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Reactor
Country Type Completed year

Net output Gross output Net output Gross output

Electric capacity
before uprating

Electric capacity
after uprating
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Reactor
Country Type Completed year

Net output Gross output Net output Gross output

*1 2013 1 1 Valid from 01/01/2013
*2 2012 1 1 Valid from 01/01/2012
*3 2009 1 1 Valid from 01/01/2009
*4 N/A not available
*5 
      In U.S.A many nuclear power plants have been implementing various types of power uprating.  But the above list shows only  replied data

Electric capacity
before uprating

Electric capacity
after uprating
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（一社）日本原子力産業協会　調べ

状態
電力会社・

コンソーシアム
サイト・原子力発電所名 炉型 基数

事前サイト許可
（ESP）

建設・運転一括認
可（COL）

DOE融
資保証

発注・契約

サザン・

ニュークリア*3
アルビン・W・ボーグル3、4号機
（ジョージア州）

AP1000
(R-COL)

2
申請（2006.08）

許可取得(2009.8.26)

申請（2008.3.31）
認可取得(2012．

2.9）
◎

2008.4.08 WE・ｼｮｰとｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・資機材調達・建設(EPC)契約を締結、2009.3.17に州公益事
業委が建設計画承認。運開は3号機2016年､4号機2017年の予定。2010.2.16、オバマ政権は融
資保証第1号に選定、83.3億ドルを債務保証すると発表。2012．2.9に新設計画として初めて
COLを取得。2013.3.12に3号機の、同年11.19に4号機で原子炉建屋のコンクリート打設を完
了、本格着工した。2014年2月、DOEは同計画に出資するｼﾞｮｰｼﾞｱ･ﾊﾟﾜｰ社、ｵｰｸﾞﾙｿｰﾌﾟ社との
融資保証交渉が完了し、両社分の融資保証65億ドルを付与することが正式決定したと発表した

SCE&G/
サンティ・クーパー

バージル・C・ サマー2、3号機
（サウスカロライナ州）

AP1000 2 COLを直接申請
申請（2008.3.31）

認可取得
（2012.3.30)

○

2008.5.27、WE・ｼｮｰとEPC契約締結。2号機2016年、3号機2019年の運開目指す。2009.7.28に
同ｸﾞﾙｰﾌﾟとﾒﾝﾃ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ業務で契約。ｼｮｰｸﾞﾙｰﾌﾟは2､3号機用の新しい変電設備をﾊﾟｲｸ･ｴ
ﾚｸﾄﾘｯｸ社に発注（2009.11.9）。2011.7.20、ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾅｼﾞｰ社が出資参加を表明。2012.3.30に
NRCからCOL取得。2013.3.9に新設計画として初めて2号機の、同年11月2日に3号機の原子
炉建屋のコンクリート打設を完了、本格着工した。

TVA
ワッツバー2号機
（テネシー州）

PWR
 (WE)

1

計
画
中

TVA
ベルフォンテ1号機
（アラバマ州）

PWR
(B&W)

1

ＳＴＰNOC
サウステキサス・プロジェクト
3、4号機（テキサス州）

ABWR
(R-COL)

2 COLを直接申請 申請（2007.9.25） ○

東芝はｻｳｽﾃｷｻｽ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾆｭｰｸﾘｱ･ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ(STPNOC)と140万kW級ABWR2基の建設で
EPC契約を締結(2009.2.25発表)。東京電力が融資保証適用を条件にNINA社（NRG88%､東芝
12%）の持ち株会社株の10％引受を約束（2010.5)。福島事故を受け、NRGが投資打ち切りを発
表、東芝がCOL審査の経費を継続負担する意向を表明（2011.4）2013.4現在、COL審査の環境
影響評価は完了、安全審査はR-COLの6段階中、第4ﾌｪｰｽﾞまで進展。

プログレス・

エナジー*4
レビィー・カウンティ1、2号機
(フロリダ州レビィー郡）

AP1000 2 COLを直接申請 申請（2008.7.30）

2009.1.6､WE・ショーとﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ･ｴﾅｼﾞｰ社がEPC契約を締結。契約額76.5億ドル。1号機は2016
年、2号機は2017年の運転開始予定。ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ社は工費削減のため、COLを取得するまで建設
前作業を先送りし、建設期間を延長へ（2010.10)。2011年のコスト見積で州公益委は建設前コス
トの回収を承認（2011.11）。2013.4現在、COL審査の環境影響評価は完了。安全審査は最終
SERﾌｪｰｽﾞまで進展。2013年8月、COL取得審査の遅れと、州法改正により建設期間中の一部コ
スト回収が不透明になってきたことから、2009年のEPC契約を解除する方針を表明。COL取得の
努力は今後も続ける考えを強調した。

ルミナント
コマンチェピーク３、４号機
（テキサス州）

US-
APWR

(R-COL)
2 COLを直接申請 申請（2008.9.19）

三菱重工とﾙﾐﾅﾝﾄは2009.1.30、US-APWR2基建設で建設運営の合弁会社「ｺﾏﾝﾁｪﾋﾟｰｸ･ﾆｭｰｸﾘｱ･
ﾊﾟﾜｰ」(ﾙﾐﾅﾝﾄ88%、MHI12%)を設立。両社はUS-APWR・2基の供給交渉開始で合意、MOUに調印
(2009.7)。三菱重工はUS-APWRの設計認証(DC)取得を2013年に見込み、2012.5にﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ州
ｼｬｰﾛｯﾄにｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ拠点を設立。COL審査の環境影響評価は完了、安全審査はR-COLとしての
6段階中、第2ﾌｪｰｽﾞまで進展。2013年11月、ルミナント社はCOL審査の一時保留をNRCに要請。三
菱重工の米国法人MNESは今後もUS-APWRの設計認証（DC）取得活動を継続するものの、完了日
程は数年程度延期される模様。三菱重工は今後の優先事業を日本国内の既存炉再稼働に、MNES
は米国内の既存炉向け機器やｻｰﾋﾞｽにｼﾌﾄする方針。

ユニスター*2 カルバートクリフス３号機
(メリーランド州）

U.S. EPR
(R-COL)

1 COLを直接申請

一部申請
（2007.7.25）
申請完了
（2008.3.17）

○

ﾒﾘｰﾗﾝﾄﾞ州公益委が建設計画を承認(2009.6.29)。ｱﾚﾊﾞ社は米ﾍﾞｸﾃﾙ社とEPC契約のﾀｰﾑ･ｼｰﾄ
に署名。ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝは政府融資保証適用の際に政府に支払う信用助成コストが高額すぎるとし
て、2010.10に計画からの撤退を決定、ﾕﾆｽﾀｰ社における仏電力（EDF）との合弁も解消へ
(2010.11)NRCは2012.8と2013.3に、「100％外国資本の企業にCOLを発給しない」と裁定。ﾕﾆｽ
ﾀｰ社は米国籍の出資企業を探して改訂版COLを申請する方針を表明（2013.3)。COLの環境審
査は2011年に完了したが、2013年7月の報道によると、NRCは安全審査のﾏｲﾙｽﾄｰﾝを再検討
中。

DTEエナジー
エンリコ・フェルミ３号機
（ミシガン州）

ESBWR
(R-COL)

1 COLを直接申請 申請（2008.9.18）

2008.6.18 GEHはDTEがESBWRの採用を決定と発表。2010.10、GEHは同設計がNRCの設計認
証(DC）審査で安全性評価に合格したと発表。2013.1、NRCｽﾀｯﾌは最終・環境影響声明書
（FEIS)を発行した。2013年7月の報道で、NRCの予算上の制約が安全審査の完了を遅らせてお
り、修正ｽｹｼﾞｭｰﾙでは新たな安全評価報告書（SER）が2014年12月に発行され、最終SERは2015
年7月に発行されるとのこと。

                              米国の主な新規原子力発電所プロジェクト（2014年1月現在）

新規炉とは別に、TVAは2008.8.27、ベルフォンテの未完成の１、２号機（2006年キャンセル）の建設許可復活をNRCに申請。NRCは2009．2に復活を承
認した後、2010.1に同許可を「建設延期状態」に移行。TVA理事会は2010．8に大型機器調達・追加エンジニアリング経費として約2.5億ドルを承認。同
年10月に仏アレバ社に１号機用デジタルI&C系、B&W社に蒸気発生器2台の設計製造を発注。2011.8に理事会が1号機を完成させる決断を下す。126
万ｋＷのPWRを2020年に完成させるため、49億ドルの投入を決定。2012年にﾜｯﾂﾊﾞｰ2号機の完成を優先される方針を発表。2013年6月に理事会は
2014年中の人員と予算を削減する計画を策定。将来的に建設する可能性を保持するため、設備は継続的にﾒﾝﾃﾅﾝｽする方針。

建
設
中

Ｃ
Ｏ
Ｌ
申
請
済
み

C
O
L
申
請
・
契
約
済
み

1988年以来、建設が中断されていたが(進捗率80%)、2007年8月に建設再開を決定､2008年1月に建設を再開、建設中。2011年6月に初装荷燃料の輸
送を開始したが、同年8月、福島事故に伴う安全性改善作業により、完成が2014年にずれ込む可能性を示唆。2012年6月に、ﾜｯﾂﾊﾞｰ2号機の完成計画
を優先し、同炉に燃料が装荷されるまではﾍﾞﾙﾌｫﾝﾃ1号機の建設を再開しない方針を表明。2013年10月末の発表で、総予算40億～45億ドルの範囲内
で2015年12月に完成する可能性が高まったと明言した。大規模な全体作業は最終段階を迎えており、起動前テストのためのシステム完成と準備に作
業の焦点が移行しつつある。2013年11月、NRCは建設許可の満了日を2016年9月まで延長することを許可した。



ドミニオン・エナジー
ノースアナ３号機
（バージニア州）

ESBWR 1
申請（2003.9）

許可取得(2007.11.20)
申請（2007.11.27）

ﾄﾞﾐﾆｵﾝはESBWRでのEPC契約条件が折り合わなかったと発表(2009.1.9)。三菱重工製の170万ｋ
ＷのUS-APWRへの変更を決定（2010.5）。2013.4現在、環境影響評価は第2ﾌｪｰｽﾞ、安全審査は
第１ﾌｪｰｽﾞに進展。2013年4月25日、ﾄﾞﾐﾆｵﾝはUS-APWRの設計認証審査が遅れる一方、
ESBWRは最終設計承認(FDA）を取得するなど、進展が早いことから、ESBWRを再採用すると発
表。GE日立社とｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ作業とCOLの取得支援で合意。2013年のｱﾝｹｰﾄ調査表に「建設す
るか否かの判断はCOL取得後に下す」と回答。

デューク・エナジー
ウィリアム・ステイツ・リーⅢ
１、２号機（サウスカロライナ州）

AP1000 2 COLを直接申請 申請（2007.12.13）
1号機2021年、2号機2023年運開の計画へ約3年延期。2013.4現在、COLの環境影響評価は最
終EISﾌｪｰｽﾞに、安全審査は4段階のうち第2ﾌｪｰｽﾞまで進展。2013年7月下旬、NRCは予算的な
制約等により、COL発給が当初予定から3年遅れの2016年になるとデューク社に伝えた。

フロリダ・
パワー＆ライト

ターキーポイント6、7号機
（フロリダ州）

AP1000 2 COLを直接申請 申請(2009.6.30)

6号機は2018年、7号機2020年の運開目標。総コスト121～178億ドル。フロリダ州公益事業委
(PSC)は2008.4に最終承認。電力料金値上げをPSCに却下されたため、FPLが6,7号機の建設計
画を一時中断（2010.1.14）。PSCはFPLが2011年から6､7号機の建設前コストを回収することを承
認(2010.9.8)。2011年のｺｽﾄ見積でもPSCは建設前ｺｽﾄの回収を承認(2011.10）2013.4現在、
COL審査の環境影響評価は4段階中、第2ﾌｪｰｽﾞに、安全審査は第1ﾌｪｰｽﾞまで進展。継続して
COL取得を目指すと明言。

ＰＰＬ

（ユニスター*2）
ベルベンド１号機
（ペンシルベニア州）

U.S. EPR 1 COLを直接申請 2008.10.10に申請
サスケハナ原発近郊。DOEに融資保証も申請。政府の融資保証および建設パートナーが得られ
るまで計画を実行しないとの報道あり（2012.1）2013.4現在、COL審査の環境影響評価は4段階
中、第2ﾌｪｰｽﾞに、安全審査は第1ﾌｪｰｽﾞまで進展。

プログレス・

エナジー*4
シアロン・ハリス２、3号機
（ノースカロライナ州）

AP1000 2 COLを直接申請 申請（2008.2.19）
NRCによるCOL審査の環境影響評価は2013.4現在、4段階中、第2ﾌｪｰｽﾞに、安全審査は第2
ﾌｪｰｽﾞまで進展。2013年5月、電力需要の伸び悩み等を理由に、COL審査を一時保留とする方
針を決定。

エンタジー

（ニュースタート*1）
グランドガルフ３号機
（ミシシッピ州）

再検討中 1
申請（2003.10）

許可取得（2007.4）
申請（2008.2.27） ｴﾝﾀｼﾞｰはESBWRでのCOL申請を一時中断と発表(2009.1.9)。EPC契約条件で折り合わず。

エンタジー
リバーベンド３号機
（ルイジアナ州）

再検討中 1 COLを直接申請 申請（2008.9.25）
ｴﾝﾀｼﾞｰはESBWRでのCOL申請を一時中断と発表(2009.1.9)。
EPC契約条件で折り合わず。

アメレン

（ユニスター*2）
キャラウェイ２号機
（ミズーリ州）

U.S. EPR 1
COL申請停止を発表

(2009.6.23)
申請（2008.7.24）

新州法のため中止と報道（WNN2009.04.24)。建設中利子を回収できないためNRCへのCOL申
請停止を発表(2009.6.23)ESPの申請準備中。

ユニスター*2 ナインマイルポイント３号機
（ニューヨーク州）

U.S.EPR 1 COLを直接申請 申請（2008.9.30） NRCは2009.09.01、COL審査入りを1年延期する判断を下す。

ＴＶＡ

（ニュースタート*1）
ベルフォンテ３、４号機
（アラバマ州）

AP1000 2 COLを直接申請 申請（2007.10.30）

 エクセロン
 ビクトリア・カウンティ１、２号機
 （テキサス州ビクトリア郡）

 ABWR 2
申請（2010.3.25)
撤回（2012.8.28)

申請（2008.9）
撤回(2010.3.25)

ESBWRでCOL申請。技術的不確定性のためABWRに変更(2008.12)。政府の融資保証利用枠が
限定的であるとしてCOLを取り下げESPを申請(2010.3.25)。2012.8、ｴｸｾﾛﾝ社は原子力の経済
性低下により、新設計画を断念すると発表した。

エクセロン
クリントン
（イリノイ州）

未定
申請（2003.9）

許可取得（2007.3.8）
未定

PSEG
セイレム
（ニュージャージー州）

未定 申請（2010.5.26） 未定
COL申請前にESPを取得し、十分な検討期間中に先行計画の進展を見極めて計画決定へ
(2010.5)。ESP審査の最終SERと最終EISが2014の半ばから年末にかけて発行される予
定。

ユニスター*2、アレバ
デューク、USEC

パイクトン
（オハイオ州）

U.S.EPR
2009.06.18、DOE所有のポーツマス・サイト（パイクトン）にEPRを含む「クリーン・エナジー・パー
ク」建設で州・地元と連携していくと発表

ブルー･キャッスル･
ホールディング

（BCH)

ブルー･キャッスル
(ユタ州）

未定

2011.8にBCHがサイト特性調査の進展を公表。2基・300万ｋＷの建設を検討中で、先にESPを申
請し、その12～18か月後にCOLをを申請する計画。2012.1にユタ州政府が水使用権を承認。
2013.3、ユタ州公益事業委が原子炉新設の必要性を指摘。2013年12月、冷却水用水資源使用
権を巡る訴訟で勝訴。2024年の営業運転開始を計画していると発表。

*3
 2008.4.8 サザンはWE社とエンジニアリング・資機材調達・建設(EPC)契約を締結。米国では30年ぶりの新規発注
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中

*2
ユニスター・ニュークリア・エナジー:　コンステレーション・エナジーと仏電力公社の合弁会社。2010年10月にコンステレーション社は新設計画からの撤退を表明、合弁解消でEDFと合意した。

*4 
COLの申請書はプログレス･エナジー社が2008年に提出したが、2011年1月、デューク・エナジー社がプログレス社の買収計画を発表。2012.7に買収手続きが完了した。

Ｃ
Ｏ
Ｌ
申
請
済
み

*1
ニュースタート・エナジー・デベロップメントへの参加企業: コンステレーション・エナジー、デューク・エナジー、EDFインターナショナル・ノースアメリカ、エンタジー・ニュークリア、エクセロン・ジェネレーション、フロリダ・パワー＆ライト社、

　　　　プログレス・エナジー、サザン・カンパニー、SCANA社、テネシー峡谷開発公社。設立当初の目標である「AP1000の建設を想定した新設計画へのCOL発給」が達成されたとして、2012.6に解散。残余資産は加盟各社に再分配された。



��

�������	
�������	
������������������ !"#�$%���	
��&'()*+,-./�

�������	
������	������������������ !"#$%&'()�� *+�� ,-./0	12�

�������	
��������������
�������� �������!"#$�%&'()*��+��

�������	
�����������������	
	������������������

��������	
������������
���������� !�



��


