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特　集　論　文

＊1 原子力事業本部原子力技術センター軽水炉プロジェクト室長

泊３号機の建設への取組み
Approach to Construction of Tomari 
Nuclear Power Plant Unit No.3

藤 田 司 郎＊1

 Shiro Fujita

　玄海４号機が営業運転開始して以来，久しくプラントの新設が途絶えていたが，現在，北海道の地に，
その地の基幹電源となる北海道電力（株）にとって最重要電源であるとともに，三菱にとっても，これまで
の三菱PWRプラント 23基の集大成とすべき泊３号機の建設が，着々と進められている．今後，現地で
の据付工事，機能試験，試運転と現地での重要な仕事が進められる予定で，まだ道半ばではあるが，三菱
のプラント建設技術力が注目される状況を鑑み，これまでの泊３号機建設に向けての取組みを振り返り，
その一端をご紹介したい．

1．は　じ　め　に

　泊 3号機の建設は，平成 12年 11月 15日に設置許
可申請，平成 15年７月２日に設置許可を得，これに
引き続き，平成 15年 11月 21日に第１回工事計画認
可取得を経て本格着工し，現在，三菱グループ内の各
事業所での製作作業が最盛期を迎えており，また，現
地では据付工事も既に開始されており，平成 21年 12
月営業運転開始に向かい順調に建設工事中である．
　今後，現地での据付工事，機能試験，試運転と現地
での重要な仕事が進められることになるが，現時点
で，これまでの泊３号機建設に向けての取組みを振り
返り，その一端を御紹介したい．

2．泊３号機の位置付け

　泊３号機は，北海道電力（株）にとって最重要電源で
あるとともに，三菱にとっても，21世紀最初に営業
運転に入るプラントとして，これまでの三菱 PWRプ
ラント 23基の集大成とし，次代の三菱 APWRにつ
なげるべきプラントとして位置付けられる．
　その一方で，平成９年運開の九州電力（株）の玄海４
号機以来の，国内では久し振りに建設するプラントで
あり，さらには，“安全，安心”が求められるのは当
然のことであるが，それに加えて原子力発電プラント
と言えど経済性も求められる状況下で，いかにして，
品質を低下させずに建設コストを低減するかが求めら
れており，そういう意味からも，三菱のプラント建設

技術力が注目されているプラントである．

3．泊３号機の建設に当たっての狙い

上記の位置付けを鑑みて，泊３号機の計画に当たって
は，
（1）プラント性能の向上（より大きな電気出力）
（2）信頼性の向上（過去の経験反映，最新知見反映）
（3）運用性･運転性の改善
などの観点に力点を置いた計画・設計とした．
　それぞれについて，以下に整理する．
（1）プラント性能の向上
　原子力においても，経済性が無視し得ない状況に
あることを鑑み，プラントの効率改善として，電気
出力向上を図った．
　炉心安全性の確認の上で，１次系温度を先行より
上昇させ，これに伴う主蒸気圧の上昇と，蒸気ター

表１　泊３号機の仕様（先行プラントとの比較）
 

電気出力          （MW） 
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燃料集合体 
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24.8 
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TC4F－54 
（ISB翼） 

24.9 

718

海水温度             （℃） 

保証真空度 （mmHg） 
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ビンの高効率化により，電気出力の向上を図った．
（2）信頼性の更なる向上
　原子力プラントにおいては，何よりも“安全・安
心”が求められることから，このためには，何より
も設備の信頼性が必要である．
　泊３号機では，以下のようなより信頼性の向上策
を採用している．
①蒸気発生器に流入する２次系水中の鉄の腐食生
成物量低減（２次系水質の高 pH化）

②１次系高温・高圧部の SCC耐性の向上（高ニッ
ケル合金 690の適用，など）

③炉内構造物の改善（構造改善によるボルト本数
低減，ボルト長尺化による応力低減，炉内構造
物内の流動改善による温度分布の緩和，など）

④最新知見の反映（熱疲労対策，SCC対策，など）
⑤海水冷却伝熱面の腐食抑制のためのオールチタ
ン化

（3）運用性・運転性の改善
　原子力プラントは，運用しやすい，運転しやすい
ことが重要で，それが長い目でみれば，経済性にも
つながるし，無理なく十分な保守が行き届くことに
よって信頼性にもつながると考える．
　泊３号機では，以下のような，運用性・運転性の
改善を図っている．
①定検短縮に備えた冷却設備の採用（余熱除去冷
却器の大型化，など）

②２次系復水フィルタの採用（系統水の浄化能力
向上）

③格納容器内の定検作業架台の広範囲設置（高放
射線環境下の作業性改善）

④使用済燃料貯蔵容量の増加
⑤総合デジタル設備採用による運転監視機能向上

4．泊３号機建設における取組み

　前項にて，泊３号機としての狙いを説明したが，問
題は，これらの狙いをいかに実現するか，そのための
作業推進を，どう進めていくかということである．
　ここでは，上述の狙いを実現するための作業推進方
策について，幾つか具体例を紹介する．
（1）全体作業計画（フロントローディング）
　全体作業を計画する上で，最も気を配ったのは，
先行のプラントを建設完了してから数年が経ってい
る点である．数年と言えば，各部門の実務担当者の
世代代わりには十分な時間である．
　国内でのプラント新設がない間，既設プラントの
設備更新工事で，技術力を維持する努力を続けたと
は言え，更新する対象の設備のみを考えれば良い既

設プラントの工事と，プラントに設置されるすべて
に渡って調整していく必要のあるプラント新設工事
とは，仕事の種類が違う部分があり，既設プラント
の工事では，どうしても，経験できない領域がある．
さらに，年数が経てば，プラント新設工事経験者が
少なくなるのも避け難い．
　この状況を鑑みて，泊３号機向けの設計作業着手
を，先行のプラントに比べ，約１年位前倒しで開始
する全体作業計画とした．十分な事前検討期間を設
定し，間違いや手戻りを少なく，確実に作業を進め
たいとの意図からの判断である．
　社内的にもフロントローディングの掛け声も追い
風になった．顧客である北海道電力（株）にも，設計
承認の点で，前倒しの工程での対応をお願いした．
　また，１次系だけでも，１次系プラント中の配管
を全部並べれば，50～ 60 kmもの長さの物量とな
るが，事前に設計が固まっておれば，その素材発注
に当たり，三菱側としては歩留り良く発注が可能で
あろうし，素材メーカとしても生産計画を立てやす
く，全体としての無駄が省け，コストダウンも可能
であろうと考えた．
　結果としては，種々の要因により，当初の狙い通
りには上手くは行かなかった部分も多いが，許認可
の場で先行プラントではなかったような詳細な説明
を規制側から求められたことに対応できたなどの思
わぬ余剰効果もあり，全体としては，新設プラント
建設のブランクは感じずに，ここまでこれているの
ではないかと考える．

（2）3D-CADシステムの活用
　3D-CAD（三次元 CAD）システムとは，近年，
発達が目覚しい計算機技術を使用した設計作業手法
であるが，ここでは，そのものの説明よりは，その
使い方について説明する．
　3D-CADの使い方については，① 3D-CADシス
テムを活用したプラント設計の観点と，② 3D-CAD

システムに蓄えられたデータを活用しての設計以降
の製作・検査・工事作業への展開という２つの観点
がある．
　① 3D-CADシステムを活用したプラント設計の
観点については，プラントの設計概念を，形として
現す手段として 3D-CADシステムを活用するとい
うことであるが，計算機ディスプレイを見れば，誰
でもプラントの設備がどうなっているか分り易いと
いう利点がある．
　これを活用して，設計側が計算機に設計情報を
入力した後，現地工事の観点から建設計画側のレ
ビュー，使い勝手の観点から定検担当側のレビュー，
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更には顧客である北海道電力（株）によるレビューと，
関係者がいろんな角度から設計内容をレビューする
ことで，設計内容の詰めを行った．
　設計の問題にしても，最新の知見である熱疲労問
題の観点から，配管のルーティングは，どのような
ルーティングがより適切かなどの問題も，関係者が
計算機のディスプレイを見ながら議論をすることで
処理ができた．
　従来の設計者が図面を描く方式なら，いったん，
その設計者の頭の中に，全部の情報を詰め込んだ上
で，図面に表す必要があり，変更に際しても，その
設計者が理解しなければ，求める変更がしにくい
のに対して，3D-CADシステムの活用方式ならば，
そこまでの必要はなく，計算機ディスプレイを見な
がら，いろんな知見を持った人が議論することで，
いろんな知見を設計内容に詰め込むことが可能にな
る，つまり設計の巾を広げることができるというこ
とが大きな利点だと思われる．
　今後は，この利点を更に伸ばして，より顧客に満
足いただける設計内容を指向していく必要がある．
　なお，原子力発電プラントの仕事の特徴は，意外
に感じられるかもしれないが，現状のところ，一番
経済的な放射線遮へい材として，コンクリートを使
用する点にあり，コンクリートは，でき上がってか
ら穴を明けるとか，溶接で接合するとかができない，
あるいは困難であるので，建物を作る前に，全部を
設計する必要がある点に，仕事としての特徴がある．
　したがって，小指ほどの細い配管でも，建物の工

程に合わせて，配管のルーティング，特に壁・床の
貫通箇所を設計として決める必要があるということ
が，原子力プラントの仕事を，大きく特徴づけてい
る．
　その意味で，プラント中の設備を，形として現す
ことになる 3D-CAD作業が，プラント建設作業の
中で占める位置付けは，非常に重要であり，この作
業の成否が，プラント建設の成否を分けると言って
も過言ではない．
　次に，② 3D-CADシステムに蓄えられたデータ
を活用しての設計以降の製作・検査・工事作業への
展開の問題については，3D-CADの中のデータに，
必要な付加情報を追加して，製作図ができる，ある
いは検査関係図書ができる，あるいは現地工事関係
図書に展開されるという形を指向しているが，現状
のところ，できている部分もあれば，まだ活用が十
分でない所もある．
　今後は，泊３号機建設での経験を踏まえ，更に関
連作業の確実化，効率化を指向していく必要がある．

（3）総合デジタル設備について
　原子力プラントにおいては，これまで，信頼性，
運転性，保守性，経済性等の向上を目的に，段階的
に計測制御設備をデジタル化してきたが，泊３号機
では，これまでの実績を踏まえて，安全系・中央盤
を含め全面的にデジタル設備を適用することとし
た．その適用範囲の広さは，三菱 PWRプラントで
は，初めての採用であり，泊３号機の特徴となって
いる．
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プラントレベル データ伝送路 

発電所レベル データ伝送路 
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データ伝送路 

VDU：Visual  Display  Unit

N1 N2A

A

A

B

B

B

B

Ⅳ 

Ⅰ 
Ⅱ 
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A

図１　泊３号計測制御設備（総合デジタル設備）の全体構成
主要機器の構成と接続関係，全体イメージが分かる．
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　このため，実績のあるハードウェアを適用すると
ともに，十分な開発検証の実施を行った上で，泊３
号機設計・製作段階での確認としても，以下の作業
展開を実施し，確実な設備に仕上げる努力を実施し，
平成 18年 10月に最後の工場での総合組合せ試験を
完了した．
①設計段階での徹底検討のために，基本設計開始
前に，総合デジタルWGを設立し，設計仕様の
具体化，設備の成立性確認，保守・試験性評価
などを実施

②北海道電力（株）泊発電所の発電課にも参画願い，
新型中央盤検証を実施し，中央盤の仕様を確立

③安全系設備のソフトウェア検証は，国内基準に
従った V&V（検証及び健全性確認）を実施

④工場で，全デジタル設備を組み合せ，現地と同
一環境下での総合組合試験を実施

（4）新設計検証・先行プラントとの相違点の確認
　先行のプラント建設から着工ベースで，10年以
上のブランクがあることから，上記の総合デジタル
設備をも含め，先行プラントとの相違点の把握と，
その検証には特に注意をした仕事を展開してきた．
　１次系設備においては，炉内構造物，など，これ
までの経験を反映し，十分な検証の実施済みのもの
を適用する計画である．なお，これらは，個々には，
既設プラントのリプレース工事で，泊３号機に先行
して実機に適用されていることから，言わば，三菱
技術の集大成のものを適用する形となる．
　２次系設備においては，既設機を上回る 54イン
チ最終翼長で，かつ高効率化を目指した三次元 ISB

翼のタービンの適用という新設計部分があるが，こ
れも，事前の十分な検証，その中でも，他社にはな
い大きな実蒸気流量条件での試験での確認を経て，
現在，製作に着手したところであり，三菱として自
信をもって送り出すものである．

（5）現地工事計画（冬季工事対策）
　寒冷地である北海道地区での現地工事において
は，屋外工事の冬季対策は，現地工事全体に対する
影響の大きさから，十分な配慮が必要となる．
　その中で，原子炉格納容器の建設が，現地工事全
体の中で特に重要で，どういう建設途中の姿で冬を
越すかが，冬の風雪への対処と，その次の春以降の
現地工事への影響が大きいことが分っていた．
　このため，原子炉格納容器の建設を１年間（春か
ら秋の間）で終了させるべく，建設工事工程の短縮
検討を行い，原子炉格納容器の板割りの大型化など
とともに，直径 40mもある原子炉格納容器の頂部
半球部を，地上組立て，一体吊り込みという初めて
の工法を採用した．
　この工法は，現場で組みあがる原子炉格納容器の
円筒部と，その上に搭載される頂部半球部とが，別々
に組み立てられ，かつ，両者が合わされた時に，溶
接できる精度で仕上がっている必要があるもので，
困難な現地作業であったが，関係者の努力により，
無事，計画通りの工事が完了できた．
　現地工事としては，今後，平成 19年には，原子
炉容器などの１次系主要機器，更には２次系のター
ビン発電機等の据付が予定されており，現地工事と
しての最盛期を迎える予定である．

図２　新型中央制御盤の外観
実機を模擬した工場での総合組合試験により新型中央制御盤のコンパクトな外観が分かる．
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5．ま　　と　　め

　泊３号機の建設作業は，ここまでは，顧客である北
海道電力（株）のご指導もいただきながら，順調に推移
してきてはいるが，これから主要機器を現地に搬入し
据付る必要があり，まだまだ，道半ばにも至っていな
いという状況である．
　原子力プラントの建設は，一つの製品として，これ
ほど大きな対象物で，広い範囲の技術が集積される製
品で，かつ，関係する人が多いという意味では，他に
例を見ないと言っても過言ではないと考える．

図３　泊 3号機の建設状況（格納容器トップドームの一
体吊り込み）
大掛かりな合理化工法の実施状況を通じて現地での工
事進捗の様子が分かる．

12月 
営業運転開始 

1月 燃料装荷 
 

岩盤検査 原子炉容器 
搬入据付，など 試運転 

建屋工事 

1次系耐圧試験 
温態機能試験 

H16　    　H17　    　H18    　　H19　    　H20　　    H21

原子炉格納容器建設 

図４　現地工事工程概略
営業運転開始までの主要工事のスケジュールが分かる．

藤田司郎

　それだけに，基本に忠実に，確実な仕事をする態度
が一番求められると思われ，関係者一同，今一度，改
めて気を引き締めて，今後の作業に当たりたいと考え
る．
　曰く，“A当たり前のことを，Bボンヤリせずに，
Cチャントやる”という“ABC作戦”である．


