

があるため慎重にするべきという意見を述べ、理解が得

作業では TS（技術仕様書）から IS（国際標準規格）へ移

られた。今後の改定ではそれぞれの算定方法について要

行する方針である。以下に主な審議内容について述べる。

求事項、試験回路の例が詳しく記載される見込みであり、

1．1

計算法については、実機との差を用いた妥当性確認が必

IEC/TS 60034-30-2 の適用範囲

本技術仕様書では、一定速駆動モータの効率クラス
（IEC 60034-30-1）の対象外となる可変速駆動モータを

要となる方針である。
また、計算法に関連する米国の AEDM 法の紹介もあっ

適用範囲としており、速度 90％、トルク 100％の動作

た。

点での効率で IE1 ～ IE5 を定めている。しかしながら、

2．2 改定作業の進め方

サーボドライブなど間欠的にトルクを出力する、あるいは

IEC 61800-9-2 は 2017 年に発行を予定しているが、

弱め磁束領域での運転が主となる用途は、実際の運転時

内容について各国の意見が多数あり、継続して改定作業

と定めた動作点での効率の乖離が大きいため、適用対象

を進める方針である。その中で、日本が提案する入出力

外である。用途ごとに対象外を定めると記載が多くなり、

法に関する測定回路例、測定条件に関しても議論を行う

誤解を生じるため、対象外となる容量、電圧等の基本的

予定である。今後とも継続的に会議に出席し、理解を得

な条件の他に、サーボに関する説明を追加し、当てはま

る取組みを行う必要がある。

るモータは対象外とするという記載になった。なお、本技
術仕様書の適用対象外のモータであっても、IEC 618009-2 に従って可変速駆動システムとしての評価が可能で

3．その他
IEC/TC2/WG31 に先立ち 10 月 11 日から 12 日まで

あるという説明が記載されている。以上から製造業者は、

モータに関するシンポジウム Motor Summit 2016 が同会

関連した複数の規格の対象範囲を正しく理解し、評価を

場で開催された。100 名近い出席者があり、各国のモー

行うことが重要である。

タのエネルギー効率に対する取組み、技術紹介があった。

1．2 効率クラス算定の動作点

日本からは、佐藤（筆者）が日本の測定方法の紹介、イ

反対投票のあったベルギーから効率クラス算定となる

ンバータの低損失化を実現するパワー半導体の紹介を行

速度 90％、
トルク 100％の動作点に対して、複数の動作点

い、大きな反響があった。今後とも国際的な日本のプレ

でのクラス分けの必要性が提案されたが、クラス分けは

センス向上に努めていく所存である。

1 点で行う方針が確認され、却下された。同様に 90％速
度を変更する提案もあったが、インバータの電圧降下を
考慮し IEC 61800-9-2 と整合して 90％速度のままとした。
2．IEC/SC22G/WG18
可変速駆動システム（PDS）の効率クラス、損失算定
方法（IEC 61800-9-2）を審議しており、現在 CDV（投
票用委員会原案）が可決され FDIS（最終国際規格案）
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Motor Summit 2016 発表の模様

図 1 ～ 3 は展示会風景であるが、展示会自体の規模

IEC/TC105（燃料電池）
国際会議①

はそれほど大きいものではない。

TC105に関する情報収集

―World of Energy Solution 2016
シュトゥットガルト（ドイツ）―
TC105

Head of Delegation, WG4 コンビナ

橋本

【目

登

◇

的】

図1

会場全景

2016 年 10 月 10 日～ 12 日に開催された、World of
Energy Solution 2016 コンファレンス（会場：Messe
Stuttgart）に出席した。収集した以下の情報（主に欧
州の情報）を TC105 国際標準化活動の戦略構築に活
用する。

【主な成果】
（1）スマートホームセッションのプレゼン内容（f1-5
by DELTA, f1-3 by LAVA ENERGY, f1-1 by

（1）家庭用燃料電池の取組み状況：対象（TC105 WG3、

PowerCell Sweden AB）を、“エネファームのリモー

WG4、WG5、WG12、燃料電池エネルギー制御国

ト運転に関する国際標準化事業” に関する欧州の状

際標準開発委員会）

況把握に活用し、戦略構築の基礎として用いる。

（2）水電解への取組み状況：対象（TC105 WG13）
（3）移動体用燃料電池への取組み（FC 船、航空機用な
ど）
：対象（TC105 WG6）

（2）家庭用燃料電池の取組み状況に関する情報（c3-5
by Solid Power, c3-4 by NEXT ENERGY）が入手
でき、多角的な視点での欧州プロジェクトの狙い等
および国際規格（主要部品レベルでの性能試験法）

【概

要】

へのニーズの背景を確認することができた（システ
ムインテグレータの存在）
。

当 初 f-cell の 単 独 開 催 で あ っ た が、2014 年 よ り
Battery+Storage および e-mobile との 併 催で World of

（3）水電解への取組み
PEM、SOEC およびアルカリ水電解に関する発表
があり、アルカリ水電解については旭化成より開発の

Energy Solution となっている。
f-cell は、ダイムラーが主導して開催されてきたようで
あるが、今回を見る限りではダイムラー色はなくなっている。
また参加者は、リストで見る限り 356 名であり、2014
年の約 500 名からは、減少している。
国・地域別では、圧倒的にドイツからの参加者が多く、
その他欧州を除くと、日本 12 名、中国 4 名、韓国 4 名、
米国 3 名、南アフリカ 2 名、インド 1 名、カナダ 1 名、

状況と、今後の事業展開等について発表があった。
欧州からはフラウンホーファーや EIFER より、そ
れ ぞ れ Hydrogen Concentration project と SOEC
の劣化評価に関する報告があり、米国 GINGER 社
およびカナダ Hydrogenics 社（発表は Hydrogenics
Europe より）から開発状況の報告があった。
欧州では、多くの研究機関が劣化を含めた性能
試験を実施している。このため今回の発表は欧州

香港 1 名であった。
この会議は欧州での水素・燃料電池関連活動の情報交

における研究開発の一部であるが、WG13（Single

換の場であり、国際標準化の動きを読むにはいい機会で

cell and stack performance including regenerative

あった。

operation 等）への対応検討に活用する。

◇

パナソニック株式会社 アプライアンス社
ム事業部 燃料電池技術部

スマートエネルギーシステ

（4）移動体用燃料電池への取組み（特に電車と船）
本分野については、日本同様、欧州での活発な開
［業界報告］
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発が認められ、今後 WG6 関連で国際標準化の提案
が出てくる可能性が感じられた。
また、現 WG6 のフォークリフト用燃料電池に追加
して個別に国際規格化すべきか否か等について、関
連する TC の国内委員会と議論が必要である。

（2）移動体
燃料電池を用いた移動体の実証試験も実施されて
いる。
今回の発表では、燃料電池鉄道車両や燃料電池
船への取組みが紹介され、欧州でも多くの実証試
験が進行している。燃料電池鉄道車両については、
NOW、ALSTOM 社から発表があり、ALSTOM 社
は 2017 年に運用を開始するとのことであった。
日本においても、公益社団法人 鉄道総合技術研
究所で 10 年以上にわたり燃料電池車両の開発が進
められおり、鉄道車両用燃料電池の耐久性を 3,600
回以上の走行試験と 10 年間の発電試験で確認し、
長期使用に耐えることが確認されている。燃料電池

図2

展示会場

船については、NSB グループより 2009 年の Viking
Lady の実証試験の報告があった。今回のプレゼン

【詳細内容】

テーションには含まれていなかったが、2005 ～ 2013
年にかけて、ノルウェー、ドイツ、イタリア、オラン

パラレルセッションでの実施のためすべての発表を聞

ダ、英国、トルコなど数多くの国で実証試験が実施

くことができなかった。そのため、以下記載の一部は公開

されている。日本においても、2020 年の実運用に向

資料である。

けた燃料電池船の開発が推進されている。

（1）家庭用燃料電池・スマートホーム・スマートシティー

このように燃料電池鉄道車両や燃料電池船につい

本分野には継続的・多面的にプロジェクトが推進

ても、今後国際標準化の動きが活発になることが予

されている。欧州の燃料電池システムは実証プロジェ
クトが継続されているが、日本のエネファームのレ

想される。
TC105 では、移動体用については産業車両（フォー

ベルと比較するとなお数年の遅れがあると思われる。

クリフト）用燃料電池システムの安全性および性能試

しかし、今後日本レベルに近づいてくることを想定し、

験法の規格化が行われている。今後、電車用や船舶

継続的な優位性を確保していくために、国際標準化

用の燃料電池について国際標準化が必要となった場合

戦略がどうあるべきかを考えていかねばならない。ま

には、関連する TC（IEC TC9 “Electrical equipment

たエネルギー関連企業からは、ドイツの住宅事情を

and systems for railways”, IEC TC18 “Electrical

背景にした 2 世帯以上の住宅への投入提案も示され、

installations of ships and of mobile and fixed

多角的な取組みがなされている。

offshore units” など）の国内委員会と連携しながら、

さらに電熱の需要負荷データや住宅用のエネル

国際標準化開発体制を含めた検討が必要であろう。

ギーに関する情報が数多く得られた。また、BadenWurtemberg 地域における再生可能エネルギーを中
心に置いた地産地消型エネルーギーネットワーク構
築への取組みなどの紹介があった。
さらには、オフグリッドではあるが VOLVO グルー
プの PowerCell 社から PV- 水電解水素製造―Power
の実証試験状況の報告もあった。
図3
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展示会場

【主な決定事項等】

IEC/TC105（燃料電池）
国際会議②
プレナリ フランクフルト（ドイツ）会議
一般社団法人 日本電機工業会
新エネルギー部 専任次長

柴田 和男

【概

要】

会議の前に各 WG コンビナから提出された報告と課題
提起を整理した報告書が各国へ事前照会されており、プ
レナリ会議では時間的制約があるため、各 WG 等から課
題提起がある事項を主体について審議が行われた。
（1）燃料電池用語では、現行規格（IEC62282-1）の見
直し案が発行されており、IEV（国際電気用語集）
への採用提案として各国へ照会された。改正案が承

開催会議

IEC/TC105 プレナリ

認されれば現行の IEC 62282-1 は廃止される。なお、

開催期間

2016 年 10 月 12 日（CAG 会議）～ 13 日

メンテナンスは TC105/WG1 の責任となる。

開催地

ZTWI 会議室（ドイツ・フランクフルト）

出席者

上野文雄（TC105 議長：東芝）
、橋本登

（2）モジュールの安全性（IEC62282-2）については、メ

（JP Head of Delegation、WG4 & AHG5

ンテナンス開始の RR 文書を発行し、CDV として審

コンビナ：パナソニック）
、清水俊克（WG7

議することを確認した。ドイツから新規提案があっ

コンビナ：パナソニック）
、小関和雄（WG11

た PEFC モジュール・スタック性能試験方法（Part

コンビナ：FCDIC）
、亀田常 治（WG13：

2-201）については、WD が WG2 のメンバーに照会

PL）
、柴田和男（WG6 & WG13 セクレタ

される予定で、次回会議（2016 年 11 月開催予定）

リ & AHG4 コンビナ）

で審議が行われる。

＊ TC105- プレナリへの各国出席者数：
9 カ国、24 名

（3）WG3 では定置用燃料電池の安全性（IEC62282-3100）の見直し作業を開始する計画としているが、メ

【背景等】
IEC/TC105（燃料電池技術委員会）は、毎年プレナ

ンテナンス確認 文書（Review Report）が出てい
ないので、コンビナはこの文書をセクレタリに提出
してから第 1 次案（CD）を発行する計画とした。

リ会議を開催しており、前回の 2015 年 9 月の中国・北

今回、コンビナが欠席のため、米国代表の Karen

京開催に引き続き、今回ドイツ・フランクフルトで開催

Quackenbush 氏から報告があった。

した。 今 回 の 会 議 は、 第 80 回 IEC General Meeting
2016 の中で開催されたが、通常の 1.5 日を 1 日のみの

（4）WG4（コンビナ：橋本登氏）で審議中の IEC 62282-

開催とする時間的制約があった。このため会議では、通

3-201（小形 FC システム性能試験方法）改正案は、

常の議事運営を変更して開催された。すなわち、CAG

CDV 投票で「反対なし」であったため、IEC のルール

（Chairman’s Advisory Group）は 12 日の午後の半日で

で FDIS 審議を省略して IS 発行することを確認した。

開催し、プレナリ会議は 13 日のみというスケジュールと
なり、さらに傘下の WG の開催も会場確保が制限される

（5）WG5 のコンビナであるドイツ Schwendemann 氏

という状況であった。TC105 の関連 WG では、WG13

より、小形 FC システムのダクトシステムについて

（水電解燃料電池システム）と AHG5（LCA for Fuel

IEC 62282-3-300（定置用燃料電池設置要件）に

Cell Systems）が同時開催を希望し、WG13 は 13 日お

おいて規定を整備する方針であるとの説明があり、

よび 14 日、AHG5 はカールスルーエ市にある EIFER で

TC105 として了承した。日本からは、ダクトシステ

の開催となった。ここでは TC105/ プレナリ会議の経過

ムは IEC62282-3-400（Micro CHP）に含まれてい

について報告する。

るため、不要とのコメントを出していた。
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（6）産業車両用燃料電池の性能試験方法（IEC62282-4-

（変更案）Portable fuel cell power systems

102）については、2016 年 2 月に CDV が発行され、
同年 5 月に承認された。現在 IEC 中央事務局にて
FDIS 発行準備中（12 月予定）
。

（8）マイクロ燃料電池の安全性（IEC62282-6-101）に
関しては、WG8 の臨時コンビナとして上野氏が就任
していたが、米国の Karen Quackenbush 氏が後任

① 規格名称の整合化を図ることになっていた、発

コンビナとして指名された。今後は米国 NC の追認

行 済 の Part 62282-4-101 と 審 議 中 の Project

後に正式決定される。なお、IEC62282-6-100 を規

62282-4-102 のタイトルについては、審議の結果

制基準で引用している ICAO（国際民間航空機関）

WG6 からの提案が了承された。

に、現在進行中の体系見直しに関して紹介し、今後

Part 62282-4-101：
（新タイトル）Fuel cell power

の対応を確認することにした。

systems for industrial electric trucks – Safety：
※タイトル変更は、次回見直し時（Ed2 審議時） （9）マイクロ燃料電池の性能試験方法（Project 62282に実施する。
Part 62282-4-102：Fuel cell power systems for

6-200）は、
IS（第 3 版）が発行された旨紹介があり、
グループ活動としては一段落した旨、報告があった。

industrial electric trucks – Performance test
methods（変更なし）

（10）マ イクロ 燃 料 電 池 の デ バ イス 互 換 性（Project
62282-6-400）に関しては、IS としては不適当との

② WG6 からのグループ名称変更提案については、

意見が多く CDV 投票で否決されていたが、項目等

WG6 にて再検討し、次回 TC105 プレナリ会議

を見直し、CD を 2017 年 3 月までに発行することを

（2017 年 10 月：韓国・ソウル）までに変更案を

確認した。この作業のため、WG10（第 2 コンビナ

作成することになった。

Hongki Lee 氏）では年内に 2 回の会議を開催して、

WG6 からの変更提案：

原案作成を進める計画である。

（現行）Fuel cell power systems for propulsion
and auxiliary power units（APU）

（11）単 セ ル ス タック 試 験 方 法（WG11） で は、IEC

（変更案）Fuel cell power systems for propul-

TS62282-7-1（PEFC 単セル 試 験 法 ）については

sion and auxiliary power units（APU）other

WG11 での作業を完了し、現在 TS 発行の準備中で

than road vehicles

ある。
IEC TS62282-7-2（SOFC 単 セ ル ス タ ッ ク 試 験

③ 前回の北京会議でフランス代表から紹介があっ

法）については、Stability Date が 2018 年であり、

た、EV 等の車載補助充電システムとして使用す

WG11 ではメンテナンスの必要性についてメンバー

る “range extender” の国際標準化提案について

に確認する計画である。

は、フランス NC から取り下げの連絡があった旨、
セクレタリから説明があった。

（12）小形定置用燃料電池式給湯システム（Micro CHP）
（Project 62282-3-400） は、FDIS 投 票 が 2016 年

（7）可搬形燃料電池の安全性（IEC62282-5-1）に関し

10 月 14 日であり、
投票結果を待つことにした。

ては、新コンビナの清水氏のもと、9 月に会議を開
催し、見直し作業を再開した。RR 文書を早急に発
行し、CD を各国へ照会する旨を確認した。なお、

は、3 件のプロジェクトについて WD を作成し作業

WG7 から提案が出されたグループ名称変更は、承

中である。新規の Part 8（IEC 62282-8）として設

認された。

定され、WG13 内の審議用原案として IEC 62282-

（現行）Portable fuel cell power systems - Safety
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8-101：SOC、IEC 62282-8-102：PEM および IEC

62282-8-201：Power-to-Power シ ステ ムそ れ ぞ れ

いとのことから、ISO/TC22/SC37 との関連を確認し

の WD が 発 行され ている。WG13 では、今 回の

ておくことにした。

TC105 プレナリ会議後の 10 月 14 日～ 15 日に会議
が設定され、WD 作成審議が行われる。

（19）TC105 のスコープ見直し提案は、SMB で承認され
た旨、セクレタリから紹介があった。

（14）
Smart Grid 関連委員会における規格整備動向を調

新スコープ：To prepare international standards re-

査・報告する AHG4 から、TC105 が扱う規格にお

garding fuel cell (FC) technologies for all FCs and

いて、Smart Grid への接続に関する規格整備の必

various associated applications such as stationary

要性について照会があり、TC105 として検討した結

FC power systems, FCs for transportation such

果、AHG4 より、関係すると思われる規格について

as propulsion systems, range extenders, auxiliary

作業中の原案等を紹介し、関連委員会として各国に

power units, portable FC power systems, micro

検討を促すことにした。

FC power systems, reverse operating FC power
systems, and general electrochemical flow systems

（15）燃料電池の LCA については、TC105 プレナリ開催

and processes

後に Karlsruhe で会議を開催し、NWIP 発行の最終
取り纏めを行う計画としているが、NWIP の提案者

（20）Group Safety Publication とし て 指 定 され た IEC

を「セクレタリ」とするか AHG5 コンビナの「日本」

62477-1（PCS 安全 性）については、TC105 とし

とするかで投票があり、NWIP の提案は TC105 セ

ての対応は、前回報告のとおり家庭用のシステム

クレタリとすることを確認した。

（IEC62282-3-100 や 3-400 等）では PCS はシステ

なお、AHG5 は、NWIP が発行された時点で解散

ムに内蔵されており、IEC 62477 の適用は不適当な

することを確認した。

ものがあるため、同規格に対し「家庭用のシステム
は適用を除外する」旨を適用範囲に盛り込むよう提

（16）
ハザード評価項目に関するガイドラインについては、

案する。

各国から特にコメントはなかったため、関係 WG で
はこのガイドラインを適宜参照し、規格化に際して
参照することにした。

（21）次回プレナリ会議：2017 年 11 月 8 日及び 9 日：韓
国ソウル市：Workshop を併催
TC105 プレナリと同時に会議開催を希望する WG

（17）橋本氏と Winkler 氏が取りまとめた性能規格のガイ
ドライン（Guideline for performance）について、

のコンビナは、2016 年 12 月 1 日までに TC105 セ
クレタリおよび韓国 NC に申し出ることにした。

複数の NC からコメントが出ており、両氏によりコ
メントへの対応と修正ドラフトを作成し、修正案を
2017 年 1 月までに TC105 P-member による投票に
かけることになった。

【今後の予定および日本としての対応】
（1）モジュールの安全性（WG2）に関する国内対応と

なお、今後の当ガイドラインのメンテナンスのため、

して、メンバーに参加の可能性等を調査し、その

新たに AHG8（コンビナ：橋本氏）を設置すること

結果により対応を検討する。
【対応：戦略会議】

になり、各国は委員を派遣することになった。
（2）WG7（可搬型燃料電池）の新コンビナ（清水氏）
（18）
EU-JRC の Tsotridis 氏 よ り、 新 規 提 案 と し て
“testing hardware for testing of materials used in
FC single cells” について準備している旨の紹介が

の活動を支援し、IEC 62282-5-1（Ed2）見直し
CD を作成・TC105 セクレタリに提出する。
【対応：JWG7（可搬型燃料電池分科会）
】

あった。本件は自動車用の燃料電池とも関連が大き
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（3）Smart Grid への接続に関する規格整備の必要性

本 WG は現在、後述する 3 つの規格案を、各々のプ

について AHG4 より関係すると思われる規格に対

ロジェクトで並行して検討している。今回会議では、作

して具体的事例を紹介し、検討を促す。

成中のドラフト内容を確認・議論した。

【対応：JEMA（戦略会議）
】
（4）燃料電池のLCAに関するNWIP発行と投票を行う
【対応：JWG-RFB（燃料電池 LCA 分科会）
】

【内

容】

作成が進む 3 つのドラフトを、順に確認した。主な議
論と結 論を以 下に 記 す。なお、規 格 の 構 成は、IEC
62282（Fuel cell technologies）の Part 8（Energy stor-

（5）今後の会議開催予定：
（WG の報告等による）
WG2：2016 年 11 月上旬
（場所未定：米国）

age systems using fuel cell modules in reverse mode）

WG3：2017 年上旬（詳細未定）

の下に、-101、-102、-201 となる。

WG13：2016 年 10 月（DKE）および 2017 年 1
月中旬（詳細未定）

1．固体酸化物形セルスタックの性能評価（-101：Solid

TC105 CAG & プレナリ：2017 年 11 月8日～ 9日
（韓国・ソウル）

oxide single cell and stack performance including
operation in reverse mode）
“逆作動” に対応する用語について議論し、広い意
味を包含する “reverse mode” を選定した。また、ド

IEC/TC105（燃料電池）
国際会議③

イツ、および日本からのコメントに対し、現段階で対
応すべき点を反映した。さらに、加圧下の電解試験
方法、および電解モジュールの水純度基準について、

WG13
（燃料電池・水電解エネルギーシステム）
フランクフルト（ドイツ）会議

追加、調査することとした。
2．高分子膜形セルスタックの性能評価（-102：PEM

TC105/WG13 プロジェクトリーダ

亀田 常治

◇

【概

要】

single cell and stack performance including operation in reverse mode）
IEC/TC21/JWG7（Flow Battery Systems for
Stationary applications）との整合、および固体酸化

開催会議

IEC/TC105/WG13 第 2 回会議

物形を含む他電解技術との共通性に配慮することと

開催期間

2016 年 10 月 14 日～ 15 日

し、試験項目・条件で固体酸化物形と異なる点を確

開催地

ドイツ・フランクフルト

認した。また、電解モジュールの製造ガス組成、温

出席者

5 カ国、12 名

度の評価を追加することとした。

【背景・目的】
IEC/TC105（燃料電池技術委員会）の WG13 では、

3．電 力 貯 蔵 シ ステ ム の 性 能 評 価（-201：Power-topower systems performance）
システムの構成機器について、重要性の区分けに

“燃料電池を逆作動で用いるエネルギー貯蔵システム” に

ついて議論した。根幹となる機器（電解装置、水素

関して、国際標準化を進めている。2016 年 7 月 23 日～

貯蔵装置、燃料電池）／重要機器（水システム、熱

24 日の第 1 回に続き、第 2 回の会議が 2016 年 10 月 14

システム）／付属的機器（バッテリー、酸素貯蔵装

日～ 15 日にドイツ・フランクフルトで開催された。

置など）のレベルがあり、規格での扱い方を検討する
こととした。

◇株式会社 東芝
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【今後のアクション】

出席者

2 カ国、4 名

橋本登（コンビナ、パナソ

ニック）
、堂脇清志（東京理科大学）
、Till
Bachmann（EIFER）
、柴田和男（セクレ

各プロジェクトで今回の議論をドラフトに反映し、

タリ：JEMA）

2016 年 11 月 30 日までに提出する。これを委員会内で
回付、各国エキスパートからのコメントを求める。
2017 年 2 月 14 日～ 17 日に第 3 回会議を京都で開催
し、収集したコメントの対応を決定、2017 年 4 月末を目
標に CD（委員会ドラフト）をまとめていく。

【背景・目的】
IEC/TC105（燃料電池技術委員会）の AHG5 では、
定置用燃料電池の LCA（Life Cycle Assessment）に関
し、評価手法を標準化するべくプロジェクト提案を審議
してきたが、前回会議（2016 年 1 月：大阪）以降、コ
ンビナの橋本氏を中心に提案文書のまとめ作業を行って
きた。今回 TC105 プレナリ会議に合わせて日程調整し、
TC105 プレナリ会議での審議経過等を踏まえて、今回の
会議で燃料電池 LCA のプロジェクト提案文書（NP）を
まとめるために第 5 回目の AHG5 会議を開催した。

【成果および課題】
AHG5 では、プロジェクトを 2 つのパートに分けて規格
（TS）
を発行する計画としており、以下のとおり確認した。
（1）プロダクトカテゴリールールについて ISO 規格に沿っ
て導入する（Part X-102）

電力貯蔵システムの機器構成例（Part 8-201 案から）

（2）2 件のプロジェクトタイトルは、以下のとおりとする。
Part 62282-X-101： Streamlined life-cycle considered environmental performance characterization

IEC/TC105（燃料電池）
国際会議④

of fuel cell power systems for residential applications

AHG5（燃料電池LCA）
カールスルーエ（ドイツ）会議

Part 62282-X-102： Product category rules for
environmental product declarations of stationary

TC105/AHG5 セクレタリ

柴田 和男

◇

【概

fuel cell power systems and alternative systems for
residential applications

【今後のアクション】

要】

（1）コンビナの橋本氏にて NWIP として整理し、各国へ

開催会議

IEC/TC105/AHG5 第 5 回会議

照会するため、11 月中に TC105 セクレタリに提出

開催期間

2016 年 10 月 17 日

する。

開催地

EIFER 会議室（ドイツ・カールスルーエ）

（2）AHG5 は、今回の結果による NP が TC105 から発
行された時点で解散とし、プロジェクト提案が承認

◇一般社団法人 日本電機工業会

新エネルギー部

された時点で、新設 WG として活動を行う予定。
［業界報告］
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proposal、以 下、NWIP）が、IEC/TC111 お よ び ISO/

IEC TC111 - IEC/ISO JWG
ECD 62959（環境配慮設計）
フランクフルト（ドイツ）会議

TC207（環境マネジメント）の双方で承認されたことか
ら、共同 WG（以下、JWG）である JWG ECD 62959
の活動が開始されている。

一般社団法人 日本電機工業会
環境部

【概

担当次長

齋藤

潔

要】

開催会議

IEC TC111 - IEC/ISO JWG ECD 62959
（環境配慮設計）

【審議概要と成果】
今回のフランクフルト会議は、7 月のヘルシンキ会議
で検討した「Working Draft（以下、WD）
」の内容を整
理した「イニシャル Draft」に対するエキスパートメン
バーの技術コメント、および主要な論点に関する事前検

開催期間

2016 年 10 月 12 日～ 13 日

討の 2 回の電話（Web）会議（9 月 7 日、26 日）の結果

開催地

フランクフルト（ドイツ）

を踏まえて開催した。予定していた開発スケジュールに

出席者

15 カ国 37 名（他、Web 会議で数名参加）

対して進捗が遅れていることもあり、会議後、速やかに

日本 からは、TC111 議 長（ 兼 ）JWG コ

「Committee Draft（以下、CD）を発行」することを意

ンビナ代理の市川芳明氏（日立製作所）
、

図して開催した。

JWG セクレタリの齋藤（筆者、一般社団
法人 日本電機工業会。以下、JEMA）の
他、TC111 国内委員会からのエキスパー

1．Introduction
●

ト 3 名が出席。

環境配慮設計に関して、
「Environmentally conscious
design（ECD）
」
「Design for environment（DfE）
」

「Ecodesign」他さまざまな類似の用語が存在するが、

【背景・目的】

本 規 格 で は、改 め て、
「Environmentally Conscious
Design（ECD）
」の用語を使うことを再確認した。

IEC/TC111－Environmental standardization for
electrical and electronic products and systems は、
2009 年 2 月 に IEC 62430 Ed.1.0（Environmentally

2．1 章（Scope）
●

本規格の Scope は、以下の通りとすることを確認した。

conscious design for electrical and electronic products）
/JIS C 9910「電気・電子製品の環境配慮設計」
（2011
年 3 月）を発行している。本規格は、ライフサイクルを
通じた環境側面とその影響を評価・改善していく環境配
慮設計の原則、プロセス（商品企画の段階から概念設計、
詳細設計、試作など）における要求事項を規定している。
しかしながら、どのような製品であっても、その環境配慮
はサプライチェーン（バリューチェーン）全体で取り組ま
ざるを得ない。従って、環境配慮設計の取組みやその要
求事項について電気・電子製品の範囲だけに閉じておく
ものでもないことから、TC111 は、2014 年の東京会議に
おいて、新たな環境配慮設計に係る IEC/ISO のダブルロ
ゴ国際標準規格の開発を IEC 主導で進めることに合意し
た。ここに至るまでに、IEC 62430 Ed.1.0（2009）の内
容を踏まえて検討を進める日本提案（New work item
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1

Scope

This International Standard explains principles, specifies requirements and provides guidance to integrate
environmental aspects into design process for products.
（本国際標準規格は、製品またはサービスの設計プロセス
に環境側面を統合するための原則、
〔特定の〕要求事項
およびガイダンスを提供する。
）
This International Standard is applicable to products
within all organizations regardless of size, type and
sector.（本国際標準規格は、あらゆる組織〔サイズ、種
類・セクターに関わらず〕の製品またはサービスに適用
する。

3．3 章（Terms and definition）
製品
（製品・サービス）、設計などの用語と定義
●

design（設計）
3．1
design
activities that take an idea or requirement and
transform these into a product
NOTE 1 to entry：The process of design usually
follows a series of steps e.g. starting with an initial
idea, transforming that into a formal specification, and
resulting in the creation of a product.

4．5 章（Environmentally Conscious Design
Process［ECD Process］要求事項）
および附属書（ANNEX）
●

The organization shall determine the scope (i.e. the
boundaries and applicability) of ECD relevant to its
product.
When determining this scope, the organization shall
consider：
a) stakeholder requirements analyzed in 5.2；
b) identified environmental aspects of its products in 5.3；
c) its sphere of influence（影響力の範囲⇒ ISO 26000 の
定義を参照 3.18）

NOTE 2 to entry：“Design” and “design and development” can be used interchangeably under the context
of ECD.

5.1 General

−組織が、製品・サービスを市場に提供する中で、原則
である Life cycle thinking を踏まえて、環境配慮設計
を組織内の機能（部門）のどこまでに適用するか、そ
のスコープ（バウンダリ）を自ら設定していくことを新

− IEC 62430 では、“design and development” の用語・

たな要求事項として追加。その際、
「5.2 ステークホル

定義を規定していたが、検討の段階で、“and devel-

ダーの要求分析、5.3 製品・サービスにおける環境側

opment” を 一 旦 削 除 することとなった。 他 方 で、

面の特定、及び 3.18 影響力の範囲を考慮しなければ

NOTE 2 に “Design” and “design and development”

ならない」とする（具体的なガイダンスは ANNEX B

can be used interchangeably under the context of

〔Informative〕に記述）
。

ECD を記述。最終的に、オリジナルの “design and

●

development” に戻す可能性がある。

設計プロセスへの環境側面の統合の例を ANNEX B

（Informative）へ記述
−製品・サービスの双方について、
「ライフサイクルス

●

テージ」と「設計および開発プロセスへの環境側面

product（製品）

の統合」に係るフレームワークを検討。Scope を拡

3.15

張して「あらゆる製品・サービス」への適用を考え

product

る中で、そのライフサイクルステージも柔軟に考え

any goods or service

ていく必要がある。本規格の原則や要求事項は「製

NOTE to entry：This includes interconnected, inter-

品・サービスに共通に適用し得ること」を一般論と

related goods or services.

して説明（図）
。

[ISO 14040：2006, definition 3.9, modified]

以上の検討を通じて、フランクフルト会議後、CD を 2
回発行して検討を進めていくことが合意された。
− 検 討 の 中 で、“goods” と “service” を、tangible /

●

intangible, physical or not として個々に定義付けす

IEC TC111：111/449/CD

る議論を行ったが、有意な合意に至らなかった。従っ

（2016 年 10 月 28 日～ 2017 年 1 月 20 日）

て、IEC 62430 のオリジナルの定義 “product ＝ any

ISO TC207：WG10 N47

goods and service（すべての製品又はサービス）
” を
そのまま残すこととなった。

CD1（表）の発行（IEC,ISO 共にコメント募集：3 カ月）

（2016 年 10 月 24 日～ 2017 年 1 月 27 日）
●

CD2 の発行（2017 年 6 月頃を予定）
［業界報告］
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図

Conceptual sketch showing examples of life cycle stages of a service (left) and goods (right).

表

CD1 の文書構成

INTRODUCTION
1．Scope
2．Normative references
3．Terms and definitions
4．＜ Principles（原則）＞
Principles of environmentally conscious design（ECD）
環境配慮設計の原則

スコープを電気・電子製品以外のさまざまなセクター（製品・サービス）
、組織にも拡大するなかで、より一般的な“原則”としてふ
さわしい内容として記述。
4．1 General
4．2 Life cycle thinking
●

4．3 Stakeholder requirements
4．4 Relationships between the management strategy of an organization and ECD
5．＜ Requirements（要求事項）＞
Environmentally Conscious Design Process (ECD Process)
環境配慮設計のプロセス（手順）
●

5．1
5．2
5．3
5．4
5．5

スコープを電気・電子製品以外のさまざまなセクター（製品・サービス）
、組織にも拡大する中で、環境配慮設計のプロセスに係
る要求事項を記述。
−要求事項への適合について、Annex B（5 章の要求事項に対する How to を記載）や Annex D（5 章の要求事項を具体的な製
品・サービスで実施する場合の事例）に詳細を記載。
General
Analysis of stakeholder requirements
Identification and evaluation of environmental aspects
Design（Design process）
Review and continual improvement

5.5.1 Process review
5.5.2 Design review
5.5.3 Records of reviews
5．6 Information exchange
＜ Guidance (informative Annex A ～ D) ＞
Annex A (informative) Principles of environmentally conscious design
Annex B (informative) Elaboration of Environmentally Conscious Design Process (ECD Process)
Annex C (informative) ECD Method and Tool Selection
Annex D (informative) Areas

of potential applicability (Generic or sector specific examples for implementing requirements)
●
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【今後のアクション】
開発文書発行までの作業スケジュールについて、CD1

IEC/TC116（手持ち電動工具の安全性）
/WG7, WG8ナイアガラ（カナダ）
会議
電動工具技術専門委員会

発行後、当面の活動は以下の通り合意されている。当初

山城 直人

◇

委員

の予定スケジュールより遅れているが、2018 年の IEC/
ISO ダブルロゴ国際標準発行を目指す。
●

2017 年 2 月：JWG ロンドン会議

【概

要】

− CD1 のコメント処理等を実施

開催期間

2016 年 10 月 17 日～ 21 日

−ロンドン会議後、3 回の電話（Web）会議を予定

開催会議

IEC/TC116/WG7（IEC62841-1 手持ち

（27, March 2017 / 10, April 2017/ 12, May 2017）

式電動工具、可搬式電動工具、園芸工具

し、CD2 のドラフトを検討
●

の安全 一般規定）
（10 月 17 日～ 19 日）
、

2017 年 6 月：JWG ハリファックス会議

IEC/TC116/WG8（IEC62841-2-XX 手 持

− CD2 を発行

式電動工具の安全 個別規定）
（10 月 20 日
～ 21 日）

これまでにも述べてきたように、JWG は、既存の IEC

開催地

ナイアガラ市（カナダ）

62430 Ed.1.0（電気・電子製品の環境配慮設計）は製造

参加国

8 カ国 27 名

業の他分野への適用も十分に応用できる内容になってい

米 国（7）
、カナダ（2）
、英 国（2）
、ドイツ

るが、ISO とのダブルロゴ標準として、製造業以外のあ

（8）
、ベルギー（1）
、スウェーデン（2）
、
中国（2）
、日本（2）
、事務局（1）

らゆる業種（例えば、農業、金融業…）への適用も可能
な国際標準規格を視野にその開発を推進している。さら
に、最近の新たなビジネスモデルとして、“モノ” ではな
く “機能” を提供する新たな形態のサービス分野が現出

【背景、目的】

してきており、これは、電機・電子業界においても同様

手持ち式電動工具、可搬式電動工具、園芸工具は製

の状況にある。従って、
「国際的なサプライチェーンでの

品の構造、試験方法が類似のため、一般規定をまとめ

対応を考えれば、業種の垣根を超えて環境配慮に関連す

て IEC62841-1 とし、2014 年に発行されている。現在は

るルールの共有化が必須になる」という部分だけでなく、

TC116 にて、製品ごとの個別規定を審議し、順次作成し

それら新ビジネスへの対応という側面も考えなければなら

ている。

ない。

現在は JIS 規格作成を国内委員会にて進めており、こ

以上の認識の下、予定していたスケジュールから遅れ

れらは将来日本規格を作成する際の基となる国際規格で

てはいるものの、10 月のフランクフルト会議を経て、よ

ある。そのため日本規格として採用する際に問題とならな

うやく CD1 を発行するに至った。現在、IEC、ISO 各々

いよう、草案の要求事項を確認、必要に応じて日本より提

で各国の国内委員会にその文書が回付され、コメントの

案を行い、国際規格整合をスムーズに行えるようにする。

募集を開始している段階にある。今後は、2017 年 2 月に
ロンドン会議、その後 6 月にハリファクス会議を開催して
CD2 文書を発行する。この段階において、規格の内容に
ついてほぼ完成させるつもりであり、引き続き各国のエキ
スパートとも協調して、検討を進めていく所存である。

【主な審議内容】
1．IEC TC116 WG7 会議
（IEC62841-1：手持ち電動工具 一般規定）
（1）IEC 62841-1 一般警告文
IEC60745 を適用した製品に関する取説の一般注
◇日立工機株式会社

開発本部

規格管理センタ

［業界報告］
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意文に IEC62841-1 の内容を先行して使用してよい

Table K．1 沿面、空間距離

とする INF ドキュメント 116/299/INF が 2016 年 8

動 作 電 圧 15V ～ 32V、32V ～ 130V、280V ～

月 12 日に発行された。

480V について、Switched circuit（スイッチオフ
時に、低電源となる回路）は、ちりの堆積に対する

（2）IEC 62841-1

保護がある場合の沿面、空間距離の最小距離が修正

バッテリ電圧上限 値変更に伴う

され、保護されていない場合に比べ、短く規定され

Annex C, K, L の改定

た。

Ad-Hoc グループ提案内容の審議終了後、CDV を
発行する予定だったが、同時進行している第 2 版の
改定内容がどのように Annex C, K, L に影響するか

今後の予定

分からないため、まずは DC として回覧を行うことと

今回で、Ad-Hoc グループの提案内容の審議を終

なった。

了し、DC を発行する。

L．9．1 非絶縁電源のコード

（3）IEC 62841-1 改定（第 2 版）

非絶縁電源（non-isolated source）と工具をつなぐ

バッテリ電圧上限値変更に伴う Annex C, K, L の

コードは、24.4 ～ 24.15 項の電源コードの要求が適

改定と IEC 62841-1 本体の第 2 版への改定が別個に

用される。ただし、以下に適合する場合を除く。

議論されている。それぞれの草案が互いの内容に影

−温度上昇試験時にコードに流れる最高電流値に基

響する可能性があるため、CDV 作成時に見直しをす

づいて導線の断面積が決定されている。

る予定。今回、第 2 版改定の審議は終了しなかった。

−動作電圧に対して、導線の絶縁が適切にとられて

次回、引き続き審議を行う。

いる。
2．IEC TC116 WG8 会議（IEC62841-2-XX：手持
ち式電動工具 個別要求規定）

K．24．201 分離式（separable）バッテリパック
分離式バッテリパックのコードは、適切なシースと

（1）ジグソー、
セイバソー IEC 62841-2-11

24.4 ～ 24.15 項にある電源コードの要求（導線の絶

（116/298/Q）

縁要求は除く）に適合させることで、摩耗から保護

19．
101項b）
（レシプロソーのフロントハンドルのツバ）

することが要求される。

日本提案のレシプロソーのフロントハンドルに要求
される 6mm のツバの要求に関する解釈を明確にす
表1

Conditions

Working voltage
≤ 15 V

Working voltage
Working voltage
Working voltage
Working voltage
＞15 V and ≤ 32 V ＞ 32 V and ≤ 130 V ＞130 V and ≤ 280 V ＞ 280 V and ≤ 480 V

Creepage
distance

Clearance

Creepage
distance

Clearance

Creepage
distance

Clearance

Creepage
distance

Clearance

Creepage
distance

Clearance

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

0.8 a

0.8

1.5

1.5

2.0 a

1.5

3.0 a

2.5

8.0

3.0

- protected against
deposition of dirt

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

2.0

2.0

3.0

3.0

- not protected against
deposition of dirt

1,1

0.8

1.5

1.5

2.5

1.5

4.0

2.5

8.0

3.0

Switched circuit
- protected against
deposition of dirt
- not protected against
deposition of dirt
Non-switched circuit

a T
 hese creepage distances are slightly lower than suggested by IEC 60664-1. Creepage distances between live parts of different
polarity (functional insulation) are only associated to fire hazard, not to electric shock hazard. As products in the scope of IEC 62841
are products supervised during normal use, lower distances are justified.
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る Amendment DC へのコメント期限は、10 月 28
日となっている。
（2）ルータ IEC 62841-2-17（CDV、機械指令コンサ
ルタントのコメント）
CDV のコメント審議は終了していたが、欧州機械
指令コンサルタントのコメントが得られていなかった

（3）ドリル、インパクトドリル IEC 62841-2-1
（116/279/CDV, 116/295/RVC）
19．101 チャックキー
チャックキーがチャックから外れるかどうかを確認
する試験で、時間制限が規定されていなかったため、
2 秒以内で確認する規定を追加することになった。

ため、FDIS の発行を遅らせていた。コメントを受領
したため、今回、審議を行った。

I．2．4 騒音
インパクトモードがあるドリルは、インパクトモー

3．105 トリマの定義

ドのみ騒音を測定すれば良いこととなった。

21.35（ダストコレクション）のタイプ分けのために定
義を追加した。粉じん発生が少ないトリマは、21.35

I．3．5．1 振動

の適用対象外となる。トリマは、タイプ 1 ルータのう

バッテリ工具は、電池の種類が多数あり、電池重

ち、積層シート等のエッジをトリムできるようにロータ

量の違いが振動測定に影響を及ぼす。K.8.14.2 e）

リカッタとベースを備えた製品として分類される。

に従い取説に指示する電池の中で、一番軽い電池を
使用して振動の測定を行うように指定することとし

19．4．101 ビットへの接触防止

た。パート 1 も Ed.2 の改定に併せ修正する。

ベースが把握部として使用される場合に、ベース
を持っている手が、ビット、コレットへの接触を防止
することが要求されていなかったため、要求に入れる

今後の予定
今回、CDV の審議が終了し、FDIS を発行する。

こととなった。
（4）グラインダ、ポリッシャ、ディスクサンダ IEC
21．18．1．1 スイッチ

62841-2-3（委員会草案）

EN デビエーションとして、タイプ 2 ルータのみが、

フランスで起きている事故を防止するための新しい要

オンロックなしのモーメンタリパワースイッチであるか、

求事項等が提案されている。今回、委員会草案の審議が

もしくは、オンロックありスイッチで、電源遮断後の再

終了し、DC を発行する。

始動が防止されていることを要求されていたが、タイ
プ 1 ルータ（トリマ含む）にも要求することとなった。
21．35（ダストコレクション）

【今後の開催予定】
2017 年

ダストコレクションの要求は、タイプ 2 ルータのみ

1 月 16 日～ 20 日

WG7, 8, 9 アーバイン（米国）

に要求されていたが、タイプ 1 へも適用することと

1 月 23 日～ 27 日

WG10 アーバイン（米国）

なった。ただし、トリマは適用対象外となった。

3 月 20 日～ 24 日

WG10 ロンドン（英国）

3 月 27 日～ 31 日

WG7, 8, 9 / CENELEC joint
meeting（3 月 27 日）/

今後の予定
今回、欧州機械指令コンサルタントに関するコメ
ントの審議を終了し、FDIS を発行する。

Plenary ロンドン（英国）
7 月 17 日～ 21 日

WG10 米国もしくはカナダ

7 月 24 日～ 28 日

WG7, 8, 9 米国もしくはカナダ

10月23 日～ 27 日

WG7, 8, 9 上海（中国）

10月30日～ 11月3日 WG10 上海（中国）
［業界報告］
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統計
■ 電機・電子産業の生産額

（経済産業省「生産動態統計調査」による）
（単位：百万円，％）

機

2016 年 8 月分

種

金

額

2016 年 9 月分

前年同月比

金

額

2016 年 10 月分

前年同月比

金

額

前年同月比

発電用原動機計 ※

36,203

138.3

68,181

74.7

51,157

290.7

回転電気機械計 ※

67,606

107.1

81,459

106.4

71,709

95.7

静止電気機械器具計 ※

52,265

106.7

64,842

93.6

51,400

84.6

開閉制御装置・開閉機器計 ※

96,790

99.4

136,320

100.0

101,936

96.6

民生用電気機械器具◎

65,126

94.1

68,641

89.4

69,766

92.0

エアコンディショナ、フリーザ、除湿機◎

72,307

130.7

61,098

101.1

73,095

94.7

84,253

109.3

103,618

95.8

76,148

97.8

413,355

100.5

478,204

87.6

459,873

88.7

50,440

102.8

56,994

99.4

56,201

91.7

電子計算機及び関連装置
電子管・半導体素子及び集積回路
民生用電子機械器具

192,890

97.9

203,887

89.1

194,060

86.9

通信機械器具及び無線応用装置

電子部品

74,104

106.2

91,089

79.8

56,188

69.4

電球、配線及び電気照明器具

80,252

104.7

97,670

112.5

100,351

98.9

電池

60,632

111.4

70,454

101.3

65,592

103.8

5,053

118.0

5,883

116.6

5,808

107.8

91,279

104.7

128,010

104.7

87,111

99.6

1,442,555

104.0

1,716,350

92.8

1,520,395

93.2

事務用電子機器
電気計測器及び電子応用装置
合計

＊ 1：太字は JEMA 取扱製品
＊ 2：※の和は重電機器の合計
◎の和は家電機器の合計（下表の家電機器数値とは、対象品目に一部違いがあることから合致しない）

■ JEMA 取扱製品（重電機器・家電機器）の生産・輸出入実績
生 産



（経済産業省「生産動態統計調査」による）

2016 年 8 月分

2016 年 9 月分

2016 年 10 月分

金額（百万円） 前年同月比（％） 金額（百万円） 前年同月比（％） 金額（百万円） 前年同月比（％）
重電機器
家電機器
【

合

輸 出

計

】

252,864

107.3

350,802

94.0

276,202

136,712

110.6

129,128

94.6

142,155

93.6

389,576

108.6

479,930

94.1

418,357

101.9



106.7

（財務省「日本貿易月表」による）

2016 年 8 月分

2016 年 9 月分

2016 年 10 月分

金額（千円） 前年同月比（％） 金額（千円） 前年同月比（％） 金額（千円） 前年同月比（％）
重電機器

158,529,303

90.0

659,199
21,878,744

原子炉およびその部分品
家電機器

輸 入

188,297,499

96.5

191,108,437

91.6

38.5

625,259

98.7

25,080,837

120.2

704,862

151.1

101.7

24,009,729

92.3



（財務省「日本貿易月表」による）

2016 年 8 月分

2016 年 9 月分

2016 年 10 月分（注）

金額（千円） 前年同月比（％） 金額（千円） 前年同月比（％） 金額（千円） 前年同月比（％）
重電機器
原子炉およびその部分品
核燃料要素
家電機器
（注）輸入の 2016 年 10 月分は速報値
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91,267,642

92.5

102,800,712

99.5

102,294,564

97.2

4,560

192.2

18,185

169.6

2,108

30.5

0

−

0

−

0

−

68,425,566

97.4

58,830,018

77.9

65,957,512

87.5

品目別の詳細な統計データーは、JEMA ウェブサイトで
公開しております（ダウンロード可能）
。

www.jema-net.or.jp

■ 電気機器生産実績の推移
重電機器・家電機器

億円

合計

％

140

7,000

130

6,000

120

5,000

110

4,000

100

3,000

90

2,000

80

1,000

70

0 ,

15/10

11

12

,

16/1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

前年同月比（右目盛）
生産額
（左目盛）

8,000

0

年／月

重電機器

億円

％

140

7,000

130

6,000

120

5,000

110

4,000

100

3,000

90

2,000

80

1,000

70

0 ,

15/10

11

12

,

16/1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

前年同月比（右目盛）
生産額
（左目盛）

8,000

0

年／月

家電機器

億円

％

140

7,000

130

6,000

120

5,000

110

4,000

100

3,000

90

2,000

80

1,000

70

0 ,

15/10

11

12

,

16/1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

前年同月比（右目盛）
生産額
（左目盛）

8,000

0

年／月

［統 計］
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読者の皆様、今年のお正月はどのように過ごしましたか？
神社やお寺で初詣をして、おみくじを引いて今年の運勢を占
うことを恒例行事にしている方も多いのではないでしょうか。
凶を引いてしまい、
「年始早々縁起が悪い…」と落ち込んで
いる方もいらっしゃるかもしれませんが、凶は「これから悪
いことが起こります」という意味ではなく、
「気持ちを引き締
めなさい」といった意味を持っているそうです。ですので、
気持ちを引き締めて行動すれば、悪い出来事を未然に防ぐこ
とができ、より良い出来事を引き寄せることもできます。すな
わち、凶の意味をきちんと理解して行動すれば、大吉にでき
るのです。何事も心がけ次第といったところでしょうか。今
年の干支は酉ですので、読者の皆様が幸せに向かって羽ばた
いていくことを願っております。
ところで酉年は、十二支の 10 番目に当たります。9 番目で
ある申（さる）と 11 番目である戌（いぬ）との喧嘩を仲裁す
るために、猿と犬の間である 10 番目の干支になったともいわ
れています。おとぎ話の『桃太郎』でも、鬼ヶ島に鬼退治へ
出かけた桃太郎のお供をしたのが犬と猿とキジでしたね。犬
と猿だけでは鬼退治する前に、仲間割れでも起こしてしまっ
たのでは話になりません。やはり全体のまとめ役として、キ
ジの存在は必要だったのでしょう。また、酉年生まれは、頭
の回転がとても速い方が多く、仕事にも恵まれる運勢を持っ
ており、起業家としても成功しやすく、また感性が鋭く、知
的好奇心が旺盛なため、専門的な知識を発揮する職業や芸術
的な仕事などが向いているといわれています。酉年生まれの
代表的な芸能人といえば、黒柳徹子さん、福山雅治さん、き
ゃりーぱみゅぱみゅさんなどがいらっしゃいます。黒柳徹子さ
んは確かに頭の回転が速く、クイズ番組などでも抜群の正解
率を誇りますし、福山雅治さんは俳優や歌手といった広い分
野で大成功を収めています。さらに、きゃりーぱみゅぱみゅ
さんは海外でもそのファッション性が高く評価されています。
確かに酉年を代表するこの方々の活躍ぶりは、
「とびぬけて」
いるように感じます。
豊臣秀吉の生年月日は、明確になっていないようですが天
文 6 年 2 月 6 日（1537 年 3 月 17 日）が有力説のようで、そ
うであればこの御仁も酉年となります。農民から天下人へと
上りつめた生涯は、戦国一の出世頭であり、また、日本全国
の大名を臣従させて、まさに大名を「とりこむ」ことで天下
統一を果たした武将として、誰もが認める酉年を代表する歴
史的人物の一人ではないでしょうか。
酉年に関連する内容をご紹介させていただきましたが、西
暦年を十二支の 12 で割ると必ず 1 余る年が、酉の年となる
のです。ストレスが多い現代社会、何事も割り切れないこと
に直面しますが、今年はこの余りの「1」を「プラス 1」と考え
て、気持ちだけは何事もプラス思考に「とりこんで」いきた
いと思います！
（matsumo.）

麹町 1 丁目

麹町 3 丁目

至永田町

パン屋

至内堀通り

至永田町

■地下鉄半蔵門線 半蔵門駅下車 ４番出口徒歩３分
■地下鉄有楽町線 麹町駅下車 ３番出口徒歩７分
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〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-7-7

（JEMA会員については会費中に本誌頒価が含まれています。）[2017 ⓒ 禁無断転載]

