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日本保全学会 東北・北海道支部 第８回総会
平成２８年５月13日、東北大学流体科学研究所2号館5階大講義室において、
第8回支部総会が開催されました。総会出席数は委任状を含めて 75名であり、
総会成立要件である支部員数の1/3以上の定足数を満たしました。
審議結果は以下の通りです。
１）第1号議案：平成27年度 事業報告がなされ、承認された。
２）第2号議案：平成27年度 決算報告がなされ、承認された。
３）第3号議案：平成27年度 監査報告がなされ、承認された。
４）第4号議案：平成28年度 事業計画案が提示され、承認された。
５）第5号議案：平成28年度 予算案が提示され、承認された。
６）第6号議案：東北・北海道支部の平成28-29年度役員案が提示され、承認された。

日本保全学会東北・北海道支部 特別講演会、および若手による発表
日 時： 平成28年5月13日（金）14:00～17:30
会 場： 東北大学 流体科学研究所 2号館5階大講義室

特別講演会
講演 １ 【 研究開発段階炉「もんじゅ」の役割と海外の先行事例 】

北海道大学名誉教授 杉山 憲一郎先生

支部長ご挨拶
橋爪秀利（東北大学 量子エネルギー工学専攻 教授）
本年５月より、日本保全学会東北・北海道支部の支部長を仰せつかっ

ております東北大学の橋爪でございます。すでに支部が発足してから約
９年が経過しており、初代支部長の庄子哲雄先生、前支部長の高木敏行
先生のご尽力により支部の活動は非常に活発であります。一方、想定外
の津波による福島第一原子力発電所の事故の結果、原子力発電所の安全
性に対する、より厳しい対応が求められております。
このような中、原子力発電所の安全性向上を効果的・効率的に図るた

めには、やはり日頃の保全活動における、「理解し考える、さらに改善
する」という高度な意識を常に持った行動が重要になると思われます。
このようなことを背景として、まず、「保全技術交流会」を今年度から
開始し、現場の技術者間の交流を促進し、互いに刺激を受けてより高度
な保全活動へと発展して行くことを目指しております。まだまだ原子力
産業界にとっては厳しい時代が続くと思われますが、支部の発展のため
に、会員皆様のご協力をお願いし、ここに、挨拶文とさせて頂きます。

第8回支部総会の様子 新支部長の挨拶（東北大学 橋爪教授）

もんじゅの炉特性の特徴と燃料サイクルオプション
における役割(高レベル放射性廃棄物の有害度低
減)についての解説から始まり、高速炉の海外先行
事例としての原型炉フェニックスでは、ナトリウム漏
れ、ナトリウム－水反応事象などの劣化事象と保全
対応を繰り返しながら運転実績を重ねてきたことが
紹介されました。
IAEA安全基準の等級別扱いの原則に基づけば、
「もんじゅ」勧告は、この国際標準の枠組みから見て
判断根拠が不明であり、保全学会としても真剣に検
討すべき課題であるとの提言で結ばれました。
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講演 2
【 原子力の信頼回復に向けた三菱の取り組み 】

三菱重工業株式会社 エネルギー・環境ドメイン 原子力事業部
原子力技術部 主幹 吉津達弘

若手による発表
東北･北海道支部に所属する産業界ならびに大学の若手技術者･研究者により
下記3件の講演が行われました。いずれも安全性向上に貢献する重要な取り組
みであり、聴講者の関心も高かった模様で、活発な質疑が行われました。

１）【プラント長期停止中における点検工程と停止時安全管理について】
東北電力株式会社 東通原子力発電所 機械保修課 運営管理Ｇｒ

渡邊 彬仁氏

２）【泊発電所における重大事故時の
海洋への放射性物質排出抑制対策について（最終報告）】

北海道電力株式会社 原子力部 原子力技術グループ
中川 裕貴氏

３）【人が創る動的な安全～Safety-IIという考え方～】
東北大学大学院工学研究科 技術社会システム専攻

狩川大輔准教授

渡邊 彬仁氏 中川 裕貴氏 狩川大輔准教授

懇親会（時間17：40-19：10）
会 場： 東北大学 片平キャンパス レストラン萩

支部総会・特別講演会後の懇親会では、会場の各所で参加者による活発
な意見交換が行われ支部員同士の親睦を深めました。

加圧水型軽水炉(PWR)の開発の歴史と三菱重工製
PWRプラントの歩みから始まり、PWRの安全機能の
概要(建屋･配置の特徴、パッシブ･アクティブ両面の
安全設備、冷却機能喪失時の安全機能など)が解説
されました。次に、福島事故以降の再稼動へ向けた
安全性向上活動、継続的な安全性向上活動、安全
文化醸成活動について、三菱重工の取り組みが紹
介されました。続いて、福島第一原子力発電所の安
定化に関して、デブリ取り出しに向けた研究開発(国
プロ)への参画、汚染水対策を含めた東京電力への
技術協力など、プラントメーカーとしての積極的な取
り組みが紹介されました。
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東北・北海道支部 「第１回保全技術交流会」の主催

主催：日本保全学会東北・北海道支部
日時：平成28年8月25日（木）13:50～19:45
会場：(株)日本製鋼所室蘭製作所
本技術交流会は，現場実務者による非破壊検査ないしは現場保全技
術に関する事例紹介および意見交換を目的に今年度より新たに企画した
支部行事であり，第１回目となる今回は初秋の候を迎えつつある北海道
室蘭で３７名の参加者に来場頂いての開催となりました

開会挨拶橋爪支部長 会場室蘭製作所第２本事務所会議室

第１セッション
座 長：東北大学 高木敏行教授，

東北電力(株)  東通原子力発電所阿部正芳副所長

１．女川原子力発電所の設備診断技術について
東北発電工業(株) 女川支社工事部タービン課 阿部正和

２．女川原子力発電所における振動診断の実例
東北電力(株) 女川原子力発電所 保全部保全計画グループ 松ヶ根 健介

３．六ヶ所再処理工場における蓄電池点検の高度化の取組み
(株)ジェイテック 電気・計装保修部電気グループ 舘下翼

４．電動機油脂補給情報管理システムの開発
東北発電工業(株) 女川支社 工事部電気課 山橋昂太

５．粗大粒の内部応力評価
新潟大学教育学部教授 鈴木 賢治

第１セッション議事進行の様子 第１セッション参加者発表の様子
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第２セッション
座 長：新潟大学 鈴木賢治教授，

日本原燃(株)  設備保全部菊池宏部長

６．大間原子力発電所建設工事における長期保管の取組みについて
電源開発(株) 大間現地本部大間原子力建設所 所長代理 矢尾板一之

７．燃料取替えキャナル点検工事
日鋼検査サービス(株) 第１事業部泊事務所課長 太田宏

８．六ヶ所再処理工場におけるアズビルド情報の３次元レーザー計測
(株)ジェイテック 保全技術部 設計グループ 久保田紫乃

９．泊発電所ディーゼル発電機定期点検における作業改善
北海道パワーエンジニアリング(株) 泊原子力センター機械１課 三上暁暢

１０．ＰＨＳ回線を使用した可搬式カメラの導入
東北電力(株) 東通原子力発電所 電気保修課 斉藤廉

第２セッション議事進行の様子 第２セッション参加者発表の様子

第２セッションの後，(株)日本製鋼所室蘭
製作所の一号役宅にて懇親会が開催され、
開会にあたり東北大学高木教授より、支
部活動における現場実務者の交流・意見
交換の場としてこのような会合を開催でき
たことへの喜びと次回開催への期待の挨
拶をいただきました。

その後，技術交流会に参加した各社の代表者からのスピーチがあり、参
加者による意見交換も活発に行われました。

懇親会挨拶 東北大学 高木教授

懇親会挨拶 各社の代表者スピーチ
(株)日本製鋼所室蘭製作所 日鋼検査サービス(株)

岩本所長 中村社長
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翌８月２６日（金）は，前日に引き続き，(株)日本製鋼所室蘭製作所の概要説
明の後、「鍛錬」「機械加工」および「検査」に関する各施設・設備の視察が行
われました。その後、日本刀製作技術の保存・向上を目的に建設された「瑞泉
鍛刀所」および大正天皇（皇太子時代）の宿泊所として建設され、経済産業省
の「近代化産業遺産」に認定された「瑞泉閣」を見学し技術交流会を閉会しま
した。
第１回保全技術交流会の開催にあたり、発表および参加された皆さま、ならび
に会場の提供および運営にご尽力頂きました(株)日本製鋼所室蘭製作所様
および日鋼検査サービス(株)様に感謝いたします。

また、北海道大学 杉山名誉教授からは、
安全性・信頼性の向上の必須要件として
現場の総合力、そして異なる事業者の取り
組みを客観的に議論する場があげられ、
いずれも今回の会合ではその礎となるも
のが築かれたのではとの講評をいただき
ました。

講評 北海道大学 杉山名誉教授

室蘭製作所施設概要説明

参加者記念撮影


