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　高経年化による高ニッケル合金 600 の損傷などを契機として，欧米で PWRプラントの 1次系主要機
器である蒸気発生器，上部原子炉容器，及び加圧器の交換工事が実施あるいは計画されている．当社は
2003 年以降，欧米に蒸気発生器，上部原子炉容器，及び加圧器を輸出している．本稿ではこの一連の機
器輸出工事につき各機器の主要な改善点を中心に概要を紹介する．蒸気発生器は出力向上要求や伝熱管腐
食対応，上部原子炉容器は高ニッケル合金 690 並びにキャノピーレス制御棒駆動装置（CRDM）の採用
及び高品質なCRDM管台の J開先溶接，そして加圧器は高出力密度ヒータの採用などの技術改善を取入
れつつ，いずれも短納期の中で法規，コード要求並びに客先仕様と高品質を確保した．

1．は　じ　め　に

　高経年化による高ニッケル合金 600の損傷などを
契機として，欧米で PWRプラントの 1次系主要機器
の交換が実施あるいは計画されている．高ニッケル
合金 600の損傷は上部原子炉容器の制御棒駆動装置
（CRDM）管台Ｊ溶接部及び蒸気発生器伝熱管に発生
が確認され，この対策あるいは予防保全として機器の
交換が実施あるいは計画されている．さらに蒸気発生
器と加圧器については出力向上も交換の目的である．
当社は，2003年米国ドミニオン電力向けの上部原子
炉容器の輸出を皮切りに本格的に機器輸出に取組み，
欧米に蒸気発生器４基，上部原子炉容器 14基，及び
加圧器１基を輸出した．蒸気発生器は出力向上要求や
伝熱管腐食対応，上部原子炉容器は高ニッケル合金
690及びキャノピーレス CRDMの採用，並びに高品
質なＪ溶接による上部原子炉容器と CRDMの一体出
荷，そして加圧器は高出力密度ヒータの採用などの技
術改善を取入れた．いずれの工事も短納期であるが，
法規，コード要求と各顧客の厳しい仕様を高い品質管
理で満足しつつ，納期を確保している．

2．取替用蒸気発生器

　2．1　背景及び納入実績
　蒸気発生器（SG）の取替は，ここ 20数年来全世界
の PWRプラントで順次実施されてきているが，取替
を実施する電気事業者は，機器の信頼性向上とともに，

これを契機に電気出力の増加により経済性向上を目指
すこともあり，取替用 SGでは伝熱面積の増加が要求
される場合が多い．取替機器として取り合い寸法の制
約が厳しい中で，信頼性向上のための最新設計を取り
入れながら，性能を向上させる事は，技術的にも難し
い．しかし，当社はこの厳しい要求の中で，欧米向け
に着実に製作・納入実績を重ねつつあり，2003年以
降でも，納入済み４基（ベルギー２，米国２），設計・
製作中 12基（ベルギー２，米国４，フランス６）を
数える．これらは，以下に述べる当社の優れた技術，
品質，工程管理能力が欧米電気事業者の信頼を獲得し
つつある成果である．
　2．2　主要な改善点
　取替用 SGに対しては，既設発電所のプラント設計
の多様さと出力向上に対する顧客のニーズのため，標
準設計をとることはできない．図１に最近の輸出 SG

の寸法比較を示すが，実に多様な仕様となっている．
しかし，これらすべての SGに対し，以下の優れた最
新設計技術を組み込む事により，過去のあらゆるトラ
ブル（伝熱管腐食，振動摩耗，疲労，ウオーターハン
マーなど）に対する改善を採り入れるとともに，高度
な客先の性能要求（伝熱性能，湿分）を満たす製品を
供給し続けている．
（1）耐食性に優れた高ニッケル合金 TT 690伝熱管材料
（2）優れた管支持板設計，管板部拡管技術
（3）高い支持機能をもつ伝熱管 Uベンド部支持構造
（4）高性能気水分離器
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　最近の取替用 SGに対する厳しい性能要求の中で，
この中で特に注目されるのが，（3）（4）である．
　　2．2．1　伝熱管Uベンド部支持構造（上記の（3））
　当社設計の Uベンド部支持構造は，図２のとおり
であり，支持点数を増加して高い支持機能を与えな
がら，流動抵抗は低く抑えたユニークな設計を採用
している．製作時における優れた組立て技術とあい
まって，伝熱管振動摩耗に対し，高い信頼性を与えて
いる．

　　2．2．2　高性能気水分離器（上記の（4））
　当社は，綿密な実圧試験のもとに各部形状を最適化
する事により高性能の小型気水分離器を開発した（図
３）．出力向上に対応した，又は高度な湿分要求に対
応した取替用 SGの設計は，これにより可能となって
いる．

3．取替用上部原子炉容器

　3．1　背景及び納入実績
　1990年代以降国内外の PWRプラント上部原子炉
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図１　輸出用蒸気発生器の比較
交換用機器のため既設発電所への個別仕様対応となるため，各客先毎に設計が異なる．
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図２　Uベンド部支持構造
改善設計のひとつである伝熱管の振動防止装置を示し
たもの．
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図３　高性能小型セパレータ（単体図）
改善設計のひとつである高性能小型セ
パレータを示したもの．
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容器の CRDM管台貫通部に応力腐食割れが原因と推
定される割れが認められた．この対策として CRDM

管台に耐応力腐食割れ性に優れた高ニッケル合金 690
を採用した上部原子炉容器の取替を多くの電気事業者
が決定した．
　当社は PWRプラントの主要機器の供給メーカーと
して培った最新の製造技術と豊富な製造経験をいか
し，2003年米国ドミニオン電力向け上部原子炉容器
を納入以降，2006年までの３年弱の期間に，欧米向
けに 13基の上部原子炉容器をすべて納期どおり納入
した． 現在は，米国電気事業者向けに受注した４基の
取替用上部原子炉容器の設計作業中である．
　3．2　主要な改善点
　フランジとトップ・ドームの溶接線をなくした一体
型の上部原子炉容器鍛造材を採用した．溶接線の削減
により将来の供用期間中検査（ISI）を減少するとと
もに，工期の短縮に寄与した． 
　取替用上部原子炉容器の CRDM用管台貫通部には
耐応力腐食割れ性に優れた高ニッケル合金 690を採用
した．当社の永年にわたる耐応力腐食割れ性の研究成
果が反映されている．
　上部原子炉容器と CRDM管台貫通部の J開先溶
接部には，狭開先ガス・タングステン・アーク溶接
（GTAW）を適用した．さらに，貫通部と J溶接部を
模擬したモックアップ試験による残留応力を評価し，
取替用上部原子炉容器の貫通部は十分な耐応力腐食割
れ性を有する事を確認済みである．
　また，J溶接部の品質については，米国の規制当局
の要求，米国電力研究所（EPRI） の検査要求を反映
した供用前検査（PSI）において良好な検査成績を収
め，顧客電気事業者から高い評価を得ている．
　CRDMの圧力ハウジングは，既設のねじ継ぎ手と
キャノピシール溶接を廃止し，全溶込溶接によるモノ
ブロック化を図った．一次冷却水の漏洩経験がある
シール溶接部の減少により，顧客電気事業者の潜在的
な検査，補修懸念が大幅に軽減された．
　これまで８基の上部原子炉容器については，
CRDMを工場で上部原子炉容器に据付け後，上部原
子炉容器と CRDMを一体で出荷した。図４に工場で
の据付け状態を示す．現地では，納入検査後，発電所
の格納容器内へ一体搬入され据付けられた．一体搬入
は取替工期の大幅な工程短縮を達成し，顧客満足を得
た．上部原子炉容器と CRDMの一体出荷工法は当社
が世界に先駆けて実現し，米国では取替工事の標準工
法になっている．図５は発電所サイトでの上部原子炉
容器と CRDMの格納容器内への一体搬入の状況を示
したものである．

4．取替用加圧器

　4．1　背景及び納入実績
　米国オマハ電力フォートカルフーン発電所は，プラ
ントの運転期間延長と同時にプラントの出力向上を実
施するために，2006年の定期検査において，一次系
の主要機器である蒸気発生器，上部原子炉容器，及び
加圧器を一括取替える計画である．既設加圧器に設置
されたヒータスリーブなどの管台は，高ニッケル合金
600製のため応力腐食割れによる損傷のリスクがあっ

図４　上部原子炉容器とCRDM
工場で CRDMが上部原子炉容器に据付けら
れた状態．

図５　上部原子炉容器とCRDMの一体搬入状況
米国で現地工事の標準となっている上部原子炉容器と
CRDMの発電所格納容器への一体搬入状況を示したもの．
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程管理には改めて留意を払った．
　一連の輸出向け機器については，当該国の法律・規
制コードに基づいた品質管理体系により製作を行う必
要がある．輸出プロジェクトに取組むに当たって，関
係者に対する徹底した教育を実施した上で製作を開始
し，また製作遂行の過程で得た経験・教訓を遅滞なく
反映して QAマニュアルを改善しつつ工事を進めてき
た．米国電気事業者からは定期的な品質保証体制の監
査（QA監査）を受けている．2006年 5月には，米国
の３電気事業者から当社神戸造船所が監査を受けた
が，米国原子力規制委員会（NRC）からも２名がオ
ブザーバーとして同席した．監査対象は蒸気発生器，
上部原子炉容器，及び加圧器の設計・検査・製造に関
する QAプログラムの実施状況であり，結果は“良好”
との評価を得ている．
　このような品質保証体制においてまとめられ，機器
とともに出荷された品質記録もすべて当該国の規格基
準に沿ったものであり，その完成度についても顧客か
らは高い評価を得ることができた．
　また，納期については遅延を生じたケースは一件も
ないが，更に納期短縮の要求にも応じるべく工法改善
と工期短縮に努めている．
　上部原子炉容器については顧客電気事業者の取替時
期の前倒し要求にも対応し，米国向け初号機プロジェ
クトでは，同時受注した複数の機器の工程調整などに
より，半年以上の納期前倒しを達成した実績もある．
　また，米国顧客からの工場出荷前の供用前検査
（PSI）の要求にも応じ，米国規制要求に対応できる
体制を確立した上で検査を実施し，高品質な機器の完
成度とも相まってすべて納期どおりに出荷・納入する
ことができた．

改善点 既設加圧器 取替用加圧器 

高出力密度ヒータ 

蒸気相の容積 

ヒータスリープなど管台材料 

鏡材料 

－ 

－ 

高ニッケル合金600

板曲げ鏡 

既設の約２倍の出力密度 

既設の約1.2倍の容積 

316系ステレンス鋼 

ノズル一体鍛造鏡 

表１　主要な改善点

た．これを排除すること及び出力向上に対応した加圧
器の運用範囲を拡大するため，加圧器取替が決定され
た．
　このフォートカルフーン発電所向けの取替用加圧器
は世界で初めての取替用加圧器であり，蒸気発生器及
び上部原子炉容器と同時に納期どおり，2006年にサ
イトに納入した．
　4．2　主要な改善点
　既設プラントの狭隘なスペースでの取替工事となる
ため，極力加圧器回りの既存の設備を流用する必要が
あり，取替加圧器の外形寸法は，既設と同じとなるよ
うに設計を実施した．既設加圧器からの主要な改善点
を，以下に示す（表１参照）．
（1）高出力密度ヒータ採用による運用範囲の拡大
　加圧器は，PWR一次系水の体積及び圧力を制御
する機能を有している．ヒータより上部の蒸気相内
容積を増加させることにより，より広い体積制御ス
パンを確保でき，運用範囲を拡大することが可能と
なる．そのために，同一出力で発熱長が短いヒータ
を採用した．米国向けの規格要求に対応可能で，か
つ従来に比べて高出力密度性能を有するヒータを採
用することで客先仕様を満足する設計が可能となっ
た．

（2）ヒータスリーブなど管台材料をステンレス鋼に変更
　国内プラント加圧器で実績を有し，高い信頼性を
有する 316系ステンレス鋼製の管台を採用し，耐応
力腐食割れ性の向上を図った．

（3）ノズル一体鍛造鏡の採用による ISI性の向上
　従来溶接で取付けていたノズルを一体鍛造鏡を採
用することにより，溶接線を削減し，今後の定期検
査時の供用期間中検査（ISI）性の向上を図った．
　工場で製作を完了した取替用加圧器を図６に示す．

図６　取替加圧器
取替加圧器の完成状態を示したもの．

5．品質管理と工程管理

　当社は国内電気事業者向けに 23基の PWRプラン
トを建設している．それらの全プラントに蒸気発生器，
原子炉容器（上部原子炉容器を含む），及び加圧器な
どを製造・供給した実績を有し，製造技術上の品質管
理は既に確立していたが，輸出に際して品質管理と工



36
三菱重工技報 VOL.43 NO.4: 2006

6．ま　　と　　め

　従来より国内 PWRプラントで培った製造技術，品
質管理及び工程管理にもとづいて，海外の顧客に対し
ても満足していただける高品質の原子力機器を納期ど
おり出荷・納入することができた．また機器本体の品
質のみならず，輸出向けの品質保証体制によって当該
国の法律・規制コード要求にしたがった品質記録を整
備し出荷することもできた．設計図書，製造手順書，
及び検査記録などが抜け落ちなく正確に整備された品
質記録図書についても顧客から高い評価を得ることが
できた．
　これまで実施したあるいは実施中の PWRプラント
主要機器輸出の豊富な知見を今後も海外プラントでの
機器交換工事や新設プラントへの機器供給工事に反映

し，海外顧客に対しても電力の安定供給に資するべく
PWRプラント機器のリーディングカンパニーとして
の責務を果たしていきたい．
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