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　国内で開発済みの改良型加圧水型軽水炉（APWR）をベースとした米国向けAPWR（US-APWR）は，
高性能の蒸気発生器，タービンなど最新の開発済技術を取り入れるとともに，安全系の電源の強化や長サ
イクル運転に対する発電コストの低減，緩やかな耐震条件に基づくコンパクトな建屋配置など米国の規制
要求，顧客ニーズ，立地条件などを反映した経済性，信頼性，安全性を両立させたプルーブンな 170 万
kW級のプラントである．2007 年 12 月に米国原子力規制委員会（NRC）に型式証明（DC）申請を予
定しており，米国電気事業者に対する受注活動への取組みも強化する．

1．は　じ　め　に

　米国は原子力ルネッサンス気運の中，今後 20年で
数十基のプラント新設が見込まれる有望市場となって
いる．このような中で，当社は，早期に NRCの承認
が得られ，電気事業者の幅広いニーズにも応えること
ができる炉型として，開発済みの APWRをベースに
した US-APWRを米国市場に投入することとした．

2．プラントの特徴

　APWRは，国の第３次改良標準化計画の一環とし
て，1982年から開発を進め，運転保守の経験を踏ま
えた新しい改良技術を取り入れて高度化を図るととも
に，各種試験による新設計の確証，実証を含め，プ
ラント全体として基本設計を完成させた．現在，安
全審査中の日本原子力発電（株）敦賀３，４号機は，こ
の APWRの初号機のプラントである．US-APWRは，
当社の改良技術の集大成であるとともに高い設計完成
度の APWRをベースに，高性能な蒸気発生器，ター
ビンなど既設プラントの機器リプレースへの対応の中
で培ってきた最新鋭の開発技術を適用することで 170
万 kW級の高効率プラントとするとともに，米国の規
制要求，顧客ニーズ，立地条件などを反映する観点か
ら，安全系の電源の強化，14 ft燃料の採用による経
済的な長サイクル運転の実現，緩やかな耐震条件に基
づくコンパクトな建屋配置など米国向けのカスタマイ
ズを行った．このプラントは，米国を含め，海外にお
ける安全基準にも適合するとともに，安全性，信頼性，

運転保守性と，経済性の面で競争力の高いものとなっ
ている．プルーブンで基本設計の完成度が高いことか
ら，NRCの DCや建設・運転一括許認可（Combined 

License：COL）についても早期の承認取得が期待で
きるため，米国エネルギー政策法の優遇措置の対象と
なる６プラントの有力な候補炉型と考えている．

3．プラントの概要

　3．1　プラント主要仕様
　表１に US-APWRの主要仕様を示す．
　US-APWRは APWRと同じ炉心熱出力で蒸気発生
器の大容量化，タービンの高性能化を図り 1 700MW

級の高効率プラントとしている．
　燃料集合体数は APWRと同じ 257体であるが燃料
有効長を 12 ftから 14 ftに伸ばすことで，長サイクル
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表１　主要仕様比較
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運転を低コストで実現している．なお，炉内核計装方
式を APWRの下部挿入方式から US-APWRでは上部
挿入方式とすることで，下部炉内構造を簡素化したた
め，燃料有効長を伸ばしたにもかかわらず燃料集合体
を納める原子炉容器の寸法は APWRと同一とするこ
とができた．
　安全系については，APWRで採用している機械系の
４系列化，燃料取替用水ピットの格納容器内の設置，高
性能蓄圧タンクの採用などの新設計に加え，US-APWR

では，米国において外部電源の信頼性が低いことに対
する配慮と安全系機器の運転中保守の容易化の観点か
ら，電源系についても４系列化を図っている．
　3．2　主要機器設計
（1）炉心・燃料
　図１に US-APWRの炉心及び原子炉容器を示す．
　炉心は，燃料有効長 14 ftの燃料集合体 257体
で構成しているが，炉心熱出力は，APWRと同じ
4 451MWの設計としている．これは低出力密度炉
心として燃料取替体数を低減し燃料の経済性を向上
させるとともに，稼働率向上につながる 24ヶ月程
度の長期サイクル運転を可能とするもので，発電コ
ストの低減を図ったものである．

（2）原子炉容器及び炉内構造物
　原子炉容器寸法は，APWRと同サイズ（全高
13.6m，内径 5.2m）としている．炉内核計装方
式は従来の設計では下部挿入方式としているが，
US-APWRでは原子炉容器管台数の削減による信
頼性向上，保守性向上を図るため上部挿入方式の炉

内核計装を採用している．これにより，下部炉内構
造の簡素化を図り，下部炉心板を２枚から１枚に削
減し炉心領域を増加して，燃料有効長を 12 ftから
14 ftに伸ばしたにもかかわらず APWRと同サイズ
の原子炉容器を使用することが可能となった．

（3）蒸気発生器
　図２に蒸気発生器の鳥瞰図を示す．
　US-APWRでは，APWRと同サイズ（3/4インチ）
の伝熱管を使用するが，伝熱管の配列を四角配列か
ら海外で運転実績をあげている三角配列にすること
で胴径を大きく変えることなく伝熱面積の増加によ
り熱効率の向上を図っている．

（4）１次冷却材ポンプ
　図３に１次冷却材ポンプの鳥瞰図を示す．

制御棒駆動装置 

中性子反射体 

炉内核計装案内管 

入口ノズル 

出口ノズル 

燃料集合体 

原子炉容器 

図１　炉心及び原子炉容器
原子炉容器内の燃料，核計装などの構造が分
かる．

気水分離器 

伝熱管 

蒸気出口ノズル 

小型気水分離器 

給水ノズル 

１次冷却材 
出入口ノズル 

図２　蒸気発生器
蒸気発生器内の伝熱管，気水分離器な
どの構造が分かる．
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吸込みノズル インペラ 

吐出ノズル 

主軸 

図３　１次冷却材ポンプ
ポンプのインペラ，主軸，軸シールなどの構
造が分かる．
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　US-APWRは，燃料有効長を 14 ftに伸ばしてい
るため炉心の流動抵抗は増加するが，蒸気発生器伝
熱管の稠密化により伝熱管本数が増えて流路面積が
増えていることから伝熱管の流動抵抗は少なくなっ
ている．結果，１次系ループ全体の流動抵抗には大
差がないため，APWRと同じ，インペラ及びディ
フューザ形状を改良しポンプ効率の向上を図った大
容量のポンプを採用している．

　3．3　安 全 設 計
　PWRにおいて，原子炉冷却材圧力バウンダリの破損
による 1次冷却材の流出を想定して設置している，ほ
う酸水を炉心に注入して炉心を冷却する非常用炉心冷
却設備などの工学的安全施設は，多重性，独立性を確
保して複数の系列を有している．また，外部電源喪失
状態でもその機能を果たすことができるように，多重性
を有する非常用発電機より電力の供給を受けられる設
計となっている．
　APWRでは特に，非常用炉心冷却設備の信頼性向上
を目的として，多重性・独立性の強化，システム構成
の簡素化（高性能蓄圧タンクの採用），非常用電源の最
適化，非常用水源切替え操作の不要化などの改良を行っ
ており，US-APWRも同様の設計としている．従来の
設計では蓄圧注入系，高圧注入系及び低圧注入系の３
種類の系統により構成していた非常用炉心冷却設備に
ついては，US-APWRでは APWRと同様に低圧注入
系の役割を蓄圧注入系に統合している．図４に，非常
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図４　非常用炉心冷却設備の系統構成の比較
最新４ループプラントと US-APWRの構成の違いが比
較できる．

用炉心冷却設備の系統構成の比較を示す．US-APWR

では，更に米国の外部電源系の信頼性に配慮して，非
常用電源を４系列化して信頼性を向上させるととも
に，設備的に簡素なガスタービン発電機を採用して安
全性，経済性の両立を図っている．
（1）多重性・独立性の強化
　従来の設計では高圧注入系は，原子炉冷却材喪失
時に炉心の健全性を確保するため，必要な容量の設
備を 2系列設けた構成（100％×２系列構成）とし
ているが，US-APWRの高圧注入系は 50％×４系
列構成として多重性を強化している．この４系列化
に伴い，系列間の連絡配管が不要となるため，シス
テムの独立性も向上しており，１系列のプラント運
転中における保守も容易に行えるため，定期検査に
伴うプラント停止期間を短縮できる．
　また，従来の３，４ループプラントでは１次冷却
材管を経由してほう酸水を原子炉容器へ注入する方
式（ループ注入）としているが，US-APWRでは
高圧注入系を原子炉容器へ直接注入する方式（原子
炉容器直接注入）に変更している．これにより，ルー
プ注入したほう酸水が１次冷却材管の破断口から流
出して炉心冷却に寄与しない割合が少なくなり，原
子炉冷却材喪失に対してより効率的に冷却水を炉心
に注入できる．このため，１系列の容量は 50％で
満足される．

（2）システム構成の簡素化
　US-APWRでは，事故後に炉心に冷却水を注入
する蓄圧注入系の主要機器である蓄圧タンクを改良
して高性能化（低圧注入系の役割を蓄圧注入系に統
合）しており，蓄圧注入系と高圧注入系の 2系統に
より構成される．
　従来，事故直後のダウンカマ満水まで蓄圧タン
クで注入して，ダウンカマ満水以降は高圧注入系
と低圧注入系で炉心に注入する設計としているが，
US-APWRで採用する高性能蓄圧タンクはうず巻
ダンパを内蔵しており，事故直後は従来の蓄圧タン
クと同様に大流量で注入し，その後，静的に切替わ
ることによって，小流量での炉心注入を行う設計と
している．

（3）非常用電源の最適化
　US-APWRでは高圧注入系を４系列化している
が，ポンプ，配管，弁などの機械系だけでなく，ポ
ンプ，弁の駆動電源などの電気系も４系列として信
頼性，安全性を強化している．これは，米国の外部
電源系の信頼性が低いことに配慮したものである．
非常用電源については，高性能蓄圧タンクの採用に
よりタンクからの注入継続時間が従来より長く高圧



18
三菱重工技報 VOL.43 NO.4: 2006

注入系の起動時間に余裕があることから，従来の急
速起動型のディーゼル発電機を採用する必要はない
ため，US-APWRではガスタービン発電機を採用し
た．ガスタービン発電機はユーティリティも不要で
小型であり，更に US-APWRでは非常用電源が４
系列となることからコストメリットが大きいと判断
した．

（4）水源切替え操作の不要化
　従来設計では，非常用炉心冷却設備の水源であ
る燃料取替用水ピットは，格納容器外に設置され
ている．非常用炉心冷却設備の高圧注入系及び低圧
注入系は，原子炉冷却材喪失発生時には燃料取替用
水ピットのほう酸水を炉心に注入するが，長期的な
炉心冷却を行うために，ポンプの水源を格納容器外
設置の燃料取替用水ピットから格納容器内下層部に
設置されている再循環サンプへ切替える必要がある
（再循環切替え）．
　US-APWRでは，再循環切替えに伴う誤操作や機
器の故障を排除する目的から，非常用炉心冷却設備
の水源である燃料取替用水ピットを格納容器内の下
層部に設置し，事故後の水源切替え操作を不要とし
ている．図５に燃料取替用水ピットの概要図を示す．

ケーブル，空調ダクトなどのバルク材物量を増加さ
せ，結果としてプラントコストを増大させることに
なる．したがって，建屋を極力小型化する設計が
望ましく，US-APWRでは，低震度条件に合わせ，
機器の効率的な配置，保守スペースの適正化，系
統設備合理化などの方策により建屋体積の縮小化を
図っている．

（2）分離性，独立性の確保
　工学的安全施設は多重性，独立性を強化して故障
に対する裕度を高める設計としており，これらの施
設を収納する区画についても，同様に分離性，独立
性を確保し，１系列の故障が他の系列へ波及しない
ように配慮した設計とする必要がある．US-APWR

では，４系列から構成される各系列を矩形の原子炉
建屋の四隅に配置し，各区画を壁で仕切ることによ
り，建屋縮小を狙うと同時に分離性，独立性を確保
した合理的な配置を実現している．

　3．5　タービンプラント
　APWRの蒸気タービンは１台の高圧タービンと３
台の低圧タービンで構成される．大出力・大容量化に
対応するために低圧タービンは 54インチ長翼を採用
し排気損失を低減するとともに，完全三次元流れ設計
により翼損失を低減した完全三次元翼を採用し高性能
化を図っている．US-APWRでは更なるタービン効
率の改善を図るために，70インチクラスの超長翼の
採用を計画している．
　3．6　計測制御設備
　計測制御設備については，プラント運転性，経済性
の観点で総合デジタル化技術を用いた新型中央制御盤
を採用し，CRTを用いたソフトオペレーションによ
り運転員の負担軽減を実現するとともに，多重伝送に
よるケーブル物量の低減を図っている．新型中央制御
盤の開発ではモックアップ試験設備による操作性の事
前検証を十分に行い，また安全系設備のソフトウェア

EV

　燃料取替用水ピット 

図５　燃料取替用水ピット（RWSP）の概要図
ピットの配置，形状が把握できる．

　3．4　配 置 設 計
（1）建屋体積の縮小
　図６に US-APWRの建屋鳥瞰図を示す．
　日本国内の PWRプラントの１次系建屋は，高震
度条件（設計加速度：約 0.4～ 0.6 g）に対応して
地震時の建屋接地率の面から必要な建屋幅を確保し
整形化している．米国は日本に比べ低震度条件（設
計加速度：約 0.3 g）であるため必要な建屋幅が小
さく，大型整形建屋とせずに小型分散建屋配置と
することで１次系建屋体積を縮小することが可能と
なった．
　建屋の大型化は，内包する機器を接続する配管，

原子炉建屋 

タービン建屋 

補助建屋 

原子炉建屋 

タービン建屋 

補助建屋 

図６　建屋鳥瞰図
建屋の構成，建屋配置のイメージが分かる．
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検証として V&V（検証及び健全性確認）を実施した．
総合デジタル設備は米国基準などへの適合性を考慮し
て開発されており，今後，米国運転員による新型中央
制御盤の検証も計画している．
　図７に新型中央制御盤（プロトタイプ）の外観を示
す．

4．海外展開への取組み

　当社では，これまでアジア，北米，欧州の各国に新
設プラント向けの原子炉容器，１次冷却材ポンプ，蒸
気タービンなどの機器を輸出しており，また取替用の
上部原子炉容器，蒸気発生器なども数多く納入してい
る．このような機器単体の製作に関する米国の規制，
基準にも十分適合した対応実績も活かして原子力発電
プラントの輸出事業に取組むべく，現在精力的に DC

申請の準備を進めている状況である．
　また，米国税制優遇措置を受けるべくプラント選定
中の米国電気事業者への取組みも今後強化する．
　７月１日には当社 100％出資の現地法人“MHI原
子力システムズ”（MHI Nuclear Energy Systems 

Inc.：略称MNES）をワシントン D.Cに設立し，DC

取得手続に関する現地業務とともに，新規プラント及
び取替用大型機器の受注活動を担当し，米国における
当社原子力事業の総合的な拠点としての役割を担うべ
く営業活動を開始している．

5．ま　　と　　め

　US-APWRは，開発済みの APWRをベースとし，
大出力化による経済性向上と実証性に裏付けされた技
術による信頼性，安全性確保を両立させたプラントで
ある．
　現在，2007年 12月の DC申請に向けて，2006年７
月より NRCへ申請概要を説明する Pre-Application 

Reviewを開始しており，早期に DCを取得できるよ
う，総力を挙げて対応中である．
　また，米国電気事業者に対しては，US-APWRを
採用いただけるよう受注活動を強化する．

図７　新型中央制御盤（プロトタイプ）の外観
新型中央制御盤のコンパクトな外観が分かる．

　3．7　建設工法，工期
　建設工法の改善により工期を短縮することが，プラ
ント総建設費を低減するためには必須である．
　PWRプラントの建設工期は格納容器の工期に大き
く左右されるので，まず格納容器を早期に立ち上げる
ことが望ましい．格納容器内には原子炉容器，蒸気発
生器，１次冷却材ポンプなどの大型機器が据付けられ
るため，これらを格納容器の円筒部を組み上げると同
時に大型クレーンにより直接吊り込み，機器の据付け
工事と格納容器工事を同時進行することで工期の短縮
を図ることができる．
　また，従来から採用してきた配管，架台を主とした
モジュールに機器，電線管，計装配管なども組み込ん
で大型化することで，モジュール製作を工場などの別
の場所で行うことができるため，現地ではモジュール
の搬入，大型クレーンでの吊り込み，据付けに係る作
業だけとなり，工期の短縮が図られる．
　更に，鉄筋コンクリート構造では，鉄筋の組み上げ，
型枠の設置，コンクリートの流し込み，型枠の取り外
し，という手順が必要であるが，型枠の代わりに鋼板
を組み合わせて壁を形成し，その内部にコンクリート
を流し込んだ鋼板コンクリート構造とすることで，型
枠の設置，取り外しに要する作業が排除されるため，
工期の短縮につながる．
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