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１．はじめに 

平成23年3月11日に東京電力株式会社福島第一原子力発電所で発生した事故

を踏まえ、原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、同年3月30日、各

事業者に対して、同程度の津波により全交流電源喪失に至ったとしても、炉心

損傷など深刻な事態を回避し、冷温停止状態に繋げるための対策として、緊急

安全対策の実施を指示し、同年5月6日にはそれらの実施状況に対する確認結果

を公表した。またその後も各事業者に対して外部電源の信頼性向上や万一シビ

アアクシデントが発生した場合の対策を指示し、それらの実施状況を確認して

きた。 

こうした中、平成23年7月6日、班目春樹原子力安全委員会委員長より海江田

万里経済産業大臣に対し、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における

事故を踏まえた既設の発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価に関する

報告について」（平成23年7月6日付け23安委決第7号）により、既設の発電用原

子炉施設について、設計上の想定を超える外部事象に対する頑健性に関して総

合的に評価を行うこと、また、このための総合的な評価手法及び実施計画を作

成し原子力安全委員会（以下「安全委員会」という。）に対して報告するよう

要請があった（別添１）。 

同月11日には、枝野幸男内閣官房長官、海江田万里経済産業大臣及び細野豪

志内閣府特命担当大臣の連名により、「我が国原子力発電所の安全性の確認に

ついて」が公表され、新たな手続き、ルールに基づく安全評価を実施すること

とされ、同評価は一次評価と二次評価により行うこと、一次評価は定期検査中

で起動準備の整った原子力発電所について順次、安全上重要な施設・機器等が

設計上の想定を超える事象に対しどの程度の安全裕度を有するかの評価を実施

することとされた（別添２）。 

これらを受けて、当院は、総合的な安全評価に関する評価手法及び実施計画

案を作成し、同月15日と21日の二度にわたり安全委員会に報告し、同月21日に

安全委員会の了承を得たため、翌22日に、各発電用原子炉設置者に対して、「東

京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた既設の発電用原

子炉施設の安全性に関する総合的評価に関する評価手法及び実施計画」（以下

「実施計画」という、別添３。）に基づき、発電用原子炉施設の安全性に関す

る総合的評価（以下「ストレステスト」という。）を行い、その結果について、

当院に対して報告することを求めた。 

これを受けて、同年10月28日に、関西電力株式会社（以下「関西電力」とい

う。）より、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえ

た大飯発電所3号機の安全性に関する総合評価（一次評価）の結果について（報

告）」が当院に提出され、また、同年11月17日に、同社より「東京電力株式会社
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福島第一原子力発電所における事故を踏まえた大飯発電所4号機の安全性に関

する総合評価（一次評価）の結果について（報告）」が当院に提出された（以下

これらの報告をあわせて「事業者報告書」という。）。 

これを受けて、当院では、「発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価に

係る意見聴取会」（以下、単に「意見聴取会」という。）を設置・開催し、専門

家からの意見聴取を行いつつ、関西電力へのヒアリングや現地調査により審査

を行った。 

本審査書は、関西電力より提出のあった事業者報告書について、当院の審査結

果をとりまとめたものである。なお、これまでの審査の主な経緯は、以下のと

おりである。 

 

＜審査の主な経緯＞ 

平成23年11月14日 第1回意見聴取会を開催。当院からストレステスト（一次評

価）に関する審査の視点（案）について説明し、委員から意見を聴取した。

また、関西電力より大飯発電所3号機のストレステスト評価について説明がな

された。 

平成23年11月17日 ストレステストに関する国際セミナーを開催。欧州をはじ

めとする海外の専門家を招へいし、各国のストレステストに関する取組の紹

介及び意見交換（パネルディスカッション）を実施。 

平成23年11月18日 第2回意見聴取会を開催。前日の国際セミナーに参加された

海外の専門家にも参加していただき、各国のストレステストに関する取組の

紹介と意見交換を実施。 

平成23年11月29日 第3回意見聴取会を開催。関西電力より大飯発電所4号機の

ストレステスト評価について説明がなされ、第1回意見聴取会で説明がなされ

た同発電所3号機のストレステスト評価と併せて委員から意見を聴取した。 

平成23年12月8日 第4回意見聴取会を開催。当院より審査のためのヒアリング

における主なコメントとそれに対する関西電力の回答概要等について説明し、

委員から意見を聴取した。 

平成23年12月22日 第5回意見聴取会を開催。当院より審査における主要な論点

整理について説明し、委員から意見を聴取した。 

平成23年12月26日 当院及び独立行政法人原子力安全基盤機構（以下「基盤機

構」という。）により、大飯発電所において現地調査を実施した。 

平成24年1月6日 第6回意見聴取会を開催。当院より審査における主要な論点整

理について説明し、委員から意見を聴取した。 

平成24年1月18日 第7回意見聴取会を開催。当院より審査書（素案）について

説明し、委員から意見を聴取した。 
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平成24年1月23日～31日 国際原子力機関（IAEA）のレビューミッションが来日

し、ストレステストに関する当院の取組等について評価がなされた。 

平成24年2月8日 第8回意見聴取会を開催。当院より審査書（案）について説明

し、委員から意見を聴取した。 

 

また、当院における審査にあたっては、基盤機構の技術支援を受けた。具体的

な支援内容は以下のとおりである。 

 

¾ 審査の視点（案）、意見聴取会の机上資料として用いたプラント整理表（案）
等の原案作成 

¾ 平成23年12月26日に実施した大飯発電所3号機及び4号機の現地調査への同

行 

¾ 審査のためのヒアリングにおける関西電力からの説明に対する技術的なコ
メント及び評価 
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２．大飯発電所の概要 

 

２．１ 大飯発電所の概要 

大飯発電所は、昭和54年3月に1号機（電気出力117.5万kW）、昭和54年12月に

2号機（同117.5万kW）、平成3年12月に3号機（同118万kW）、平成5年2月に4号

機（同118万kW）が営業運転を開始した、4基合計の電気出力（定格）は471.0万

kWの原子力発電所である。原子炉型式はいずれも加圧水型原子炉で、蒸気発生

器（以下「SG」という。）を4つ有する4 ループである。 

 

２．２ 発電所が位置する周辺の地勢の概要 

大飯発電所は、大島半島の最先端部にある、おおい町大島に立地しており、

敷地面積約188万m2の中央部に主要な施設を集約し、東から西に向かい1号機か

ら4号機が順に配置されている。敷地の北、西、南側が標高100m～200m程度の

山に囲まれており、敷地東部分は若狭湾に面し、取水口が配置されている（図

２－１、図２－２）。 
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２．３ 発電所の主要な設備の概要 

大飯発電所3号機及び4号機は、基本的に同じ設計のプラントであり、それぞ

れの主要な仕様は以下のとおりである。また、系統は、図２－３のとおりであ

る。 

項目 仕様 

原子炉熱出力 約342.3万kW 

定格電気出力 118.0万kW 

炉心 

燃料集合体 193体 

炉心全ウラン量 約91トン 

制御棒クラスタ 53体 

原子炉容器 
高さ 約13m 

内径 約4.4m 

原子炉格納容器 
高さ 約65m 

内径 約43m 

ECCS 

蓄圧注入系 蓄圧タンク（4基） 

高圧注入系 
高圧注入ポンプ（2台） 

燃料取替用水ピット（1基） 

低圧注入系 余熱除去ポンプ（2台） 

化学体積制御設備 

ほう酸タンク（2基） 

ほう酸ポンプ（2台） 

充てんポンプ（3台） 

原子炉補機冷却水設備 
原子炉補機冷却水ポンプ（4台） 

原子炉補機冷却水冷却器（2基） 

原子炉補機冷却海水設備 海水ポンプ（3台） 

非常用ディーゼル発電機 2台 

補助給水ポンプ 電動（2台）、タービン動（1台） 

使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力 
2,129体 

（全炉心燃料の約1,100％相当分） 

 

２．４ 大飯発電所の緊急安全対策等の実施について 

 

（１）当院の指示への対応 

当院は、平成23年3月30日に「平成23年福島第一・第二原子力発電所事故を踏

まえた他の発電所の緊急安全対策の実施について（指示）」に基づき、津波によ

り全交流電源の喪失、原子炉及び使用済燃料貯蔵プールの冷却機能の喪失が生
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じた場合においても、炉心損傷など深刻な事態を避けるために必要な対策を講

じることを指示した。 

関西電力は、同指示を踏まえ、500kVA1台及び610kVA3台の電源車及び消防ポ

ンプ（25台）の配備、消防ポンプ燃料用のガソリン約2,980リットルの備蓄、東

京湾平均海面（以下「T.P.」という。）11.4mまでの範囲について浸水対策の実

施等を講じたとしている（図２－４）。当院は、同年4月27日に、関西電力より、

この実施結果について「平成23年福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた

緊急安全対策に係る実施状況報告書（改訂版）（大飯発電所）」により報告を受

け、立入検査を実施しその実施内容を確認した。 

また、当院は、同年6月7日に「平成23年福島第一原子力発電所事故を踏まえ

た他の原子力発電所におけるシビアアクシデントへの対応に関する措置の実施

について（指示）」に基づき、①中央制御室の作業環境の確保、②緊急時におけ

る発電所構内通信手段の確保、③高線量対応防護服等の資機材の確保及び放射

線管理のための体制の整備、④水素爆発防止対策、⑤がれき撤去用の重機の配

備の実施を指示した。 

関西電力は、同年6月14日、同指示を踏まえた対策を「平成23年福島第一原子

力発電所事故を踏まえたシビアアクシデントへの対応に関する措置に係る実施

状況報告書」として当院に報告し、当院は立入検査によりその実施内容を確認

した。 

これら緊急安全対策等に係る設備の概要を、図２－４に示す。 

 

（２）その後の強化対策 

関西電力は、当院の指示への対応に加え、炉心や使用済燃料の損傷防止に対

する一層の信頼性向上のため、同年10月に、より電源容量の大きい空冷式非常

用発電装置（各原子炉あたり1,825kVA2台、合計8台）を配備し、その運用を開

始したとしており、同装置により、炉心冷却の維持のために必要なタービン動

補助給水ポンプに加え、電動補助給水ポンプを稼動できるなど、原子炉の状態

監視計器や原子炉の冷却機能に必要な機器等に安定的に電力を供給することが

できるとしている。同装置は、津波の影響を受けない発電所内の高台に設置す

るとともに、電源系統に容易に接続できるようケーブル等を恒設化したとして

いる。 

また、炉心や使用済燃料の冷却のための消防ポンプについては、予備も含め

87台を配備したとしている。さらに、消防ポンプの燃料であるガソリンの発電

所内の備蓄量については、平成 23年 10月 1日時点では 3,400リットルであっ

たが、同年 12月 15日時点では 10,250リットルに増強し、発電所内に数ヶ所に

分散させて保管されている。 
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３．当院による審査の方針 

 

３．１ 審査の基本的な考え方 

当院は、事業者報告書について、当院が策定した実施計画に記載されている

実施方法や実施事項に沿っているか、その内容が適切であるかについて確認を

行い、確認結果を本審査書としてとりまとめた。 

審査にあたっては、「ストレステスト（一次評価）に関する審査の視点（案）」

を策定し、意見聴取会において専門家からの意見を聴取した上でこれを定め、こ

れを中心に確認することとした（別添４）。 

 

３．２ 審査の方法 

当院及び基盤機構により、関西電力からヒアリングを行うとともに、必要に

応じ追加資料の提出を求め、審査を進めた。また、大飯発電所において、地震

に対する防護措置の耐性、津波が設備に及ぼす影響、運転員等のアクセスルー

ト及び操作・作業現場の状況並びに緊急安全対策等において整備した設備等の

保管状況に関して現地調査による確認を実施した。現地調査では、改善が必要

と考えられる点について指摘を行い、指摘を踏まえた措置に関する関西電力か

らの回答を審査に反映した。 

さらに、専門家による意見聴取会を設置し、専門家から技術的意見を聴取す

るとともに、関西電力への質問、関西電力からの説明の聴取、当院がとりまと

めた論点に対する審議等を実施した。 

なお、大飯発電所 3号機と 4号機は、基本的に同じ設計のプラントであり、隣

接して立地していることから、審査は同時に進め、両機で相違のある点について

は、その都度、説明を求めた。 

当院は、本審査書を安全委員会に報告し、その妥当性の確認を求める。 

 

３．３ 透明性の確保 

審査過程の透明性確保の観点から、意見聴取会は公開で実施するとともに、

当院のホームページには本件に係る情報を一括して掲載する専用のホームペー

ジを設け、意見聴取会の配布資料や議事録を掲載するとともに、当院及び基盤

機構による関西電力からのヒアリングについても、ヒアリング終了後に議事概

要等を掲載した。また、当院のホームページには、ストレステストの審査で確

認すべき技術的事項について、一般の方々からの質問や要望を常時受け付ける

窓口を設け、寄せられた質問は、一定期間ごとにとりまとめて公表するととも

に、当院の評価がまとまった段階で、寄せられた意見に対する考え方を公表す

ることとした。また、これらの意見については意見聴取会の委員にも共有した。 
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３．４ 審査の時点 

 事業者報告書においては、平成 23 年 10 月 1 日を評価時点とするとされてお

り、基本的にその時点における施設と管理状況を審査の対象とするが、その時

点以降に、関西電力自らが講じた措置や、当院の指摘に基づいて実施した措置

等があることから、ヒアリングや現地確認において、その内容が確認された場

合には、これらを確認の対象に含めることとした。 

 

３．５ 審査の体制 

 事業者報告書の審査は、当院及び基盤機構によって実施し、当院においては、

浦野統括安全審査官以下 4 名のチームが、また、基盤機構においては、原子力

システム安全部及び耐震安全部が主に対応し、最終的には、当院の責任におい

て確認結果を本審査書にとりまとめた。 

 

３．６ 本審査書の構成 

 本報告書においては、4章以降に事業者報告書の確認結果を記載する。 

4章においては、ストレステスト評価作業を実施するにあたっての関西電力の

品質保証体制について記載した。 

5章から 7章においては、設計上の想定を超える外的事象（地震及び津波）に

対する評価を扱い、5 章においては地震を、6 章においては津波を、7 章におい

ては地震と津波の重畳について記載した。 

8 章から 10 章においては、全交流電源喪失事象及び最終的な熱の逃し場（最

終ヒートシンク）の喪失（以下「最終ヒートシンク喪失」という。）事象に対す

る評価を扱い、8章においては全交流電源喪失事象を、9章においては最終ヒー

トシンク喪失事象を、10 章においては、これらの事象と地震・津波が重畳した

場合に冷却が継続できる時間の評価を記載した。 

11 章においては、これまでに講じられたシビアアクシデント・マネジメント

の評価について記載した。 

12章においては、前章までの評価を踏まえ、大飯発電所 3号機及び 4号機の

ストレステスト結果に対する当院の見解を記載した。 

なお、大飯発電所において実施した現地調査で確認した内容等については、

上記の関係する箇所にそれぞれ記載した（別添５）。 
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４．品質保証体制に関する評価 

本章においては、関西電力がストレステストに関する作業を実施するにあた

り、品質を保証するための取組が適切になされているかどうかを確認した。 

その結果、関西電力が品質保証のために定めた文書が存在していること、関

西電力が自社内で実施する作業、調達先に委託して実施する作業それぞれにつ

いて、計画や手順が業務文書として定められ、検証等が適切に実施されている

ことなどから、当院としては、ストレステストに係る関西電力の品質保証の取

組は適切なものと判断する。 

以下、当院が確認した内容の詳細について記載する。 

 

４．１ 関西電力における品質保証体制 

 

（１）業務計画の策定 

関西電力においては、ストレステスト及び事業者報告書の作成業務を実施す

るにあたり、「原子力発電所における安全のための品質保証規程（JEAC4111-2009

（日本電気協会の原子力規格委員会が発行する学協会規格のひとつ。以下「JEAC

品質保証規程」という。））」を適用した原子炉施設保安規定に基づき、総合

評価に係る実施計画を新たに策定し、目的、評価体制、解析業務における品質

保証の取組等を明確化したとしている。 

さらに解析業務については、「原子力施設における許認可申請等に係る解析

業務の品質向上ガイドライン（JANTI-GQA-01-第1版（日本原子力技術協会が定

める民間規格のひとつ））」を反映して定められた「原子力発電所保修業務要

綱指針」及び「原子力発電所請負工事一般仕様書に関する要綱指針」に記載さ

れた取組をストレステストの解析業務にも適用し、総合評価に係る実施計画に

おいて、一連のプロセス（解析業務の計画、計算機プログラムの検証、入力根

拠の明確化、入力結果の確認・検証、解析結果の検証、品質記録の保管管理 等）

の確認のためチェックシートを用いた検証方法を明確にしたとしている。 

 

（２）解析業務の検証について 

調達先及び関西電力での解析業務が、関西電力の社内標準に定める要求事項

を遵守しているかについて、以下のとおり検証したとしている。 

１）調達先での解析業務の場合 

調達先での解析業務については、調達先からの関係文書の徴収及び調達先へ

調査に赴くことにより検証を行ったとしている。調達先での調査においては、

チェックシートを用いて、調達先でのストレステスト解析業務資料（チェック

シート及びチェックエビデンス等、総数約95,000ページ）に対し、調達先で入
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力結果がダブルチェックされているかなど、一連のプロセスの実施状況をサン

プリングにて確認し、関西電力からの調達要求事項が遵守されていることを確

認したとしている。 

２）関西電力での解析業務の場合 

関西電力での解析業務については、調達先に対する確認と同様の一連のプロ

セスの実施状況を確認するチェックシートに基づき、入力結果及び解析結果の

検証は解析を実施した者以外の者が確認を行い、さらに複数のグループ間でデ

ータの受け渡しが行われる評価については、確認した者の属するチーフマネジ

ャーが確認結果を承認したとしている。 

 

（３）事業者報告書に関する確認について 

作成された事業者報告書については、ストレステストに影響を与える数値等

の誤りがないか等を調査するため、調査目的、調査体制、調査手順等を明確化

した調査実施計画を策定し、同計画に基づき、調査担当部署の担当者及び役職

者等によるダブルチェックを実施したとしている。具体的には、ストレステス

トに影響を及ぼす数値等について信頼性のあるエビデンスとの照合、本文と添

付資料の整合性の確認等を実施したとしている。また、独立の品質保証グルー

プがその調査実施プロセスの適切性を確認したとしている。 

 

４．２ 当院の評価 

当院は、事業者報告書に関し、業務文書が適切に策定されたものであること

を確認し、それに基づき評価や検証等が行われていることを以下のとおり確認

したことから、ストレステストに係る関西電力の品質保証の取組は妥当なもの

と判断した。 

¾ 関西電力が、ストレステスト及び事業者報告書の作成にあたって、JEAC 品

質保証規程を適用して構築した品質マネジメント・システムに基づき総合評

価に係る実施計画を策定し、同計画には調達先の作業を含めた評価の実施体

制や、個々の作業の検証手法、調達管理の方法等が定められていることを確

認した。 

¾ 解析業務に関しては、「原子力発電所保修業務要綱指針」及び「原子力発電
所請負工事一般仕様書に関する要綱指針」に基づき、それぞれ関西電力が実

施する業務及び調達先に依頼するものについて品質保証の取組を明確にし、

検証を実施していることを確認した。 

¾ 関西電力が実施する解析業務のうち、単独部署で作業が行われる津波に対す
る浸水量等の評価について、許容津波高さの再評価方法を策定し、同評価方

法に基づき評価を行っていること、また自社の解析実施状況調査結果により
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一連の作業プロセスを検証した結果を記録していることを確認した。また、

複数の部署が関与して評価を行う作業については、複数のグループ間でのデ

ータの受け渡しや評価手順を作業フローとしてまとめ、ストレステストにお

ける評価業務実施計画書（評価フロー及び実施状況確認チェックシート）を

定めていること、同計画に基づき一連の作業プロセスについて検証を行い、

自社の解析実施状況調査結果を記録していることを確認した。 

¾ 調達先に依頼する解析業務については、関西電力による「原子力発電所請負
工事一般仕様書」に従った解析業務計画書が調達先において作成されており、

同計画書の中で解析の作業フローや解析結果の妥当性の検証方法が明確化

され、関西電力に提出されていることを確認した。また、関西電力は、チェ

ックシートを用いて調達先において一連の作業プロセスが適切に行われて

いるか否かをチェックし、調達先の解析実施状況調査結果として結果を記録

していることを確認した。 

¾ 事業者報告書については、ストレステストに影響を与える数値等の誤りがな
いか等を調査するため、調査目的、調査体制、調査手順等を明確化した調査

実施計画を定めていることを確認した。また、同計画に基づき、調査担当部

署の担当者及び役職者等がダブルチェックを行い、評価結果に影響を及ぼす

数値等について信頼性のあるエビデンスとの照合、本文と添付資料の整合性

の確認等を実施し、事業者報告書の調査結果及び調査結果の確認結果を記録

していることを確認した。また独立の品質保証グループがその調査実施プロ

セスの適切性を確認し、品質保証グループの確認結果を記録していることを

確認した。 
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５．地震に関する評価 

本章においては、関西電力により、設計上の想定を超える地震動が発電所に

来襲した場合に、燃料の重大な損傷に至ることなく、どの程度の地震動まで耐

えられることができるかの評価が適切に行われたかどうかを確認した。 

関西電力の評価においては、まず、建屋、機器等が単体で有する裕度が評価

され、その上で、これらの組合せにより大飯発電所 3号機あるいは 4号機のシ

ステム全体として有する裕度が評価されており、システム全体としての評価は

イベントツリーを用いて行われ、クリフエッジの所在の特定、限界となるイベ

ント過程、その時の地震動の大きさについて評価がなされている。 

建屋、機器等が単体で有する裕度の評価については、評価のベースとなる地

震動が適切に設定されているか、検討対象とすべき機器等の設備が適切に選定

されているか、評価の手法は適切か、経年务化は適切に評価されているか等を

確認した上で、裕度が適切に算出されているかを確認した。 

システム全体としての評価については、想定を超える地震動により引き起こ

される事象（起因事象）やその場合の収束シナリオの特定、クリフエッジの特

定等が適切になされているかを確認した。なお、確認は、運転中の原子炉に対

する評価及び使用済燃料ピット（以下「SFP」という。）に対する評価のそれぞ

れについて実施した。 

また、燃料の重大な損傷防止のための措置や対策の効果についても確認した。

その際は、当院の指示に基づいて実施した緊急安全対策等の効果を確認すると

ともに、その後に実施した対策の効果を合わせて確認した。 

その結果、当院は、関西電力が実施した設計上の想定を超える地震動が発電

所に来襲した場合の評価について、適切に実施されたと考える。以下、当院が

確認した内容の詳細を記載する。 

なお、検討対象とすべき機器や燃料の重大な損傷を防止するための措置等に

対して波及的な影響を及ぼす可能性がある地震随伴事象、例えば、原子炉建屋

の周辺斜面の安定性や、原子炉格納容器内及び SFPへのクレーン類の落下等に

ついても、システム全体の評価に及ぼす影響の観点から検討を行った。 

 

５．１ 機器等の耐震裕度の評価について 

 

（１）評価に用いる地震動について 

関西電力は、本評価に用いる地震動は「発電用原子炉施設に関する耐震設計

審査指針（平成 18 年 9 月 19 日、原子力安全委員会決定）」（以下「耐震指針」

という。）及び「新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の

評価及び確認にあたっての基本的な考え方並びに評価手法及び確認基準につい
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て（平成 18年 9月 20日、原子力安全・保安院）」に基づき策定した基準地震動

（以下「Ss」という。）としている。 

 

当院としては、ストレステストにおいては、どの程度の地震動まで燃料の重

大な損傷を発生させることなく耐えられるか、また、設計上の想定に比べその

裕度はどの程度のものかを調べるものであり、その地震に関する評価のベース

として大飯発電所に対して設定された Ssを用いることは妥当なものと考える。 

 

ストレステストで用いられ、耐震バックチェック（平成 18年 9月 20日に当

院が各電力会社等に対して実施を指示した、稼働中及び建設中の発電用原子炉

施設等に対する耐震指針に照らした耐震安全性評価）に係る審議において耐震

指針等に照らして妥当なものと判断した Ssの策定方法及びその結果は以下のと

おりである。 

¾ 大飯発電所に関する Ss の策定方法については、詳細な地質調査等に基づき

耐震設計上考慮すべき活断層を評価した上で、活断層による複数の地震につ

いて、敷地への影響の大小を比較し、特に影響の大きな地震を、Ss 策定の

ための検討用地震として複数を抽出している。複数の検討用地震に対して、

応答スペクトルに基づく地震動評価及び断層モデルを用いた手法に基づく

地震動評価の双方を実施し、これらの地震動評価結果を比較し包絡する等し

て Ssを策定している。 

¾ 検討用地震については、耐震設計上考慮すべき活断層による地震のうち敷地
への影響の大きなものとして、熊川断層、上林川断層及び FO-A～FO-B 断層

による地震が抽出されている。 

¾ Ss-1（最大加速度：水平 700ガル、鉛直 468ガル）については、検討用地震

に対する応答スペクトルに基づく地震動評価の結果から、これらを包絡する

ように策定されている。 

¾ Ss-2（最大加速度：水平 326ガル（NS方向）及び 591ガル（EW方向）、鉛直

468 ガル）及び Ss-3（最大加速度：水平 450 ガル（NS 方向）及び 520 ガル

（EW方向）、鉛直 468ガル）については、検討用地震に対する、断層モデル

を用いた手法に基づく地震動評価の結果と Ss-1を比較した上で、Ss-1を一

部の周期帯で超えるものが策定されている。 

 

また、平成 23年 3月 11日に発生した平成 23年東北地方太平洋沖地震（以下

「今回の地震」という。）を受け、当院は、「地震・津波に関する意見聴取会」

を開催し、東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所、

東北電力株式会社女川原子力発電所並びに日本原子力発電株式会社東海第二発
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電所における地震動の解析及び評価を行うとともに、今回の地震から得られた

知見について整理し、原子力発電所等の耐震安全性評価に反映すべき事項を検

討してきた。当院は、地震・津波に関する意見聴取会、関係機関等における検

討、調査等を踏まえ、原子力発電所の速やかな耐震安全性確保の観点から、耐

震安全性評価にあたって検討すべきものとして、以下の事項を中間的にとりま

とめ、原子力事業者等に対して、これらを踏まえ活断層の連動性について検討

を実施し、平成 24 年 2 月 29 日までに当院に検討結果を報告することを指示し

た。 

¾ 内陸地殻内の活断層の連動性の検討において、活断層間の離隔距離が約 5キ

ロメートルを超える活断層等その連動性を否定していたものに関し、地形及

び地質構造の形成過程（テクトニクス）、応力の状況等を考慮して、連動の

可能性について検討すること。 

¾ 上の項目の検討にあたって、活断層の連動を否定する場合は、過去に当該地
域において発生した最大規模の地震から推定される断層の長さを主な根拠

としないこと。 

 

大飯発電所においては、Ss を策定するための検討用地震の対象とされている

活断層のうち熊川断層及び FO-A～FO-B断層が、上記の指示内容の主な検討対象

となるものと考える。当院としては、関西電力の検討に係る報告結果について、

「地震・津波に関する意見聴取会」において厳正に確認する。 

 

したがって、現行の大飯発電所に関する Ssについては、耐震バックチェック

に係る審議において耐震指針等に照らして妥当なものと判断されたものである

が、今後、Ss の見直しが行われた場合は、本ストレステストで評価された裕度

が変更される可能性があるものと考える。 

 

（２）検討対象設備について 

関西電力は、評価対象とする建屋、系統、機器（以下「設備等」という。）を、

燃料の重大な損傷に係わる耐震 Sクラス設備及びその他のクラスの設備等とし、

各起因事象に直接関係する設備等に加え、フロントライン系（各イベントツリ

ーの安全機能の達成に直接必要な緩和機能）及びサポート系（フロントライン

系を機能させるために必要な電源や冷却水等を供給する機能）のそれぞれに必

要な設備等を抽出したとしている。 

なお、耐震 Sクラスの設備等のうち、「支持構造物」、「クレーン」及び「原子

炉トリップ遮断器」については、地震により安全機能の喪失に至ることが極め

て考えにくいこと、また、「制御棒挿入性及び関連する設備」及び「支持構造物」
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については、安全機能を失うまでの耐震裕度について、既往の知見等から尐な

くとも 2 倍以上の裕度が存在することが明らかであることから、これらの設備

については、ストレステスト結果に影響を及ぼすことはないとし、裕度評価の

対象外としたとしている。 

また、耐震 Sクラス以外の設備で評価対象設備としたものとして、SFP冷却系

等があるほか、緊急安全対策等で整備した空冷式非常用発電装置、消防ポンプ

設備等を挙げている。 

 

当院は、全ての耐震 S クラス設備等、緊急安全対策等で整備された設備及び

機能を期待する下位クラス設備等の中から、燃料の重大な損傷に係わる設備等

が裕度評価の対象として選定されているか、一部の耐震 S クラス設備等を対象

外としていることは適切かということについて、その妥当性を確認した。 

具体的には、耐震裕度評価における対象設備の選定の考え方、選定プロセス

の妥当性を確認した上で、全ての耐震 S クラス設備等、緊急安全対策等で整備

された設備及び機能を期待する下位クラス設備等について、損傷モード（構造

的な損傷、機能的な損傷等）、Ssに対して発生する応力等の値、許容値等を確認

した。また、耐震裕度評価の対象外とされた耐震 S クラス設備については、対

象外として扱う具体的な理由と根拠が妥当であることを確認した。その結果は

以下のとおりである。 

¾ 耐震バックチェックで対象とした耐震 Sクラス設備等に加え、ストレステス

トにおける各起因事象に関連する設備等及び各起因事象の緩和シナリオに

おいて必要な設備等が全て選定され、耐震裕度を算定するための基礎データ

として損傷モード、発生値、許容値等が一覧表に全て示されていることを確

認した。 

¾ 耐震裕度評価の対象外とされた耐震 Sクラス設備等については、地震の揺れ

に伴う荷重や変形等が安全機能喪失に直接に結びつくものではなく、かつ、

安全機能の喪失や波及的影響の発生に至るまでに大きな余裕がありストレ

ステストの結果に影響を及ぼさないことを、既往の試験や解析の成果等によ

って確認した。詳細は以下のとおりである。なお、安全機能の喪失や波及的

影響の発生に至るまでの余裕が 2倍の Ss以上あれば、後述（「５．２ クリ

フエッジの特定」）のとおりクリフエッジとして特定した設備の耐震裕度で

ある 1.8倍の Ssを上回っていることから、ストレステストの結果に影響を

及ぼさないものとして扱った。 

9 「制御棒挿入性及び関連する設備」については、既往の制御棒挿入試験
や実機条件での解析結果を基に、設計に用いる地震動を大きく超えるよ

うな地震動（Ssの 2倍を超える約 1,560ガルの地震動）に対して制御棒
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が全挿入されること、挿入経路の設備（制御棒駆動装置、制御棒クラス

タ案内管、燃料集合体）について構造強度面での耐力評価に大きな余裕

（Ssの 3倍を超える約 2,100ガル以上の地震動に対する発生応力が許容

値以内）があること等が確認されている。 

9 「支持構造物」については、配管系耐震試験等、既往の実証試験におい
て、設計荷重を超えるような地震荷重に対して、損傷が本体の安全機能

喪失に至るまでには大きな余裕があることが確認されている。また、対

象外とする「支持構造物」については、既往の実証試験等において実績

があるものが選定されている。その詳細については以下のとおりである。 

z 大飯発電所 3号機及び 4号機に用いている配管スナバについては、

既往研究等により、Ssの 2倍以上の裕度が見込まれる。 

z 静的機器の基礎ボルトについては、解析的な検討により、基礎ボル
ト応力が許容値に達する荷重の更に 2 倍の荷重を負荷しても引張強

さ以下であること、コンクリート定着部についても、引張荷重にお

いて設計許容荷重が限界荷重に対し有する安全余裕（1/0.6≒1.66）、

コンクリート圧縮強度の実強度と設計基準との間の余裕（1.5以上）

から Ssの 2倍以上の裕度が見込まれる。 

9 海水ポンプ室については、屋外重要土木構造物として支持機能の保持及
び、損傷による波及的影響の防止を検討する必要があるが、工事計画認

可及び耐震バックチェック（以下｢既往の評価等｣という。）で実績のあ

る性能照査手法による解析を実施し、Ssの 2倍以上の裕度がある。 

9 原子炉建屋の PCCV ドーム部及び原子炉建屋の屋根鉄骨部については、

その落下による波及的影響を検討する必要があるが、Ssの 2倍の地震動

に対する地震応答解析結果から算定される応力等の発生値が許容値を

十分下回る。 

9 「クレーン」（ポーラクレーン、補助建屋クレーン及び SFP クレーン）

については、落下による波及的影響の防止を検討する必要があるが、ク

レーンガーダの全長が、ランウェイガーダ（クレーンの両端をそれぞれ

支持する梁）間の開口寸法より大きく、また、クレーンガーダと建屋の

躯体との隙間が小さいことから、転倒・浮上りによる落下が極めて考え

難い構造である。さらに、耐震バックチェックにおける評価結果等に基

づき、クレーンガーダの浮上り量やトロリの転倒（浮上り）防止装置の

健全性については、Ssに対するクレーンガーダの浮上り量が落下に必要

な浮上り量に達するまでに 2倍を大きく超える裕度があり、トロリの転

倒防止装置の損傷に対しても Ss の 2 倍以上の裕度がある。また、ラン

ウェイガーダ等の支持性能については、Ssに対する発生値が許容値に対
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して 2 倍以上の裕度がある。これらのことから、後述（「５．２ クリ

フエッジの特定」）のとおりクリフエッジとして特定した設備の耐震裕

度である 1.8 倍の Ss が発生した場合であっても、クレーンガーダ及び

トロリが転倒、落下することはない。 

9 「原子炉トリップ遮断器」については、既往の機器耐力試験において、
耐震許容値を超えた場合の挙動として、操作機構部が損傷することなく、

かつ、遮断器の投入状態を保持できなくなることにより開放し、その結

果としてトリップボタンが作動する安全側の動作となる構造である。 

 

以上を確認した結果、当院は、耐震裕度評価の対象設備の選定は妥当なもの

と考える。 

 

（３）評価手法及び評価条件について 

関西電力は、耐震裕度の評価にあたって、原子炉建屋及び原子炉補助建屋の

解析モデル、並びに機器・配管系の解析モデルとして応答性状を適切に表現で

きる解析モデルを設定した上で応答解析を行ったとし、解析諸元については、

設計時の値を基本とするが、実寸法、実測の物性値及び試験研究等で得られた

知見も適用したとしている。 

 

当院は、解析モデル、解析手法及び解析諸元の妥当性について確認した。 

まず、原子炉建屋、補助建屋、機器・配管等に関する耐震裕度の評価が、既

往の評価等において実績のある解析手法及び解析条件を基本的に適用して行わ

れており、妥当なものであることを、関西電力が示す資料によって確認した。

主に確認した点は以下のとおりである。 

¾ 原子炉建屋及び補助建屋の地震応答解析モデルについては、耐震バックチェ
ックに適用したモデルが用いられている。具体的には、原子炉建屋は、建屋

と大型機器を連成させた多軸の質点系曲げせん断棒モデルとし、地盤を等価

なばねで評価した建屋－地盤連成モデルとし、補助建屋は、建屋を一軸の質

点系曲げせん断棒モデルとし、地盤及び建屋基礎の 3次元有限要素法（FEM）

モデルを用いた建屋－地盤連成モデルとしている。また、いずれの建屋のモ

デルにおいても剛床を仮定している。 

¾ 機器・配管系の地震応答解析モデルについては、既往の評価等において実績
のあるモデルが適用され、機器・配管系の応答性状を適切に表現できるモデ

ルが設定されている。具体的には、1次冷却設備の地震応答解析においては、

1次冷却設備を構成する、原子炉容器を中心とした SG・1次冷却材ポンプ・

1次冷却材配管からなる複数の 1次冷却ループをモデル化した 3次元はり質
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点系とし、建屋モデルと連成させた解析モデルとしている。 

¾ 水平方向及び鉛直方向の地震力の組合せ方法については、原子炉容器、SG

及び 1次冷却材ポンプ等の評価にあたっては、水平方向及び鉛直方向につい

て、それぞれ建屋－機器・配管系の連成応答解析が行われ、また、比較的小

型の機器については、当該設備の据付床の水平方向及び鉛直方向それぞれの

床応答スペクトルを用いた応答解析等が行われ、その後、二乗和平方根

（SRSS）法等により組み合わされている。 

¾ 構造強度評価については、当該設備の地震時の機能保持を確認する観点から
重要な評価箇所が選定され、既往評価等において実績のある手法としてスペ

クトルモーダル解析または時刻歴応答解析法等により評価がなされ、解析諸

元については設計時の値が基本とされている。 

¾ 動的機能維持評価については、地震時に動的機能が要求される動的機器の設
置位置における Ss による応答加速度と許容値の比較により評価を行うとさ

れており、機能確認済加速度が設定されていない機器、Ss による応答加速

度が機能確認済加速度を上回る機器もしくは裕度をより精緻に求めている

機器については、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」

等における考え方に基づき、対象部位毎の構造強度評価または動的機能維持

評価が行われている。 

¾ 減衰定数については、既往の評価等において妥当性が確認されている値が用
いられている。 

 

次に、耐震バックチェックにおける評価結果があるものの、敢えて、耐震バ

ックチェックと異なる評価部位・解析条件等を用いているものについて、その

妥当性を確認した。また、耐震バックチェックで対象としていない耐震 S クラ

ス以外の設備等が評価対象とされていることについて、当該設備等に係る評価

内容の妥当性を、関西電力が示す資料によって確認した。その結果は以下のと

おりである。 

¾ 耐震バックチェックと異なる評価を用いていることについては、以下のとお
り、ストレステストの目的である耐震裕度の把握をより実状に近づけ、精緻

化するためになされたものと考えられることから妥当なものと考える。 

9 評価部位に相違のある設備としては、原子炉容器、SG等がある。これら

については、耐震バックチェックでは、地震荷重と地震以外の荷重（常

時荷重、運転時荷重等）を組み合わせた場合の発生値と許容値を比較し

最も耐震裕度が小さい部位を特定しているが、ストレステストでは、荷

重分析等を基に、地震荷重による発生値と地震以外の荷重による発生値

を分離し、地震荷重だけがどれだけ増加すれば許容値に達するかを考慮
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して、地震荷重に対する耐震裕度をより詳細に算定した上で、最も耐震

裕度の小さい評価部位が抽出されているため、評価部位が異なっている。 

9 耐震バックチェックと異なる解析条件を用いた設備として、海水ポンプ
及び SG 伝熱管がある。これらについては、床応答スペクトルを拡幅し

ないでスペクトルモーダル解析を実施しているが、これは、設備の実力

をより忠実に反映する観点から、実機の構造を踏まえ実機の振動特性を

適切に模擬できる解析モデル（海水ポンプ：ロータとケーシングを別々

にモデル化し双方の接触部をばねでモデル化。SG伝熱管：後述（「（４）

許容値」）のとおり。）を用いた上で、時刻歴解析に準じる手法として採

用している。なお、海水ポンプの解析に用いる床応答スペクトルについ

ては、それを支持する海水ポンプ室及び地盤系の 2次元 FEMモデルを用

いて地震応答解析を実施し算定している。 

¾ 耐震 Sクラス以外の設備等に関し、C－SFP冷却器の耐震性評価については、

既往試験の知見及び耐震 S クラス設備での評価実績等からバウンダリ機能

は維持でき、また、側板及び支持脚を対象とした評価の結果から、Ss の 2

倍以上の耐震裕度を有している。 

¾ 耐震 Sクラス以外の設備等に関し、緊急安全対策等で整備した設備のうち空

冷式非常用発電装置については、Ss のα倍の地震動を入力値とした非線形

の地震応答解析を実施し、その結果から尐なくとも Ssの 1.84倍までの地震

動に対して転倒することはなく、機能上の損傷もないことが確認されている。

なお、消防ポンプ及びホースについては地震の影響がないように保管され、

耐震裕度の評価を要しない設備としている。 

 

以上のことから、当院は、設備等に関する地震応答解析手法及び応力評価手

法、並びに評価条件は妥当なものと考える。 

 

（４）許容値について 

関西電力は、設備等の安全裕度評価に用いる許容値について、設計基準上の

許容値を用いることを基本としつつ、構造強度に係る許容値については、必要

に応じ、基準で規定されている以外の許容値を、その妥当性を示した上で用い

たとしている。また、動的機能に係る許容値について、既往の評価等で実績の

あるものを機能確認済加速度として用い、設備の実力をより忠実に反映する観

点で詳細評価を実施する場合には、部位毎の動的機能維持に係る許容値として、

個別に試験等で妥当性が確認されている値を用いたとしている。 

 

当院は、設備等の耐震裕度評価に用いる許容値の妥当性について、構造強度
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に関するもの、動的機能に関するものそれぞれについて確認した。 

まず、既往の評価等で実績のある許容値、すなわち、構造強度については基

準で定められた許容値、また、動的機能については機能確認済加速度を用いて

いる設備等については、妥当なものであることを、関西電力が示す資料によっ

て確認した。その結果は以下のとおりである。 

¾ 構造強度評価の評価基準値については「原子力発電所耐震設計技術指針
JEAG4601-補・1984，JEAG4601-1991 追補版」及び「発電用原子力設備規格 

設計・建設規格 JSME S NC1-2005」等に準拠しており、既往の評価等で実

績のあるものが基本的に用いられている。 

¾ 動的機能維持の評価基準値については、「原子力発電所耐震設計技術指針
JEAG4601-1991追補版」に基づく値または既往の試験において確認された値

等、既往の評価等で実績のあるものが基本的に用いられている。 

¾ 動的機能維持に係る詳細評価については、構造強度評価の評価基準値として
既往の評価等で認められている値が用いられ、部位毎の動的機能維持の許容

値については、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」に

おける考え方に基づき、個別に試験等で妥当性が確認されている値が用いら

れている。 

 

次に、耐震バックチェックにおける評価結果があるものの、敢えて、耐震バ

ックチェックと異なる許容値を用いているもの、すなわち、設計基準上の許容

値を用いていないものについて、その妥当性を確認した。 

設計基準上の許容値を用いていないものは、原子炉建屋及び原子炉補助建屋

と SG伝熱管である。これらについては、以下のとおり、ストレステストの目的

である耐震裕度の把握をより実状に近づけ、精緻化するためになされたものと

考えられ、また、既往の試験、解析等の知見を必要に応じて参照・整理し、精

緻化した解析手法や解析モデル等により分析した設備の応答性状を踏まえた上

で、適用可能であることが示されていることから妥当なものと考える。その結

果は、以下のとおりである。 

¾ 「原子炉建屋及び原子炉補助建屋」について、耐震バックチェックにおいて
は、耐震壁の機能維持限界のせん断ひずみ度 2.0×10-3が使用されているの

に対して、ストレステストにおける耐震裕度の評価においては、耐震壁の終

局せん断ひずみ度 4.0×10-3が使用されている。これらの限界については、

いずれも既往の評価等で実績があるが、建屋に求められる機能維持に係る耐

震裕度評価において終局せん断ひずみ度を用いて差し支えないか検討した。

建屋に求められる機能は、安全上重要な設備への波及的影響の防止、支持機

能の保持、漏えい防止機能の保持であり、これらの機能それぞれに関して、
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既往の試験・解析等の知見を整理した結果を確認し、終局せん断ひずみ度に

おいても、建屋に求められる機能の実耐力が確保されるものと考える。なお、

耐震壁の終局せん断ひずみ度 4.0×10-3については、複数の形状の壁（ボッ

クス型、円筒型等）に対する既往の試験成果から、最大耐力時のせん断ひず

みの平均値（約 6.0×10-3）に対して 1σ程度の余裕を考慮して設計上の終局

値として設定されたものである。 

¾ ストレステストにおける「SG伝熱管｣の強度評価においては、JEAC4601-2008

に定められた許容値（2.4Sm※または 2/3Su※のうち小さい方のα（形状係数）

倍）の代わりに Su のα倍を使用している。これに関し、実機の構造や模擬

試験体による振動試験等に基づき、解析モデルを 3次元モデルとして精緻化

し、地震応答解析を実施した上で構造強度を適切に評価している。SG 伝熱

管は、曲げ半径の異なる数多くの逆Ｕ字形状の細管を組み合わせて半球状に

束ねた管群を成すものであり、逆Ｕ字形の半径方向（面内）と半径方向に対

し直角方向（面外）の振動特性がある。また、同一面内の半球状の管群には、

振止め金具が挿入されているため、面内振動及び面外振動ともに伝熱管が一

体となって振動し、管群内で変形によるひずみは制限される特性がある。今

回の許容値の変更は、設備の構造や振動特性を踏まえ、耐震裕度の把握をよ

り実状に近づけるために、従来 2/3Suとしていたものを Suに変更したもの

であるが、上記のように SG 伝熱管はひずみが制限される振動特性を有する

ため、弾性解析での応力評価値が Su に達した場合であっても、生じるひず

みは破断ひずみに比べて十分小さいことから、破壊に至るまでには余裕があ

る。 

※Sm：JSME設計・建設規格に定められる設計応力強さ 

Su：JSME設計・建設規格に定められる設計引張強さ 

 

また、電気盤の動的機能に係る許容値については、BWR型の原子炉施設におい

ては既往の評価等で実績があるが、PWR型の原子炉施設においては既往の評価等

の実績が不足していることから、その許容値の妥当性を、関西電力が示す資料

によって確認した。その結果は以下のとおりである。 

¾ 電気盤の動的機能維持に関する評価は、JEAC4601-2008に基づく手順により

検討されている。 

¾ 耐震裕度が Ssの 2.5倍程度以下である①主盤・原子炉補助盤、②メタルク

ラッドスイッチギア（以下「メタクラ」という。）、③パワーセンター、④直

流き電盤、⑤ドロッパ盤及び⑥ディーゼル発電機制御盤を対象とし、それら

の機能維持確認済加速度の設定について、評価対象とする器具（内部部品）、

各器具の機能維持確認試験の概要、機能維持確認済加速度の設定値を精査し
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た。その結果、評価に用いられた試験結果の出典や試験方法が明らかであり、

それらの内容が信頼性を有していると考えられることから、ストレステスト

に用いる判定根拠として妥当なものと考える。なお、機能維持確認済加速度

には、試験の条件（試験の目的に応じた試験仕様、試験装置の限界性能等）

により、機能限界に達していないが、当該加速度まで機能が確保されたとし

て設定されるものと、実際に器具の機能限界に達した加速度を確認すること

により設定されるものがあるが、後述の「５．２ クリフエッジの特定」に

おいてクリフエッジとして特定した設備であるメタクラ、パワーセンターの

耐震裕度評価において用いられている機能確認済加速度は、試験の条件によ

り設定されているもののうち試験装置の限界性能によるものである。） 

 

なお、IAEA の勧告において「適切な信頼性を有する許容安全余裕の定義が明

確にされ、事業者に伝えられることを確実にすべきである。」とされていること

を踏まえ、設備等の評価における保守性について以下の通り考察した。 

¾ 原子力施設等の耐震設計体系における保守性は、基準地震動の設定後におい
ては、設備等の応答評価及び許容限界の設定の各段階に存在する。具体的に

は、設備等の応答評価の段階では、入力する地震動に対して応答を大きく算

出するような評価方法、評価条件が採用されていることに、また、許容限界

の設定の段階では、実際に機能喪失する限界に対して相当の裕度をもった限

界が設定されていることに、保守性が存在する。 

¾ 設備等の応答評価において保守性を与える要素として、主なものを以下に例
示する。 

9 建屋の応答解析においては、コンクリート強度として実強度より低い設
計基準強度を用いていること、せん断応力とせん断ひずみの復元力特性

としてエネルギーの吸収による減衰効果を期待していないこと等、ひず

み等の応答が大きく算出されるよう設定されている。 

9 機器・配管の応答解析においては、減衰定数として実験データの下限値
に余裕をとった値を採用する等、加速度、応力等の応答が大きく算出さ

れるよう設定されている。 

¾ 許容限界の設定において保守性を与える要素として、構造強度に対する許容
値及び動的機能維持に関する許容値に関するものを以下に例示する。 

9 構造強度に対する許容値は JSME 設計・建設規格、JEAG4601 等によるも

のが用いられているが、これらの許容値は元々ASMEの規定を基に設定さ

れており、諸外国で広く用いられている信頼性の高いものである。なお、

規格における Su値については、材料試験値を基に 1%破損確率限界値を

上回らないように設定されており、それ自身に高い信頼性を持つもので
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ある。 

9 動的機能維持に関する許容値は、前述の電気盤のように試験装置の限界
性能によるものが多く、限界値までに相当の余裕がある値が設定されて

いるものと考える。 

 

したがって、ストレステストの評価においては、これらの保守性を含む耐震

裕度の評価が実施されており、信頼性を有するものとなっていると考える。た

だし、全てが定量的に把握されているわけではなく、今後の二次評価も含めて

段階ごとに整理、考察して検討していくことが必要である。 

 

以上のことから、当院は、本評価で用いる構造強度及び動的機能に係る許容

値は妥当なものと考える。 

 

（５）経年务化について 

関西電力は、PWRプラントの高経年化技術評価における耐震安全性評価の知見

を踏まえ、耐震安全上考慮すべき経年変化事象を抽出し、これらのうち、本評

価時点で当該プラントにおいて事象の発生が認められていないもの、さらに、

プラント運転と地震による影響を比較した結果として耐震裕度の値に影響しに

くいものを対象外とした上で、考慮する経年変化要素と対象設備及び部位を抽

出し、経年変化の影響を加味した耐震裕度を算出したとしている。 

 

当院は、考慮すべき地震に係る経年変化が網羅されているかどうかを確認す

るため、評価対象外とした事象の考え方が妥当か、また評価対象とした設備等

に対する経年変化の考慮の仕方が妥当かを検討した。 

具体的には、同型炉型の高経年化対策（以下「PLM」という。）の評価実績を

踏まえて、経年変化要素の網羅性、耐震性への影響度合いを考慮した要素の選

定、当該要素が顕在化する可能性がある設備及び部位の選定が適切に実施され

ていること、また、評価にあたって考慮すべき要素ごとの評価条件、評価方法

が適切に適用されていることを、関西電力が示す資料によって確認した。その

結果は以下のとおりである。 

¾ 大飯発電所 3号機及び 4号機については、ともに運転開始後約 20年超であ

り、運転開始後 30年を超える高経年プラントに対して実施される PLM評価

は未実施であるが、関西電力の美浜発電所 1～3号機、高浜発電所 1号機及

び 2号機、大飯発電所 1号機及び 2号機に対する既往の PLM評価実績を踏ま

え、評価対象設備の主要な部位に想定される経年変化事象を網羅的に検討し、

耐震安全性評価上着目すべき経年変化事象（応力腐食割れ、腐食、脆化、疲
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労割れ、摩耗）が適切に抽出されている。 

¾ ストレステストの目的を勘案した上で、評価対象機器・部位に対して想定さ
れる経年変化事象に当該プラントの保全実績及び耐震裕度への影響を考慮

し、当該プラントにおいて事象の発生が認められていないもの（応力腐食割

れ、脆化、摩耗）、及びプラント運転と地震による影響を比較した結果とし

て耐震裕度の値に影響しにくいもの（疲労割れ）を対象外として、ストレス

テストにおいて考慮すべき経年変化事象（流れ加速型腐食）が適切に抽出さ

れている。詳細は以下のとおりである。 

9 応力腐食割れについては、定期的に試験、検査を実施し、有意な欠陥の
ないことが確認されている。なお、配管等の応力腐食割れについては、

発生が懸念される箇所に対して測定、調査を実施した結果を踏まえて予

防保全工事が実施されている。 

9 脆化については、中性子照射脆化に対して超音波探傷検査を実施し、有
意な欠陥がないことが確認されているとともに、監視試験片による試験

等を実施し運転管理上の制限を設け運用がなされている。 

9 摩耗については、定期的に摩耗等による異常がないことが確認されてい
るとともに、摩耗が僅かに生じたとしても設備に求められる機能に影響

がないことが試験等により確認されている。 

9 疲労割れについては、定期的に超音波探傷検査を実施し、有意な欠陥が
ないことが確認されているとともに、運転による累積疲労が設計時に設

定された条件に対して小さいことが確認されている。 

9 配管の流れ加速型腐食については、減肉配管の管理指針に基づき肉厚管
理を行い、必要最小肉厚を下回らないよう管理されているが、主給水配

管については、「JSME 配管減肉管理に関する技術規格」で管理が要求さ

れる、環境の厳しい配管であるため、評価対象事象、設備として抽出さ

れている。 

¾ 以上を踏まえ、考慮すべき経年変化事象としては、主給水系配管の流れ加速
型腐食による減肉事象が抽出され、当該事象を反映した耐震裕度評価がされ

ている。また、その具体的な反映方法については、減肉想定部位（主給水系

配管のエルボ部及びその下流部）について、通常の設計解析で用いる公称肉

厚（21.4mm）ではなく、必要最小肉厚（13.5mm）まで一様減肉させた状態で

配管系をモデル化し、設計評価と同等の荷重条件、応答解析手法、許容値を

用いて、応答解析及び評価を行っており、これまでの PLM評価の実績と整合

している。なお、考慮すべき経年変化事象を反映して算定した主給水系配管

の耐震裕度は Ss の 2.13倍であり、「５．２ クリフエッジの特定」におい

てクリフエッジとして特定した設備の耐震裕度である Ssの 1.8 倍に影響を
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与えるものではない。 

 

以上のことから、当院は、地震に係る経年変化の考慮は妥当なものと考える。 

 

（６）裕度の算出方法について 

関西電力は、各設備の Ssに対する裕度として、当該評価対象設備の損傷モー

ドに応じた Ssに対する評価値と許容値から、評価対象設備毎に耐震裕度を求め、

評価値が許容値に達する値を Ssとの比で算出したとしている。なお、Ssに対す

る評価値と許容値から耐震裕度を算定しにくい一部の設備等については、Ss を

係数倍した地震動を用いた地震応答解析を実施して、直接、耐震裕度を算定し

たとしている。 

 

当院は、設備等の耐震裕度の算出方法の妥当性について、関西電力が示す資

料によって確認した。 

設備等の耐震裕度の算出方法については、平成 23年 7月に当院が示した際に

は、設計上の想定を超える程度に応じて、設備等の発生値と許容値等を比較し、

機能喪失するか否かを評価して、その限界となる値を求め、これを裕度として

算出することとしている。関西電力は、地震動の増加に伴って設備等の地震応

答解析による発生値が線形的に増加していく傾向にあるものについては、Ss に

対する評価値と許容値の比較から耐震裕度を算出する一方、そのような傾向に

ないもの（一般的には、入力に対して応答が比例しないような場合、応答が非

線形であるという。）について、Ssを係数倍した地震動に対する評価値と許容値

の比較から耐震裕度を算出している。 

これらのうち、Ss に対する評価値と許容値の比較から耐震裕度を算出する方

法については、「（３）評価手法及び評価条件について」及び「（４）許容値につ

いて」で当院が確認した値を算出根拠としていることから、妥当なものと考え

る。 

また、Ss を係数倍した地震動に対する評価値と許容値の比較から耐震裕度を

算出しているものとしては、原子炉建屋及び原子炉補助建屋があり、これらに

ついては水平方向に関して 2倍の Ssに対する地震応答解析が実施され、RC造耐

震壁のせん断ひずみが終局限界付近であることにより、この 2倍の Ssが耐震裕

度とされている。当院は、このように設計レベルを大きく超える範囲の評価で

あることから、当該解析の条件、手法の適用性、結果等の詳細を提示するよう

関西電力に指摘した。 

その結果、原子炉建屋及び原子炉補助建屋ともに、設計レベルを大きく超え

る範囲であっても適用可能な解析の条件、手法が採用されているが、基礎の接
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地率等については、基礎浮上りによる誘発上下動の影響を検討するためのめや

す値である 65％を下回ることから、基礎浮上りによる誘発上下動が設備の耐震

裕度の評価に及ぼす影響を、関西電力が示す資料によって確認した。 

また、原子炉建屋及び原子炉補助建屋ともに、2 倍の Ss に対する応答が非線

形の領域に達しており、建屋の剛性低下等の影響により建屋の床応答スペクト

ルの特性が変わり建屋に設置している機器・配管系の耐震裕度の評価結果や後

述（「５．２ クリフエッジの特定」）のクリフエッジの特定結果が変動する可

能性があることから、建屋応答の非線形性（建屋の剛性低下により振動特性が

変化し応答が非線形となる。）がストレステストに及ぼす影響を、関西電力が示

す資料によって確認した。 

これら 2点について重点的に確認した結果は以下のとおりである。 

 

１）基礎浮上りによる誘発上下動が設備の耐震裕度の評価に及ぼす影響 

¾ 原子炉建屋については、地震応答解析モデルのうち、建屋、地盤間の相互作
用ばねに付着力を考慮して解析した結果、基礎の接地率等がめやす値の 65％

を上回る数値となったこと、付着力を考慮したものとそうでないモデルによ

る床応答の差異が小さいことから、誘発上下動の影響は軽微である。 

¾ 原子炉補助建屋については、地震応答解析モデルのうち、基礎と地盤の間の
付着力に関して、大飯発電所の岩盤から採取した試験体の直接引張試験にお

ける、最小値に余裕を考慮した値（0.3N/mm2）から平均値（0.87N/mm2）に変

更して解析した結果、基礎の接地率等が 97％程度まで改善されたこと、水

平動による誘発上下動成分が鉛直動による鉛直成分に比して小さいことか

ら、誘発上下動の影響は軽微である。 

 

以上より、基礎浮上りによる誘発上下動が応答に及ぼす影響に関しては、原

子炉建屋及び原子炉補助建屋について、基礎と地盤の間の付着力として、より

現実的な値を考慮して解析した結果、基礎の接地率等が改善されるとともに、

設備の評価に用いる床応答スペクトルにおいて基礎浮上りによる誘発上下動の

影響が軽微であり、設備の耐震裕度の評価への影響は極めて小さいものと考え

る。 

 

２）建屋応答の非線形性がストレステストに及ぼす影響 

¾ 後述（「５．２ クリフエッジの特定」）のクリフエッジとなるイベントツリ

ーについて、イベントツリーを構成する緩和機能において最小裕度となる設

備（9設備）を対象に、Ssからα倍（主にはα=2.0：原子炉建屋及び原子炉

補助建屋の耐震裕度が 2倍の Ssを入力値とした地震応答解析により求めら



32 
 

れているため）の Ss に建屋への水平方向の入力を増加させた場合の設備の

応答倍率（以下、単に「応答倍率」という。）を算定した結果、応答倍率が

1 をほぼ下回り、減衰効果が見られる。したがって、α倍の Ss を入力値と

した建屋の地震応答解析を基に算定した耐震裕度を用いれば、耐震裕度の向

上が見込まれるが、Ss を入力値として同様に算定した耐震裕度を用いるこ

とにより、安全側の（ほぼ同程度の、または小さい）耐震裕度を算定してい

ることを確認した。その詳細は以下のとおりである。 

9 地震応答解析結果の最大応答加速度等を評価値として用いている設備
として、燃料取替用水ポンプについては、応答倍率が 1.02 であり入力

とほぼ同程度となり、裕度もほぼ同程度となること、地震加速度計、原

子炉補機冷却水ポンプ、メタクラ、パワーセンター、直流き電盤及びタ

ービン動補助給水ポンプについては、応答倍率が 0.93～0.99 であり、

α倍の Ssを入力とした方が 1割以内の減衰効果があり、1割以内の裕度

向上が見込まれる。 

9 地震応答解析結果による荷重を基に算定した応力等を評価値として用
いている設備として、海水ポンプについては、応答倍率が 1.01 であり

入力とほぼ同程度となり、裕度もほぼ同程度となること、余熱除去系配

管については、応答倍率が 0.80であり、α倍の Ssを入力とした方が 2

割程度の減衰効果があり 2割程度の裕度向上が見込まれる。 

9 応答倍率の傾向に関する考察として、余熱除去系配管については、当該
配管の設置位置における床応答スペクトルが、建屋の非線形応答の影響

により当該配管の複数の固有周期帯より長周期側にやや変化し、応答に

影響のある複数の固有周期において床応答スペクトルが低下し、建屋の

非線形応答の影響による低減効果が他の設備より大きくなったものと

考える。余熱除去系配管以外の設備については、剛性の高い機器であり

応答に影響のある固有周期が短周期側で、かつ周期も限られているため、

建屋の非線形応答の影響による低減効果が相対的に小さくなるか、また

は僅かに増加したものと考える。 

¾ Ssからα倍の Ssに入力を増加させた場合等の応答倍率を基に建屋応答の非

線形性を簡易的に考慮した耐震裕度を算定し、イベントツリー上で比較した

結果、影響緩和機能の耐震裕度に若干の変動があるものの、後述（「５．２ 

クリフエッジの特定」）のクリフエッジの特定結果（1.80）に影響が無いこ

とを確認した。その詳細は以下のとおりである。 

9 起因事象の成功パスを構成する影響緩和機能の変動のうち、クリフエッ
ジの特定結果（1.80）未満の耐震裕度の設備が変動（原子炉補機冷却水

ポンプ：1.75→1.89、海水ポンプ 1.78→1.77、燃料取替用水ポンプ：1.64
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→1.61）し、成功パスにおける最小裕度の設備とその値が変わる。 

9 地震加速度計、メタクラ及びパワーセンターについては、鉛直方向の線
形解析により評価した値で耐震裕度が決まっており、鉛直方向の地震応

答解析では非線形性の影響が出ないため、耐震裕度の値が変化しない。 

9 起因事象における成功パスのうちクリフエッジ（1.80）を特定するメタ

クラ、パワーセンターについては、非線形性を考慮する前と後で、クリ

フエッジの値及び対象設備は変わらない。 

 

以上より、建屋応答の非線形性がストレステストに及ぼす影響に関しては、

建屋応答が線形的に増加するものとして扱うことにより、建屋に設置された設

備等の耐震裕度が、建屋応答の非線形を考慮した場合に比べ、安全側の（ほぼ

同程度の、または小さい）値となることから、耐震裕度の把握の観点から支障

無いものと考える。また、大飯発電所 3号機及び 4号機の評価結果においては、

建屋応答の非線形性がクリフエッジの特定に影響しないことから、ストレステ

ストの目的のひとつである弱点の把握の観点から支障無いものと考える。 

 

以上のことから、当院は、設備等の耐震裕度の算出方法は妥当なものと考え

る。 

なお、今回算出した、設備等の耐震裕度については、既往評価等において実

績のあるモデル、解析条件等を用いた場合の検討結果であり、今後、さらに詳

細なモデルを採用する等、モデル、解析条件を変更した場合には、耐震裕度の

値が変わる可能性があるものと考える。 

 

５．２ クリフエッジの特定について 

 

（１）炉心に対する評価について 

 

１）関西電力による評価 

 地震を起因として炉心損傷に至る事象（以下「起因事象」という。）を、「原

子力発電所の地震を起因とした確率論的安全評価実施基準：2007」（以下「地震

PSA 学会標準」という。）に示される考え方に基づき選定した上で、各起因事象

の影響緩和に必要な機能（以下「影響緩和機能」という。）を抽出し、各起因事

象が発生した場合にも炉心損傷に至らない場合のシナリオ（以下「収束シナリ

オ」という。）を、イベントツリーを用いて特定したとしている（表５－１、表

５－２）。 

各起因事象の発生に直接関係する設備等の耐震裕度を評価した結果、起因事
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象発生までの耐震裕度が最も小さいのは「主給水喪失」及び「外部電源喪失」

であり、それぞれ Ss未満の地震動においても耐震 Cクラスの設備等（それぞれ

主給水ポンプ、碍子等：発電所構内の母線などの電線を支持し、絶縁する磁器

製の支持構造物等）の破損により当該事象が発生するとし、また、主給水喪失

事象のイベントツリーを構成する影響緩和機能は外部電源喪失のイベントツリ

ーに含まれることから、外部電源喪失について評価を行ったとしている。 

外部電源喪失の収束シナリオを特定した上で、収束に活用される全ての影響

緩和機能の裕度を評価した結果、耐震裕度は 1.80 倍の Ss であるとしている。

なお、次に大きな地震動で発生する起因事象は、「補機冷却水の喪失」であるが、

この場合の収束シナリオを分析した結果、耐震裕度は、外部電源喪失シナリオ

と同様の 1.80倍の Ssであったとしている（図５－１）。 

同シナリオでは、起因事象発生後、原子炉の停止に成功するものの、非常用

所内電源からの電源供給の喪失により全交流電源喪失に至る。この際、タービ

ン動補助給水ポンプによる SGへの給水と、主蒸気逃がし弁を手動操作で開放す

ることで熱を放出し、2次系による冷却を行う。また、蓄圧タンクのほう酸水の

注入を行うことで未臨界性を確保し、蓄電池が枯渇するまでに空冷式非常用発

電装置を繋ぎこみ給電を行うとともに、復水ピットの水が枯渇するまでに、消

防ポンプを用いた海水の給水を行うことにより水源を確保し、2次系冷却を継続

することにより炉心損傷を防止することとしている。 

また、この収束シナリオの中で最も裕度の小さい影響緩和機能及び当該影響

緩和機能失敗の要因（以下「クリフエッジ」という。）の所在は、空冷式非常用

発電装置による給電の失敗であり、当該影響緩和機能失敗の原因は、メタクラ、

パワーセンターの機能損傷であり、それらの耐震裕度は 1.80 倍の Ss であると

特定している。 

 

２）当院の評価 

当院は、地震による起因事象の選定やクリフエッジの特定の妥当性を確認す

るため、ストレステストのクリフエッジ評価のための手順、起因事象の選定方

法、イベントツリー、フォールトツリーの構築方法及びそれらの結果について、

関西電力が示す資料によって確認した。確認したポイントは以下のとおり。 

 

①起因事象の選定方法 

起因事象の選定は、設置許可申請書添付書類十における起因事象、内的事象

PSAで考慮している起因事象を基に、地震に特有な事象を追加、統合、または地

震により発生しないと考えられる事象を除外することで行っていることを確認

した。 
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内的事象 PSAでは、主給水喪失、外部電源喪失、過渡事象、2次冷却系の破断、

SG伝熱管破損、大・中・小破断 LOCA（冷却材喪失）、ATWS（スクラム失敗事象）、

補機冷却水の喪失、余熱除去系隔離弁 LOCA、手動停止の 12事象が起因事象とし

て挙げられている。 

¾ 今回の評価では、内的事象 PSAの起因事象の他に、地震 PSAにおける起因事

象の考え方を踏まえ、設備等の損傷によって影響緩和機能に期待できない事

象（例えば、地震による原子炉建屋の構造損傷や中央制御室の制御盤等の機

能損傷）が「炉心損傷直結」として追加されている。なお、「炉心損傷直結」

については、事象の進展に冗長性があったとしても状態の把握や制御が困難

であるものと位置付けられ、評価上、ただちに炉心損傷に至るものとして、

保守的に扱われている。 

¾ 他方、内的事象 PSA の起因事象のうち、「手動停止」については、ストレス

テストで対象とする地震動レベルでは原子炉が既に自動停止しているため

対象外とされている。なお、地震時に原子炉自動停止に失敗した場合には

「ATWS」となるが、「ATWS」は先に定めた「炉心損傷直結」に含められてい

る。 

¾ 「過渡事象」については、地震時には、まず耐震クラスの低い主給水系が機
能喪失し、これによって「過渡事象」に至るため、「主給水喪失」に含めら

れている。 

¾ 「余熱除去系隔離弁 LOCA」及び「SG 伝熱管破損」については、地震時の起

因事象として考えれば、いずれも放射性物質を含む 1次冷却材が格納容器を

経由せずに直接環境に放出される事象となるため、「格納容器バイパス」と

いう起因事象が新たに定義され、ここに含められている。 

 

以上の考察を経て、地震による起因事象として、主給水喪失、外部電源喪失、

2 次冷却系の破断、格納容器バイパス、大・中・小破断 LOCA、補機冷却水の喪

失、炉心損傷直結が選択されており、これはこれまでの PSA 等の知見に照らし

て妥当なものと考える。それぞれの事象が発生する原因となる設備及びその耐

震裕度等を表５－１に示す。 

 

② イベントツリー、フォールトツリー、評価対象設備の関連について 

¾ 選定した各起因事象に対して、予め作成された機器リスト作成に係るフロー
に基づき、既往の PSA の知見、運転手順等を参考に、事象の影響緩和に必

要な機能抽出され、事象の進展を収束させるシナリオが特定され、イベント

ツリーが作成されている。 

¾ 作成されたイベントツリーの各ヘディング（フロントライン系）として、要
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求される機能を満足するために必要となる設備が抽出されるとともに、各設

備の機能達成に必要なサポート系（電源、補機冷却水（以下「CCW」という。）、

制御用空気など）の設備が抽出され、系統図上で整理されている。 

¾ 上記 2項目の作業により抽出された設備に対して、既往の知見等から大きな

裕度があることが明らかな設備等を除いたものを対象に各設備の耐震裕度

評価が行われ、評価結果とあわせて、機器リストとして策定されている。 

¾ 機器リストの耐震裕度をインプットとして、フォールトツリーを展開するこ
とで、イベントツリーの各ヘディングの耐震裕度を評価することにより、地

震におけるクリフエッジ評価が行われている。 

¾ ここで、クリフエッジ評価について事業者報告書において明確でない事項で
あって、地震評価について重要と考えられる、非常用電源の種類及び裕度の

考え方、SG への補助給水に係る影響緩和機能の裕度の考え方、中央制御室

からの操作と現場操作との相違について、以下のとおり確認した。 

9 地震の評価における非常用電源の種類及び裕度の考え方： 

z 非常用所内電源からの給電に成功するパスの場合、非常用所内電源
（6.6kVAC、480VAC、125VDC 及び 115VAC）の耐震裕度は、この機能

達成に必要となる設備のうち、最も裕度の小さい非常用ディーゼル

発電機に冷却水を供給する海水ポンプの裕度（1.78）により決まる

とされている。一方、非常用ディーゼル発電機からの給電に失敗す

るパスの場合、タービン動補助給水ポンプの起動等は、蓄電池から

の直流電源給電により達成されるため、これに関わる設備のうち最

も裕度の小さい 125VDC電源に属する直流き電盤の裕度（2.13）によ

り、非常用所内電源（125VDC及び 115VAC）の裕度が決まるとされて

いる。 

9 地震の評価における補助給水による SG への給水に係る影響緩和機能の

裕度の考え方： 

z イベントツリーにおける補助給水による SG への給水に係る影響緩

和機能は、①補助給水による SG への給水（電動またはタービン動）

（裕度：1.78）、②補助給水による SG への給水（タービン動（消防

ポンプによる復水ピットへの給水を含む））（裕度：1.81）、③補助給

水による SGへの給水（電動またはタービン動（消防ポンプによる復

水ピットへの給水を含む））（裕度：1.78）の 3通りとされている。 

z これらのうち、①と③においては、電動補助給水ポンプ使用のため、
非常用所内電源を必要とすることから、その機能達成に必要となる

設備のうち最も裕度の小さい海水ポンプの裕度 1.78により、当該影

響緩和機能の裕度が決まるとされている。②においては、必要とな
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る設備のうち最も裕度の小さなタービン動補助給水ポンプの裕度

1.81により、当該影響緩和機能の裕度が決まるとされている。なお、

消防ポンプによる復水ピットへの給水は裕度決定には直接影響しな

い。 

9 地震の評価における中央制御室からの操作と現場操作の相違点につい
て：  

z 中央制御室からの操作と現場操作を想定するものとして、主蒸気逃
がし弁による熱放出があり、①中央制御室からの自動または手動操

作（裕度：1.75）と②現場における手動操作（裕度：2.13）の 2 通

りとされている。 

z ①は非常用所内電源からの給電に成功するパスにおける緩和系であ
り、中央制御室からの主蒸気逃がし弁を開放するための駆動源とな

る制御用空気系統を冷却するため、CCW 系統の機能が必要とされて

いる。この機能を達成するために必要となる設備のうち最も裕度の

小さい CCWポンプの裕度 1.75により、当該影響緩和機能の裕度が決

まるとされている。 

z ②は非常用所内電源からの給電に失敗するパスにおける緩和系であ
り、作業員が現場で当該弁を開放するため、制御用空気系や CCW 系

統は不要であるが、1次冷却材圧力計・温度計に 115VAC電源を供給

する機器が必要とされている。短期的にはこの 115VAC電源は、蓄電

池を供給源として、125VDC電源から変換して供給されるものであり、

この機能達成に必要となる設備のうち最も裕度の小さな 125VDC 電

源に属する直流き電盤の裕度 2.13により、当該影響緩和機能の裕度

が決まるとされている。 

 

以上より、各起因事象のイベントツリーの各ヘディングとなるフロントライ

ン系、及び、当該フロントライン系の達成に必要なサポート系が適切に抽出さ

れていること、評価対象設備の耐震裕度の評価結果からフォールトツリーを展

開した上で各ヘディングの耐震裕度が適切に評価されていること等から、イベ

ントツリー、フォールトツリーの作成及びこれらと評価対象設備の関連につい

ては妥当なものと考える。 

 

③防護措置の成立性について 

緊急安全対策等、事象の進展に応じて必要となる防護措置に関して、防護措

置の成立性や信頼性を確認するため、措置に係る設備、その設置場所、アクセ

スルート等の地震に対する耐性、防護措置に係る体制等について、関西電力が
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示す資料及び現地調査によって確認した。その結果は以下のとおりである。 

¾ 防護措置に係る設備の地震に対する耐性については、前述（「（３）評価手法
及び評価条件について」）のとおり、消防ポンプ及び消火ホース等が地震の

影響を受けないよう保管され、耐震裕度の評価を要しない設備となっている

こと、空冷式非常用発電装置の機能保持に係る裕度が Ssの 1.84倍であり、

炉心燃料のクリフエッジとして特定されたメタクラ、パワーセンターの耐震

裕度（1.80）よりも大きいことから、措置の実施に支障はないと考える。 

¾ 防護措置に係る設備の設置場所の地震に対する耐性については、設置場所や
周辺の状況を踏まえて被害想定をした上で、当院の指摘を反映して、設備等

の損傷を最小限に抑えるための対策等を適切に施しており、措置の実施に支

障はないと考える。重点的に確認した内容は以下のとおりである。 

9 消防ポンプ及び消火ホースの保管場所であるトンネル（吉見トンネル及
び陀羅山トンネル）については、硬質岩盤内に設置されており耐震性は

高いと考える。また、適切に維持管理されていることを確認したが、Ss

を超える地震動に対してトンネル内面のコンクリート小片の剥落が否

定できないことから、鋼製ラック、フード等による防護対策の強化を検

討するよう指摘した結果、対策が施され、現地調査において実施済みの

状況を確認した。また、設備の棄損を考慮し、予備率 248%（必要台数

25台のところ予備を 62台準備）とし、吉見トンネルに 62台（必要設備

25台及び予備設備 37台）、陀羅山トンネルに予備設備 25台を分散させ

て設置していることは適切と考える。ただし、陀羅山トンネルについて

は、現地調査の結果として指摘した内容等は以下のとおりである。 

z 閉止処理した未使用配管がトンネル内頂部に残存しており、地震時に
落下して作業通路を塞ぐ可能性があるため、作業の阻害要因とならな

いよう撤去することを検討するよう指摘した。この指摘への対応とし

ては、平成 24年 9月までに当該配管を撤去するとされていることを

確認した。 

z トンネル内に設置されている水配管は耐震クラスが低く地震時の破
断による漏水が予想されるため、保管台のかさ上げ等、対策を検討す

るよう指摘した。この指摘への対応としては、配管の下部にあらかじ

め堰が設けられており、水配管が破断し漏水した場合であってもポン

プ配置エリアへの浸水は限定されること、消防ポンプは高さ約 50mm

のパレットの上に配置されていること、同パレットの上に配置されて

いなかった一部の消防ポンプについてもパレット上に配置されるよ

う措置が施されたことを確認した。 

9 空冷式非常用発電装置等の電源機能に係る設備の設置場所である原子炉
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建屋背面道路については、盤面に相当の強度を有しており支持性が確保

されているものと考える。当該道路は背後斜面に面しているが、当該斜

面については、地震時の安定性評価結果が示され Ssに対して十分な余裕

（2 倍以上）を有し安定性は確保されている。ただし、Ss を超える地震

動に対して表層部の剥落が否定できないことから、今後も法面の維持管

理を継続的に実施していくことが重要である。なお、現地調査を踏まえ

て指摘した内容等は以下のとおりである。 

z 背後斜面の擁壁の上部の地山についても影響の有無に関する調査を
実施する必要性について指摘した。この指摘への対応としては、擁壁

上部の地山の部分のすべり安定性についても具体的な評価結果が示

され、Ssに対して十分な余裕（2倍以上）を有し安定性は確保されて

いることを確認した。 

z 電源機能の残存性のより一層の向上の観点から、落下物に対する防護
対策の強化、将来的な設備の分散配置等を検討するよう指摘した。こ

の指摘への対応としては、斜面からの落石に対して万全を期するため、

平成 24年 6月までに落石防護柵を設置するとされていることを確認

した。 

9 消防ポンプ用燃料であるガソリンの保管庫については、壁式鉄筋コンク
リート構造または軽量鉄骨構造の平屋であり、いずれも耐震性能が一般

産業施設と同程度である。このうち、壁式鉄筋コンクリート構造の保管

庫については、壁の破損等によりガソリン補給の困難な状況が否定でき

ないため、施設の残存性に対して有利な軽量鉄骨構造の保管庫への移設

を検討するよう指摘した。その結果、対応がなされ、現地調査において

実施済みの状況を確認した。また、保管庫をコンクリートブロックにア

ンカー止めして保管庫の転倒防止の対策を施していること、ドラム缶を

固縛して転倒防止、散乱の対策を施していることは適切と考える。 

¾ 防護措置に係るアクセスルートの地震に対する耐性については、アクセスル
ート周辺の地形やこれまでの維持管理状況等（現地調査において確認済み）

を踏まえて、地震による道路面の不等沈下、周辺の地山のすべりによる道路

面への土砂等の流れ込み、地震による道路面へのがれきの散乱などの被害想

定を行った上で、不等沈下による段差の解消、周辺から流れ込んだ土砂及び

散乱したがれき等の撤去などの復旧想定や、「道路土工施工指針」（昭和61年、

社団法人日本道路協会）を用い余裕を持たせた復旧時間（水源及び電源に係

る措置に必要なルートの復旧に対して 7 時間）の算定を行っており、これら

の被害想定、復旧想定、復旧時間の算定の考え方は、適切なものと考える。

なお、防護措置に係るアクセスルート等に関連して、原子炉建屋近辺の地盤
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の状況についても原子炉建屋基礎地盤における地震時の安定性評価結果が示

され、Ss に対して十分な余裕（2 倍以上）を有していることから、安定性は

確保されていると考える。 

¾ 算定した時間内の復旧の実現性に関しては、人員、重機性能を確認するとと
もに、現地調査において、アクセスルートへ流入した土砂の撤去に係る訓練

の実施状況として、人員の重機操作能力や目標時間内の撤去完了を確認した。

今後も、実際の被災時の状況での復旧の実現性や復旧措置後の使用性を高め

るため、訓練等を継続して実施することが必要と考える。 

¾ アクセスルート上にある補助ボイラー燃料タンクが、地震時に損傷して燃料
がアクセスルート周辺に流出し火災の原因となる可能性があることから、当

該タンクの耐漏えい機能に係る耐震裕度を把握した上で、必要に応じて漏出

対策を強化するよう指摘した。この指摘への対応として、2倍の Ssに対する

耐漏えい機能に係る解析の結果から、当該タンク本体がただちに崩壊するこ

となく小規模な漏えいに留まると推定されること、防油堤のかさ上げ等の更

なる対策について継続的に検討されることを確認した。 

¾ 消防ポンプへの給油時における火災対策の必要性について、当院から指摘し
たところ、現地調査において各消防ポンプに消火器が配備されていることを

確認した。また、現地調査において、消防ポンプを停止せずに給油を継続で

きる別置きタンク等の機材の準備を進めているとの説明があったため、これ

らについても火災に対する安全管理の徹底の必要性を指摘した。この指摘へ

の対応として、現地調査後に、追加配備したタンクの周囲には監視員の配置

及び消火器を配備し防火対策を講じるとしていることに加え、吸着マット上

に同タンクを配置することで給油時のこぼれ等にも対応できるようにしたこ

と、訓練等を通じて安全管理の徹底を図ることを確認した。さらに複数のタ

ンクを固縛し転倒防止をより確実にする対策を実施すべく継続的な取り組み

を行っていることを確認した。 

¾ 防護措置に係る体制や役割分担、要員配置については、直流電源が喪失する
までに代替の交流電源を確保すること、炉心や使用済燃料の冷却のために必

要な給水確保など、必要な作業が抽出され、この作業を遂行するために必要

な要員数について評価が行われていることを確認した。空冷式非常用発電装

置の起動・接続等の初動対応において防護措置を行う要員は、発電所に常駐

する30名（運転員22名（1号機及び2号機12名、3号機及び4号機10名）、緊急安

全対策要員8名（社員2名、協力会社要員6名））で行い、炉心等の冷却の給水

確保等は発電所外からの召集要員20名が加わり行われ、さらに、その後の防

護措置の実施のため十分な要員を確保することとし、発電所外から、166名の

要員を召集する計画としている（平成23年12月26日現在）（図５－２、図５－
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３）。発電所対策本部長（発電所長）の指揮の下に課長クラスを班長とする体

制が構成され、それぞれ、防護措置として必要な作業が割り振られているこ

とを確認した（図５－４）。発電所外からの召集要員の確保については、発電

所までのアクセスルートや手段の確保などについて実現性のある評価を行っ

ていること、平成23年12月28日には常駐者を14名増員し、今後も引き続き発

電所の常駐者を段階的に増強し、体制の強化を図る予定であることを確認し

た。 

¾ 事故時の指揮所の成立性について確認した。放射線被ばくを防止する機能を
備えた緊急時対策所は、1号機タービン建屋横の第1事務所地下1階にあり、当

該建物の耐震性は建築基準法の1.5倍の耐力であるため、地震によるクリフエ

ッジ（Ssの1.80倍）に対して使用が期待できず、また、建物はEL.9.3mに設置

されているため、後述（「６．２ クリフエッジの特定」）の津波によるクリ

フエッジ（津波高さT.P.11.4m）に対しては、津波来襲後に浸水することにな

り、使用が期待できない。また、この代替施設は、EL.11.3mに設置された第2

事務所の6階（EL.32.4m）であるが、同所は津波による影響はないものの、建

物自体が建築基準法に基づき設計されたものであるため、地震によるクリフ

エッジに対して使用が期待できない。 

¾ このため、関西電力は、地震と津波両方のクリフエッジに対して機能する緊
急時対策所を確保するため、平成28年度中を目途に、クリフエッジとなる

EL.11.4mを超える高台を整地し、免震構造により耐震Sクラスと同等の耐震性

を持ち、放射線被ばくを防止する機能、非常用発電機、通信設備等を備える

免震事務棟を設置する計画を有していることを確認した。また、同免震事務

棟を設置するまでの間は、緊急時対策所の代替の指揮所として、3号機及び4

号機共用の中央制御室の会議室及び運転員控室（延べ約108m2、放射線被ばく

を防止する機能有り）を利用し、緊急時衛星通信システム（配備済）等の通

信機器により発電所内外との情報連絡を行う等により、指揮機能を確保する

用意があることを確認した。また、1号機及び2号機の中央制御室資料室（32m2、

放射線被ばくを防止する機能有り）についても、緊急時衛星通信システム（配

備済）等の通信機器により、初動の段階において発電所内外との情報連絡を

行う等により指揮を行うことは可能な場所としていることを確認した。さら

に、建屋内の施設がいずれも使用できない場合を想定し、緊急時対策所の代

替の指揮所として、発電所構内の屋外に災害対応用の屋外テントを設置し、

そこに発電所外との連絡用の緊急時衛星通信システムや発電所構内外連絡用

の衛星携帯電話、トランシーバー、仮設電源を備える用意があることを確認

した。 

¾ 関西電力は、休日夜間に事象が発生した場合、発電所に常駐する指揮者（副
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所長クラス）と当直課長が連絡、連係して対応することとしており、防護措

置に係る主要な作業は、指揮者と当直課長からの指示に従い行われるもので

あることを確認した。なお、地震や津波が発生した場合における発電所対策

本部の召集要員の確保の方法についての追加的な検討や、4機同時に被災した

場合における指揮所機能についての訓練の実施等により、より合理的、効果

的な活動を実施できるよう継続的な取組をすべきと考える。 

¾ 大飯発電所の中央制御室及び同会議室等における放射線被ばくを防止する機
能は、放射線遮へい構造及び換気空調設備による。換気空調設備は、通常は、

外気の一部取入れと屋外への放出により行っているが、事故時は、中央制御

室非常用 環フ ンが自動起動するとともに、外気取入れ口及び放出口が閉

止し、閉回路 環運転に切り替わる。また、 環空気の一部をよう素除去フ

ィルタが装着された中央制御室非常用 環フィルタユニットに通すことによ

り中央制御室及び同会議室等の空気を浄化する。大飯発電所3号機及び4号機

は、平成23年6月に当院より指示したシビアアクシデントへの対応に関する措

置として、全交流電源喪失時においても空冷式非常用発電装置から非常用換

気空調設備へ電力を供給できるよう対策を実施している。 

¾ 当院としては、緊急時における指揮系統の要としての対策所の重要性に鑑み
れば、免震事務棟の前倒し設置を図るとともに、それまでの間についても、

より確実な代替措置の構築を検討すべきと考える。 

 

なお、IAEA の勧告では「耐震安全余裕評価において、基本的安全機能の成功

パスの完全性をチェックするためのシステムウォークダウン、及び安全余裕の

計算に使用するために相互の影響を特定し、竣工時及び運転時の情報を収集す

るための地震／洪水耐性ウォークダウンが含まれることを確実にすべきであ

る。」とされている（別添６、別添７）。そこで、関西電力により実施されてい

る現場確認の概要について整理した。その結果は以下のとおりである。 

¾ 建設時の使用前検査等における確認や運転開始以降の定期検査等における
現場確認に加え、関西電力が別途実施している地震 PSA実施に向けた確認に

おいて、日本原子力学会の地震 PSA標準に基づき、耐震安全性に係る確認と

して、対象機器、配管について設計図面等と相違ないこと、基礎部分を含め

て異常がないこと、周辺の設備等が波及的影響を及ぼさないことが確認され

ている。また、リカバリー操作の確認として、現場操作のためのアクセスが

可能であること、現場操作が可能であることが確認されている。 

¾ また、緊急安全対策等の実施にあたり、原子炉建屋外及び原子炉補助建屋外
の浸水領域からそれぞれの建屋内の浸水対策範囲への浸水経路となりうる、

扉、配管貫通部、ドレン配管、トレンチ等が網羅的に点検されるとともに、
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浸水対策箇所と処置方法が決定され、扉や貫通部へのシール施工やドレン配

管の閉止等の浸水対策工事が実施されている。また、工事完了段階において、

計画どおりに施工され、所定の機能が達成されることが確認されている。 

 

したがって、ストレステストは、建設時、運転開始以降のそれぞれの段階に

おける現場確認の内容を基に適切に評価が実施されているものと考える。ただ

し、今後の二次評価も含めて段階ごとに、事業者が IAEAの指針等と整合した原

子力学会 PSA 標準等に基づき現場確認を体系的に整理し報告するとともに、そ

の結果を当院が確認することが、信頼性、説明性のより一層の向上の観点から

必要である。 

 

以上のことから、当院は、炉心の燃料に対する評価における、地震による起

因事象の選定やクリフエッジの特定、また防護措置の成立性については、緊急

時対策所について、一層の検討の余地はあるものの、概ね妥当なものと考える。 

 

（２）SFPの燃料に対する評価について 

 

１）関西電力による評価 

 地震を起因として SFP にある燃料の損傷に至る事象を、SFP の保有水の流出、

SFP冷却系の機能喪失に伴う崩壊熱除去失敗を考慮して選定した上で、各起因事

象の影響緩和機能を抽出し、イベントツリーを用いて収束シナリオを特定した

としている（表５－３、表５－４）。 

各起因事象の発生に直接関係する設備等の耐震裕度を評価した結果、起因事

象発生までの耐震裕度が最も小さいのは「外部電源喪失」であり、Ss 未満の地

震動においても耐震 C クラスの設備等（碍子等：発電所構内の母線などの電線

を支持し、絶縁する磁器製の支持構造物等）の破損により当該事象が発生する

とし、また、「補機冷却水の喪失」及び「SFP 冷却機能喪失」についてはイベン

トツリーが同様のものとなることから、これら 2 つの起因事象の評価をまとめ

て行ったとしている。 

外部電源喪失、SFP冷却機能喪失及び補機冷却水の喪失の各起因事象の収束シ

ナリオを特定した上で、収束に用いられる全ての影響緩和機能の耐震裕度を評

価し、収束シナリオの耐震裕度を特定した結果、2倍の Ss以上で SFPの構造損

傷が発生し（以下「SFP 損傷」という。）重大な燃料の損傷に至ると考えられる

ことから、耐震裕度は 2倍の Ssであるとしている。選定された主な収束シナリ

オは、起因事象発生後、非常用所内電源からの給電、燃料取替用水ポンプによ

る注水、燃料取替用水ピットによる水源の確保に失敗し、消防ポンプによる注
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水を行うシナリオである（図５－５）。 

クリフエッジの所在は、SFPの構造損傷であり、その耐震裕度は 2倍の Ssで

あると特定している。 

 

２）当院の評価 

当院は、地震による起因事象の選定やクリフエッジの特定の妥当性を確認す

るため、ストレステストのクリフエッジ評価のための手順、起因事象の選定方

法、イベントツリー、フォールトツリーの構築方法及びそれらの結果について

確認した。その結果は以下のとおりである。 

 

①起因事象の選定方法 

地震により SFPに貯蔵中の燃料の健全性を脅かす要因として、SFPの冷却機能

喪失による燃料の異常な過熱が考えられ、これに至る要因として、「SFP 冷却機

能喪失」及び「SFP 損傷」のようなフロントライン系の故障または損傷、「外部

電源喪失」及び「補機冷却水の喪失」のようなサポート系の喪失が挙げられる

ことから、「外部電源喪失」、「SFP冷却機能喪失」、「補機冷却水の喪失」及び「SFP

損傷」が起因事象として選定されていることは妥当なものと考える。それぞれ

の事象が発生する原因となる設備及びその耐震裕度等を表５－３に示す。 

 

②イベントツリー、フォールトツリー、評価対象設備の関連について 

イベントツリー、フォールトツリーは、影響緩和機能に期待せず、燃料の重

大な損傷に至るとする「SFP損傷」を除く 3つの起因事象、「外部電源喪失」、「SFP

冷却機能喪失」及び「補機冷却水の喪失」について、緩和機能の地震による機

能喪失を考慮して適切に展開されていることを確認した。なお、「SFP 冷却機能

喪失」及び「補機冷却水の喪失」については、同一の事象進展となることから、

イベントツリーが区別されていないことを確認した。ここで、「外部電源喪失」

の成功パスとして、ⅰ）SFP冷却系による冷却、ⅱ）燃料取替用水ピットによる

水源の確保、ⅲ）消防ポンプによる注水が設定され、「SFP 冷却機能喪失」及び

「補機冷却水の喪失」については、ⅰ）燃料取替用水ピットによる水源の確保、

ⅱ）消防ポンプによる注水が設定されていることは、各起因事象の事象進展に

対して適切と考える。 

構築したイベントツリーに関連する影響緩和機能の評価対象設備として、非

常用所内電源（6.6kVAC、440VAC、125VDC、115VAC 及び蓄電池を含む。）からの

給電、SFP冷却系による冷却、燃料取替用水ポンプによる注水、燃料取替用水ピ

ットによる水源の確保、消防ポンプによる注水が選定され、それらの耐震裕度

として、それぞれのフォールトツリーを構成する設備の耐震裕度のうち最小の
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値が抽出されていることを確認した。 

 

以上に加え、防護措置の成立性については、５．２（１）で記載したとおり

であることから、当院は、SFPの燃料に対する評価におけるクリフエッジの特定

は妥当なものと考える。 

 

５．３ 緊急安全対策等の効果について 

 

（１）炉心の燃料に対する評価について 

関西電力は、緊急安全対策等の効果の確認の観点から、収束シナリオの耐震

裕度評価結果を踏まえ、「外部電源喪失」の緊急安全対策等実施前後のイベント

ツリーを作成し比較を行った結果、緊急安全対策等実施前後で、地震によるク

リフエッジは改善されると評価され、緊急安全対策等の効果について把握する

ことができたとしている。 

 

当院は、緊急安全対策等実施前後のイベントツリーを比較し、緊急安全対策

等により、燃料の重大な損傷に至ることを防止するための多重かつ多様な防護

措置がとられていることを確認した。その結果は以下のとおりである。 

¾ 緊急安全対策等実施前には、最大の耐震裕度となる収束シナリオにおいても
原子炉補機冷却水ポンプが機能喪失することにより、複数の補機の冷却不全

により複数の機能が喪失し、海へ熱を逃がす機能が喪失する結果、燃料の重

大な損傷に至り、そのクリフエッジは 1.75Ss（原因は原子炉補機冷却水ポ

ンプの機能損傷）であった。 

¾ 緊急安全対策等実施後には、原子炉補機冷却水ポンプの機能が喪失した場合
においても緊急安全対策等で配備した空冷式非常用発電装置、タービン動補

給水ポンプの水源の確保により、海水系を用いた冷却に頼らないタービン動

補助給水ポンプを用いた 2次冷却系が可能となり多様化がなされた。 

¾ 緊急安全対策等の実施により、クリフエッジが従前の 1.75Ssから 1.80Ss（メ

タクラ、パワーセンターの機能損傷）に向上するとともに、収束シナリオが

従前の 2シナリオから 3シナリオとなり、多重性・多様性が向上した。 

 

（２）SFPの燃料に対する評価について 

関西電力は、緊急安全対策等の効果の確認の観点から、収束シナリオの耐震

裕度評価結果を踏まえ、「外部電源喪失」の緊急安全対策等実施前後のイベント

ツリーを作成し比較を行った結果、緊急安全対策等前後で、地震によるクリフ

エッジは改善されると評価され、緊急安全対策等の効果について把握すること
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ができたとしている。 

 

当院は、緊急安全対策等実施前後のイベントツリーを比較し、緊急安全対策

等により、燃料が重大な損傷に至ることを防止するための多重かつ多様な防護

措置がとられていることを確認した。その結果は以下のとおりである。 

¾ 緊急安全対策等実施前には、最大の耐震裕度となる収束シナリオにおいても
SFP冷却系による冷却機能が喪失する結果、燃料の重大な損傷に至り、その

クリフエッジは 1.75Ss（原因は原子炉補機冷却水ポンプの機能損傷）であ

った。 

¾ 緊急安全対策等実施後には、SFP冷却系による冷却機能が喪失した場合にお

いても緊急安全対策等で整備した消防ポンプを用いた SFP への海水の補給

により、SFP冷却系による冷却に頼らない冷却が可能となった。 

¾ 緊急安全対策等の実施により、クリフエッジが従前の 1.75Ssから 2Ss（SFP

の構造損傷）に向上するとともに、「外部電源喪失事象」の収束シナリオの

総数が、耐震裕度を評価しない収束シナリオを含め、従前の 2シナリオから

3シナリオとなり、多重性・多様性が向上した。 

 

５．４ 当院の評価（まとめ） 

以上のとおり、当院は、関西電力が実施した設計上の想定を超える地震動が発

電所に来襲した場合の評価について、当院の指示に沿って適切に実施されたと

考える。すなわち、設備等が単体で有する裕度の評価においては、地震動の設

定、検討対象とすべき設備等の選定、評価手法、経年务化の評価、裕度の算出

については妥当なものと考える。また、これらの組合せにより大飯発電所 3 号

機あるいは 4 号機がシステム全体として有する裕度の評価にあたっては、起因

事象の設定、イベントツリーを用いた収束シナリオの特定、クリフエッジの所

在の特定についても妥当なものと考える。また、緊急安全対策等の防護措置の

成立性について、措置に用いる設備の保管場所の耐震性や措置を行うための要

員召集計画の実現性も含めて現地調査等により確認した結果、クリフエッジ未

満の地震動に対する防護措置の成立性に関する関西電力の評価は概ね妥当なも

のと考える。また、燃料の重大な損傷防止のために実施した緊急安全対策等の

効果についても適切に評価されていると考える。 

したがって、想定を超える地震に対するクリフエッジは、運転中の原子炉に

ついては、「Ss の 1.80 倍（1,260 ガル）において、メタクラ、パワーセンター

の損傷のため、空冷式非常用発電装置による給電に失敗し、炉心の重大な損傷

を防止するための措置が講じられなくなる可能性がある」とし、SFPについては、

「Ssの 2倍（1,400ガル）において、SFPの構造損傷のため、SFPにある水が大
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量に失われ、燃料の重大な損傷を防止するための措置が講じられなくなる可能

性がある」とする関西電力の評価は妥当なものと考える。 

また、これまで実施されてきた緊急安全対策等により、地震に対する裕度が

向上するとともに、空冷式非常用発電装置による給電機能及び消防ポンプによ

る水源確保の多様化と事象収束シナリオの追加がなされ多重化・多様化が向上

されたと評価する。 
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６．津波に関する評価 

本章においては、関西電力により、設計上の想定を超える津波が発電所に来

襲した場合に、燃料の重大な損傷に至ることなく、どの程度の津波高さまで耐

えられることができるかの評価が適切に行われたかどうかを確認した。関西電

力の評価においては、まず、建屋、機器等が単体で有する裕度が評価され、そ

の上で、これらの組合せにより大飯発電所 3 号機あるいは 4 号機のシステム全

体として有する裕度が評価されている。システム全体としての評価はイベント

ツリーを用いて行われ、クリフエッジの所在の特定、限界となるイベント過程、

その時の津波高さについて評価がなされている。 

建屋、機器等が単体で有する裕度の評価については、評価のベースとなる設

計津波高さが適切に設定されているか、検討対象とすべき機器等の設備が適切

に選定されているか、対象とする設備への浸水口及び当該設備の許容津波高さ

が適切に設定されているか、裕度が適切に算定されているかを確認した。 

システム全体としての評価については、想定を超える津波高さにより引き起

こされる事象（起因事象）やその場合の収束シナリオの特定、クリフエッジの

特定等が適切になされているかを確認した。なお、確認は、運転中の原子炉に

対する評価及び SFPに対する評価のそれぞれについて実施した。 

また、燃料の重大な損傷防止のための措置や対策の効果についても確認した。

その際は、当院の指示に基づいて実施した緊急安全対策等の効果を確認すると

ともに、その後に実施した対策の効果を合わせて確認した。 

 その結果、当院は、関西電力が実施した設計上の想定を超える津波が発電所

に来襲した場合の評価について、適切に実施されたと考える。以下、当院が確

認した内容の詳細を記載する。 

 

６．１ 機器等の津波に係る裕度の評価について 

 

（１）評価に用いる設計津波高さについて 

関西電力は、本評価に用いる設計津波高さは「原子力発電所の津波評価技術」

（平成 14年、社団法人土木学会。以下｢平成 14年土木学会手法｣という。）を用

いて評価した津波高さとしている。 

 

当院としては、ストレステストにおいては、どの程度の津波高さまで燃料の

健全性を保つことが出来るか、また設計上の想定に比べその裕度はどの程度の

ものかを調べるものであり、その評価のベースとして大飯発電所に対して平成

14 年土木学会手法を用いた設定された設計津波高さを用いることは妥当なもの

と考える。 
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ストレステストで用いられた大飯発電所の設計津波高さの評価方法及びその

結果は以下のとおりである。 

¾ 大飯発電所に関する設計津波高さの評価方法については、文献調査等を基に
敷地に影響を及ぼしたと考えられる既往津波を対象にして数値シミュレー

ションのモデルや手法の妥当性が検証されている。 

¾ その上で、文献調査等や Ss の策定における内陸地殻内地震の震源となる活

断層の評価結果を基に、敷地に影響を及ぼすと考えられる海域の活断層によ

る地震に伴う津波及び日本海東縁部に想定される地震に伴う津波を設定し、

敷地への影響の大小を比較し、特に影響の大きな津波が検討用津波として複

数抽出されている。複数の検討用津波に対して、波源の不確かさを考慮した

数値シミュレーション等を行うことにより、敷地前面における水位変動が検

討されている。なお、海域の活断層による地震に伴う津波については、耐震

バックチェックにおいて Ss の策定に考慮した活断層を踏まえて設定されて

いる。 

¾ 検討用津波については、水位上昇量が最大となるものとして、大陸棚外縁～
B～野坂断層が、また、水位下降量が最大となるものとして、和布－干飯崎

沖～甲楽城断層が抽出されている。 

¾ 設計津波高さについては、主要な建屋に近い 1号機及び 2号機側の取水口エ

リアにて算定される水位変動を基に、上昇側の設計津波高さとして、満潮時

の平均水位（T.P.＋0.40m）を考慮して T.P.＋2.85m 程度、下降側の設計津

波高さとして、干潮時の平均水位（T.P.-0.08m）を考慮して T.P.-1.85m 程

度としている。なお、緊急安全対策を施した平成 23年 4月においては、上

昇側の設計津波高さが平成 14年に算出した T.P.＋1.9m程度であったが、耐

震バックチェックにおいて Ss の策定に考慮した活断層を踏まえて、今回の

ストレステストにおいて波源を変更したことにより上記の T.P.＋2.85m 程

度に変更されている。 

 

また、古文書（兼見卿記等）において、若狭湾に天正地震による大規模な津

波の被害があった旨記載されていることから、事業者（関西電力、日本原子力

発電、日本原子力研究開発機構）は、古文書で書かれている大規模な津波が天

正年間に若狭湾に襲来したことの有無を確認するため、三方五湖周辺で津波堆

積物調査を行うとともに若狭湾沿岸地域での文献調査等を行ったとしている。

当院は、これまで得られている調査等の結果を踏まえると、現状においては、

古文書に記載されているような天正地震による大規模な津波が若狭湾に襲来し

たことを明確に示すものは無いが、事業者は、地震・津波に関する意見聴取会

における専門家の意見を踏まえ、データを拡充するために、津波堆積物につい
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て、さらなる追加調査を行うこととしている。当院としては、関西電力の調査

結果を地震・津波に関する意見聴取会において厳正に確認する。 

したがって、大飯発電所に関する設計津波高さについては、耐震バックチェ

ックに係る審議において Ssの策定に考慮した海域活断層等を踏まえて波源を想

定して最新の評価としているが、今後、新たな知見等が得られ設計津波高さの

見直しが行われた場合は、ストレステストで評価された裕度が変更される可能

性があるものと考える。 

 

（２）検討対象設備について 

関西電力は、評価対象とする設備等を、燃料の重大な損傷に係わる耐震 S ク

ラス設備及びその他のクラスの設備等とし、各起因事象に直接関係する設備等

に加え、影響緩和機能のフロントライン系（各イベントツリーの安全機能の達

成に直接必要な緩和機能）及びサポート系（フロントライン系を機能させるた

めに必要な電源や冷却水等を供給する機能）のそれぞれに必要な設備等を抽出

したとしている。 

なお、耐震 Sクラスの設備等のうち、「原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す

る機器・配管系設備」並びに「原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を

付加するための施設、及び原子炉の停止状態を維持するための施設」である制

御棒クラスタ及び制御棒駆動装置については、原子炉格納容器が水密化されて

おり津波単独の事象で機能喪失することはないことから、評価対象外としてい

る。 

 

当院は、全ての耐震 S クラス設備等、緊急安全対策等で整備された設備及び

機能を期待する下位クラス設備等の中から、燃料の重大な損傷に係わる設備等

が裕度評価の対象として選定されているか、一部の耐震 S クラス設備等を対象

外としていることは適切かということについて、その妥当性を確認した。 

具体的には、津波に対する裕度評価における対象設備の選定の考え方の妥当

性を確認した上で、燃料の重大な損傷に関係し得る耐震 S クラス及びその他の

クラスの設備等が対象設備として選定されていること、また、津波に対する裕

度評価の対象外とされた設備等については、対象外として扱う理由を確認した。

その結果は以下のとおりである。 

¾ 耐震重要度分類における機能分類を参照し、機能を構成する設備ごとに津波
による浸水が機能に影響するもの等を抽出した結果として、ストレステスト

における各起因事象に関連する設備等及び各起因事象の緩和シナリオにお

いて必要な設備等が全て選定されていることを確認した。 

¾ 津波単独事象で機能喪失しないものとして対象外とした設備等及び対象外
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として扱う理由については以下のとおりであることを確認した。 

9 原子炉容器、SG、1 次冷却材ポンプ、加圧器及び制御棒クラスタ及び制

御棒駆動装置等については、水密化された原子炉格納容器内にある。 

9 原子炉格納容器本体については、原子炉建屋低層部において周辺棟等の
耐震壁に囲まれており、構造強度等が浸水や波力等によって直接影響を

受けないと評価している。 

9 原子炉建屋及び原子炉補助建屋の建屋内にある SFP等のピット、各種タ

ンク及び冷却器、並びに建屋外の地下に設置した燃料タンクについては、

それぞれの設備の構造強度等が浸水によって直接影響を受けないと評

価している。 

 

以上のことから、当院は、津波に対する裕度評価の対象設備の選定は妥当な

ものと考える。 

 

（３）許容津波高さの算出について 

関西電力は、各設備等の津波に対する損傷モード（水位上昇による浸水等）

を考慮した上で、「設計津波高さ」と、設備が機能維持できる高さで定義される

「許容津波高さ」の比較により、設計津波高さに対する裕度（設計津波高さを

何 m 超える津波で設備が損傷・機能喪失するか）を評価している。ここでいう

「許容津波高さ」については、津波が敷地を遡上し、設備等の設置エリア等に

到達した位置における海面からの津波高さである。 

屋外設備の許容津波高さについては、設備の設置レベルとし、屋内設備の許

容津波高さについては、基本的に浸水口の下端レベルとし、津波による浸水高

さがこれらのレベルを上回った場合に当該設備が損傷・機能喪失するものとし

ている。ただし、屋内設備の許容津波高さの設定にあたっては、緊急安全対策

等として実施した扉や貫通部のシール施工等（T.P.11.4m）の効果を考慮すると

している。また、後述（「６．２ クリフエッジの特定」）するとおり、影響緩

和機能のうち特に重要なタービン動補助給水ポンプ等に対して、許容津波高さ

（浸水口の防潮扉のシール施工範囲である T.P.11.4m）の設定の検証として、津

波による敷地内浸水高さ及び浸水継続時間から建屋内の当該設備設置位置の浸

水高さを計算し、当該設備の機能に影響を与えないことを確認している（図２

－２）。 

 

当院は、各設備の許容津波高さの算出の妥当性を確認した。 

まず、設備の設置位置（平面的な位置とその高さ）、設備の設置位置に対して

浸水経路上、近接した浸水口の位置とその高さ及び仕様が網羅されて示されて
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いること、それらの基礎データに基づいて、設備が浸水等により機能を喪失す

る許容津波高さが適切に設定されていることについて、関西電力が示す資料及

び現地調査によって確認した。その結果は以下のとおりである。 

¾ 各設備の設置位置については、屋内設備に対して、建屋名及び設置階（設置
高さ）と当該階における平面位置を、また、屋外設備に対して、敷地におけ

る設置位置とその高さを、建屋内の設備配置図または敷地内の設備配置図等

と照合し、報告書の記載と一致していることを確認した。 

¾ 浸水口の位置については、建屋内の設備の設置階及び平面位置と、建屋に複
数ある浸水口との関係を設備配置図で確認するとともに、緊急安全対策等と

して実施した扉や貫通部のシール施工等の効果を考慮した上で、浸水経路上、

近接した浸水口が適切に選定されていることを確認した。 

¾ 浸水口の高さについては、選定された扉がシール施工等、実施されている場
合はシール施工範囲の上限である T.P.11.4m、シール施工等が実施されてい

ない場合は扉の下端の高さとしており、その考え方や設定の結果は適切なも

のと考える。 

¾ なお、緊急安全対策等として実施した扉や貫通部のシール施工や緊急安全対
策等実施後に設置した防潮扉については、建屋内の設備配置図等や現地調査

により、位置、構造及び施工状況について確認した。 

¾ 許容津波高さの設定方法については、建屋内の設備については上記の浸水口
高さとし、建屋外の設備については、設置高さとしていることは適切なもの

と考える。 

 

次に、許容津波高さの設定の検証方法及びその結果の妥当性について、関西

電力が示す資料及び現地調査によって確認した。 

事業者報告書を確認する過程で把握した課題は以下のとおりである。 

¾ 課題①－１：影響緩和機能として特に重要と考えられるタービン動補助給水
ポンプに対して想定される主な浸水口（シール施工した防潮扉）が、3号機

の場合、原子炉建屋とタービン建屋間の最奥部にあり（図６―１）、動水圧

による影響を受けやすいと考えられるが、動水圧を考慮した浸水量計算が実

施されておらず、浸水による当該設備の機能喪失の可能性があること。 

¾ 課題①－２：シール施工した防潮扉の浸水量計算に用いる定数は、設置され
た防潮扉と同仕様の扉の試験結果に基づいているが、試験は 1.0m までの浸

水深における静水圧を考慮したものであり、適用範囲が限定されるため、動

水圧による水圧増分を考慮した浸水量計算に適用できない可能性があるこ

と。 

¾ 課題②：原子炉建屋の外面の扉の中には、防潮扉が設置されていないものが
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あり、動水圧を考慮すると扉の破損の可能性があること。 

¾ 課題③：配管貫通部等の充填剤、シールは、地震によって止水性能が低下す
る可能性があること。 

 

これらの課題①～③に対し、津波時の動水圧の作用を踏まえ保守性を有した

浸水量評価、防潮扉以外の扉の浸水の可能性及び地震による配管貫通部等の止

水性能低下の可能性について、重点的に検討するよう関西電力に指摘した。そ

の結果、緩和機能として特に重要と考えられるタービン動補助給水ポンプとそ

の許容津波高さ T.P.11.4m（浸水口は防潮扉＋シール施工）を対象に、動水圧を

大きめに考慮し、かつ、シール施工を考慮しないという厳しい条件（防潮扉の

隙間から浸水するものと仮定）で浸水量評価を実施した場合であっても、ター

ビン動補助給水ポンプの機能が保持できること等から、当該設備の許容津波高

さを T.P.11.4m と設定していることは妥当なものと考える。また、防潮扉以外

の扉に対して動水圧を考慮しても重要な設備等が設置された区域に浸水しない

ことを確認するとともに、地震によって配管貫通部等の止水性能が低下する可

能性は低いものと考える。検討の詳細は以下のとおりである。 

課題①：津波時の動水圧の作用を踏まえ保守性を有した浸水量評価： 

9 保守性を有した浸水量評価の方法については、国土交通省が平成 23 年

東北地方太平洋沖地震後に策定した暫定指針を参考に、建屋間の最奥部

にある扉等に対して、動水圧を浸水深の 1.5倍の静水圧（海岸線との離

隔距離 500m以上（図６－１））とするところ、海に面した扉と同等の動

水圧（浸水深の 3.0 倍の静水圧（図６－２））を考慮する等、保守的な

波圧を設定し、扉が有する強度に応じて破損の有無を判断するとともに、

建屋間の最奥部にある扉に対して動水圧及び浸水時間を保守的に考慮

した浸水量が計算されている（課題①－１への対応）。なお、津波が敷

地を遡上した場合の建屋の最奥部の津波高さは、取水口エリアの津波高

さより高くなる可能性があるが、その可能性を考慮して上記のような保

守的な波圧が考慮されている。 

9 浸水量の計算においては、試験範囲を超える浸水深（圧力）に対する適
用性が確認できなかった定数を用いないで、止水処理を無効とし、防潮

扉の隙間から水が流入するものとされている（課題①－２への対応）。 

9 上記の手法に基づき、緩和機能のうち特に重要なタービン動補助給水ポ
ンプ（設置レベル T.P.3.5m）及び同起動盤（設置レベル T.P.10.0m）を

対象として、許容津波高さである T.P.11.4m の妥当性を検証するため、

保守性を有した浸水量評価が実施された結果（図６－３）、①3号機につ

いては、建屋外から浸水するものの、浸水経路上で周りの区画より高さ
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が低い原子炉補機冷却水ポンプ室（T.P.7.0m）に滞留（浸水高さ 8cm）

するため、当該設備の区画には浸水しないこと、②4 号機については、

当該設備の区画に浸水するものの、タービン動補助給水ポンプ及び同起

動盤の浸水高さは、それぞれ 17.5cm、13.2cm であり、それぞれの設備

が機能喪失する浸水高さ 66cm、27cm を十分下回ることから、機能には

影響しないものと評価される。 

課題②：防潮扉以外の扉の浸水の可能性： 

9 防潮扉が設置されていない扉のうち、原子炉建屋の南東側の扉について
は、動水圧を考慮した保守的な波圧（浸水深の 1.5倍の静水圧）に対し

て破損があるものとして評価した場合、原子炉建屋の非管理区域が浸水

するものの、重要な設備等がある他区域へ浸水しないものと評価された。

また、非常用ディーゼル発電機の設置エリアの扉については、動水圧を

考慮した保守的な波圧（浸水深の 1.5 倍の静水圧）に対して破損せず、

当該エリアへ浸水しないものと評価された。 

課題③：地震による配管貫通部等の止水性能低下の可能性： 

9 配管貫通部については、配管が貫通部の両側で建屋に支持されており地
震時に相対変位が発生しにくく、貫通部シール部への影響は軽微であり

地震後に止水性能が低下する可能性は低いものと評価された（図６－

４）。ただし、地震と津波の重畳を踏まえた更なる信頼性向上のため、

今後もブーツラバーの追加設置等の止水処理の多重化等について継続

的に検討する必要がある。 

 

また、現地調査において、津波が設備に及ぼす影響を調査し、敷地への浸水

経路、敷地内の浸水経路について確認するとともに（図６－１）、漂流物による

2次的影響に対する防護策や 4号機への浸水防止対策について指摘し、関西電力

により適切な対応がなされていることを確認した。その結果等は以下のとおり

である。 

¾ 敷地への浸水経路及び敷地内の浸水経路としては、敷地への津波の浸入口に
は外海に面して防波堤があり、取水路から山に囲まれた敷地へ浸水し、500m

ほどの距離を 1号機及び 2号機の建屋と高台の間を遡上する経路となること

を確認した。 

¾ 漂流物による 2次的な影響については、浸水深が 1m強と浅いことから軽微

であると考えられるが、3号機の浸水口に漂流物も集中しやすく、特に 3号

機の浸水口の東側に、やや距離があるものの駐車場があることから、車等の

漂流物に対する防護策を検討するよう指摘した。この指摘への対応としては、

平成 24年 9月までに、浸水口手前に車両等の漂流物浸入を防止するための
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鋼製門扉を設置するとされていることを確認した。また、平成 24年 9月ま

でに、浸水口の防潮扉を、止水に対してより信頼性の高い水密扉に取り替え

るとされていること、当該対策が実施されれば、強度や漂流物への耐性のよ

り一層の向上が期待できることを確認した。 

¾ 関西電力が、4号機について、当院が指摘した保守的な浸水量評価の結果を

踏まえて、浸水防止が最も重要との認識のもと、海側から 4号機の建屋外の

エリアへの浸水経路である雤水排水管に逆止弁を設置する対応を図ったこ

とから、当該弁の設置状況を調査した。その結果、当該止水弁の構造、材質、

雤水排水管への流入口となる集水枡の障害物流入防止対策、維持管理の方針

から、当該止水弁が雤水排水管としての本来の機能を阻害することなく津波

による浸水防止が機能することを確認した（図６－４）。 

 

以上のことから、当院は、許容津波高さの算出は妥当なものと考える。 

 

６．２ クリフエッジの特定について 

 

（１）炉心の燃料に対する評価について 

 

１）関西電力による評価 

津波を起因として炉心損傷に至る事象（以下｢起因事象｣という。）を、発電用

原子炉施設の安全評価審査指針に示される安全評価事象、定期安全レビューや

アクシデントマネジメント整備の有効性等でこれまで実施している内的事象

PSAでの起因事象、及び津波の影響として固有で考慮するべき事象について勘案

して選定した上で、各起因事象の影響緩和機能を抽出し、イベントツリーを用

いて収束シナリオを特定したとしている（表６－１、表６－２）。 

各起因事象の発生に直接関係する設備等の許容津波高さを評価した結果、起

因事象発生までの許容津波高さが最も小さいのは「補機冷却水の喪失」であり

許容津波高さ T.P.4.65m で海水ポンプが浸水することにより発生し、制御用空

気系の機能喪失に伴う主給水流量制御弁の閉止により従属的に「主給水喪失」

及びその後の原子炉トリップによる「過渡事象」が発生するとしている。また、

主給水喪失及び過渡事象のイベントツリーを構成する影響緩和機能は、補機冷

却水の喪失のイベントツリーに含まれることから、補機冷却水の喪失について

評価を行ったとしている。 

補機冷却水の喪失の収束シナリオを特定した上で、収束に用いられる全ての

影響緩和機能の許容津波高さを評価し、収束シナリオの許容津波高さを特定し

た結果、許容津波高さは T.P.11.4mであるとしている（図６－５）。 
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本シナリオでは、起因事象発生後、原子炉の停止に成功し、外部電源により

電動またはタービン動補助給水ポンプによる SGへの給水が行われ、主蒸気逃が

し弁を手動操作で開放し熱の放出を行う。また、蓄圧タンクのほう酸水の添加

により未臨界性を確保し、蓄圧タンク出口隔離弁を中央制御室からの手動操作

にて閉止し、復水ピット枯渇までに 2 次系純水タンク、海水の順に補給を行う

ことにより 2次系冷却を継続し、炉心損傷を防止することとしている。 

 クリフエッジの所在は、補助給水による SGへの給水の失敗であり、当該影響

緩和機能失敗の原因は、「タービン動補助給水ポンプの浸水」、「タービン動補助

給水ポンプ起動盤の浸水」及び「電動補助給水ポンプの浸水」によると特定し

ている。これらの設備は建屋内に設置されていることから、設置区画への浸水

量等を算出し許容津波高さを再評価した結果、クリフエッジとしての許容津波

高さは浸水口の扉において止水対策を施工した高さである T.P.11.4m としてい

る。 

 

２）当院の評価 

当院は、津波による起因事象の選定やクリフエッジの特定の妥当性を確認す

るため、ストレステストのクリフエッジ評価のための手順、起因事象の選定方

法、イベントツリー、フォールトツリーの構築方法及びそれらの結果について

確認した。その結果は、以下のとおりである。 

 

①起因事象の選定方法 

起因事象の選定は、設置許可申請書添付書類十における起因事象、内的事象

PSAで考慮している起因事象を基に、津波に特有な事象を追加、または津波によ

り発生しないと考えられる事象を除外することで行われていることを確認した。 

内的事象 PSAでは、主給水喪失、外部電源喪失、過渡事象、2次冷却系の破断、

SG伝熱管破損、大・中・小破断 LOCA、ATWS、補機冷却水の喪失、余熱除去系隔

離弁 LOCA、手動停止の 12事象が挙げられている。 

¾ 今回の評価では、内的事象 PSAの起因事象の他に、津波により、原子炉建屋

内（格納容器外）に設置された原子炉の制御・保護に係る系統の設備が浸水

や水没し、原子炉制御不能または保護機能喪失に至ることが考えられるため、

これらが、「炉心損傷直結」として定義され追加されている。なお、「炉心損

傷直結」については、事象の進展に冗長性があったとしても状態の把握や制

御が困難であるものと位置付けられ、評価上、ただちに炉心損傷に至るもの

として、保守的に扱われている。 

¾ 他方、内的事象 PSA の起因事象のうち、「ATWS」については、津波の影響で

直接的に発生するものではないため、対象外とされている。 
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¾ 「手動停止」については、津波時にプラントに影響を与える可能性がある場
合は自動停止されることから対象外とされている。 

¾ 「2 次冷却系の破断」、「大・中・小破断 LOCA」、「余熱除去系隔離弁 LOCA」、

「SG 伝熱管破損」は、津波による影響で起因事象となることは考え難い等

のため、対象外としている。 

¾ 引き津波時の水位低下による取水性への影響については、ストレステストに
おける津波に係る評価において明示的に対象としていないが、引き津波によ

り水位下降側の設計津波高さを継続して過度に下回り、運転マニュアルにお

ける海水ポンプ停止手順が潮位の監視機能の喪失等が原因で失敗した場合

に発生する起因事象は、海水ポンプの損傷による「補機冷却水の喪失」であ

り、これは、寄せ津波時の水位上昇により海水ポンプが損傷した場合と同じ

起因事象であることから、「補機冷却水の喪失」に包絡される。 

 

以上の考察のもと、津波による起因事象として、主給水喪失、外部電源喪失、

過渡事象、補機冷却水の喪失、炉心損傷直結が選択されており、これはこれま

での PSA 等の知見に照らして妥当なものと考える。それぞれの事象が発生する

原因となる設備及びその設置高さ等を表６－１に示す。 

 

②イベントツリー、フォールトツリー、評価対象設備の関連について 

¾ 選定した各起因事象に対して、地震の場合と同様な手順で、イベントツリー、
フォールトツリーが作成されている。 

¾ 作成したイベントツリーの各ヘディング（フロントライン系）として、要求
される機能を満足するために必要となる設備が抽出されるとともに、各設備

の機能達成に必要なサポート系（電源、CCW、制御用空気など）の設備が抽

出され、系統図上で整理されている。 

¾ 上記の作業により抽出された関連設備に対して、許容津波高さ評価が行われ、
評価結果とあわせて、機器リストとして策定されている。 

¾ 機器リストの許容津波高さをインプットとして、フォールトツリーを展開す
ることで、イベントツリーの各ヘディングの許容津波高さを評価することに

より、津波におけるクリフエッジ評価が行われている。ここで、クリフエッ

ジ評価について事業者報告書において明確でない事項であって、津波評価に

ついて重要と考えられる、非常用電源の種類及び裕度の考え方、SG への給

水の裕度の考え方等について、以下のとおり確認した。 

9 津波評価における非常用電源の種類及び裕度の考え方： 

z 非常用所内電源からの給電に成功するパスの場合、非常用所内電源
（6.6kVAC、440VAC、125VDC 及び 115VAC）の許容津波高さは、この
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機能達成に必要となる設備のうち、最も許容津波高さの低い、非常

用ディーゼル発電機に冷却水を供給する海水ポンプの許容津波高さ

（T.P.4.65m）により決まるとされている。一方、非常用ディーゼル

発電機からの給電に失敗するパスの場合に必要とされる機能（例：

タービン動補助給水ポンプの起動）は、許容津波高さ T.P.15.8m の

蓄電池からの直流電源給電により機能が達成されるとされている。 

z なお、当該プラントは外部電源設備（変圧器）の据付高さが T.P.13.5m

と高く、「外部電源喪失」以外の起因事象のシナリオにおけるクリフ

エッジの T.P.11.4m以上であるとされている。 

9 津波評価における補助給水による SG への給水に係る影響緩和機能の裕

度の考え方： 

z イベントツリーにおける補助給水による SG への給水は①補助給水

による SG への給水（電動またはタービン動）（許容津波高さ：

T.P.11.4m）、②補助給水による SGへの給水（タービン動（消防ポン

プによる復水ピットへの給水を含む））（許容津波高さ：T.P.11.4m）、

③補助給水よる SGへの給水（電動またはタービン動（消防ポンプに

よる復水ピットへの給水を含む））（許容津波高さ：T.P.11.4m）の 3

通りとされている。 

z このうち、①と③においては、電動補助給水ポンプ使用のため交流
電源が必要とされるが、そのクリフエッジは、外部電源設備の据付

高さが T.P.13.5m と高いため、電動補助給水ポンプの許容津波高さ

T.P.11.4m で決定されていることを確認した。②においては、補助

給水機能の達成に必要となる設備のうち、許容津波高さが最も低い

タービン動補助給水ポンプ（T.P.11.4m）により、裕度が決まるとさ

れている。消防ポンプは、復水ピットへの給水に係る裕度決定には

直接影響しない。 

9 津波の評価における中央制御室からの操作と現場操作の相違点につい
て： 

z 中央制御室からの操作と現場操作を想定するものとして、主蒸気逃
がし弁による熱放出があり、①中央制御室における自動または手動

操作（許容津波高さ：T.P.4.65m）と②現場における手動操作（許容

津波高さ：T.P.15.8m）の 2通りとされている。 

z ①は非常用所内電源からの給電に成功するパスにおける緩和系であ
り、中央制御室から主蒸気逃がし弁を開放するための駆動源となる

制御用空気系統を冷却するため、CCW 系統の機能が必要とされてい

る。この機能を達成するために必要となる設備のうち、海水ポンプ



59 
 

の許容津波高さ T.P.4.65mにより、裕度が決まるとされている。 

z ②は非常用所内電源からの給電に失敗するパスにおける緩和系であ
り、作業員が現場で当該弁を開放するため、制御用空気系や CCW 系

統は不要であるが、1次冷却材圧力計・温度監視用計器に 115VAC電

源が必要であり、その許容津波高さ T.P.15.8m により、裕度が決ま

るとされている。 

 

以上より、各起因事象のイベントツリーの各ヘディングとなるフロントライ

ン系、及び、当該フロントライン系の達成に必要なサポート系が適切に抽出さ

れていること、評価対象設備の許容津波高さの評価結果からフォールトツリー

を展開した上で各ヘディングの許容津波高さが適切に評価されていること等か

ら、イベントツリー、フォールトツリーの作成及びこれらと評価対象設備の関

連については妥当なものと考える。 

 

③防護措置の成立性について 

緊急安全対策等、事象の進展に応じて必要となる防護措置に関して、防護措

置の成立性や信頼性を確認するため、措置に係る設備、その設置場所、アクセ

スルート等の津波に対する耐性について、関西電力が示す資料及び現地調査に

よって確認した。その結果は以下のとおりである。 

¾ 防護措置に係る設備、その設置場所の津波に対する耐性については、防護措
置に係る屋外設備が、クリフエッジとして特定された許容津波高さ（炉心燃

料の場合 T.P.11.4m、後述（２）の SFP燃料の場合 T.P.33.3m）よりも基本

的に高い位置に設置されていること、また、屋内設備、地下埋設物が津波の

影響を受けない設置状況であることから、措置の実施に支障はないと考える。 

¾ 防護措置に係るアクセスルートの津波に対する耐性については、地震による
道路面へのがれきの散乱などの被害想定を基に、がれき等の撤去などの復旧

想定を行っている。現地調査において、消防ポンプによる取水地点が敷地へ

の狭い浸水経路の入口、排水経路の出口付近にあり、波が引いた後、陸上か

らの漂流物が散乱し、防護措置の時間等に影響を及ぼす可能性があることか

ら、漂流物除去箇所等の重点化、そのための能力向上への取組をより一層図

ることの必要性について指摘した。この指摘への対応としては、地震による

影響を受けにくい代替取水地点の選定、及び取水地点の津波による漂流物撤

去用の重機の配備について、平成 24年 2月末までに完了するとされている

こと、漂流物または瓦礫等の撤去能力の向上を継続的に実施するとされてい

ることを確認した。 
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以上のことから、５．２（１）における、IAEA 勧告を踏まえた現場確認に係

る記載を踏まえ、当院は、炉心の燃料に対する評価におけるクリフエッジの特

定は妥当なものと考える。 

 

（２）SFPの燃料に対する評価について 

 

１）関西電力による評価 

津波を起因として SFPにある燃料の損傷に至る事象を、SFP冷却系の機能喪失

に伴う崩壊熱除去失敗を考慮して選定した上で、各起因事象の影響緩和機能を

抽出し、イベントツリーを用いて収束シナリオを特定したとしている（表６－

３、表６－４）。 

 各起因事象の発生に直接関係する設備等の許容津波高さを評価した結果、起

因事象発生までの許容津波高さが最も小さいのは「補機冷却水の喪失」であり、

許容津波高さ T.P.4.65mで海水ポンプが浸水することにより発生し、SFP冷却器

が使用できなくなることにより、従属的に「SFP冷却機能喪失」が発生するとし

ている。また、SFP 冷却機能喪失のイベントツリーを構成する影響緩和機能は、

補機冷却水の喪失のイベントツリーに含まれることから、補機冷却水の喪失に

ついて評価を行ったとしている。 

補機冷却水の喪失の収束シナリオを特定した上で、収束に用いられる全ての

影響緩和機能の許容津波高さを評価し、収束シナリオの許容津波高さを特定し

た結果、許容津波高さは T.P.33.3m としている。なお、他の起因事象の「外部

電源喪失」の収束シナリオの裕度を特定した結果、許容津波高さは T.P. 33.3m

であるとしている。選定された収束シナリオは、起因事象発生後、非常用所内

電源からの給電が喪失することにより燃料取替用水ピットのほう酸水を SFP へ

注水する機能が喪失し、淡水タンクや 1 次系純水タンクを水源とした水、もし

くは消防ポンプにより海水注入を行うシナリオである（図６－６）。 

 クリフエッジの所在は、「消防ポンプ等による注水」であり、当該影響緩和機

能失敗の原因は「消防ポンプ用燃料の浸水」によると特定している。当該燃料

については、複数箇所に分散して保管されているが、そのうち最も低い箇所の

高さが T.P.33.3m であることから、クリフエッジとしての許容津波高さは

T.P.33.3mとしている。なお、ガソリン燃料の保管庫は、複数の箇所に分散して

いるが、その全てが使用できることを念頭に、最も低い箇所が浸水した時点で

消防ポンプが使用不能となるものと保守的に評価されている。 

 

２）当院の評価 

当院は、津波による起因事象の選定やクリフエッジの特定の妥当性を確認す
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るため、ストレステストのクリフエッジ評価のための手順、起因事象の選定方

法、イベントツリー、フォールトツリーの構築方法及びそれらの結果について

確認した。その結果は、以下のとおりである。 

 

①起因事象の選定方法 

津波により SFPに貯蔵中の燃料の健全性を脅かす要因として、SFPの冷却機能

喪失による燃料の異常な過熱が考えられ、これに至る要因として、「SFP 冷却機

能喪失」のようなフロントライン系の故障、「外部電源喪失」及び「補機冷却水

の喪失」のようなサポート系の喪失が挙げられることから、「外部電源喪失」、

「SFP冷却機能喪失」及び「補機冷却水の喪失」を起因事象がして選定されてい

ることは妥当なものと考えられる。それぞれの事象が発生する原因となる設備

及びその設置高さ等を表６－３に示す。 

 

②イベントツリー、フォールトツリー、評価対象設備の関連について 

イベントツリー、フォールトツリーは、上記の 3 つの起因事象について、緩

和機能の津波による機能喪失を考慮して適切に展開されていることを確認した。

なお、「SFP 冷却機能喪失」及び「補機冷却水の喪失」については、同一の事象

進展となることから、イベントツリーが区別されていないことを確認した。こ

こで、「外部電源喪失」の成功パスとして、ⅰ）消防ポンプによる注水が設定さ

れ、「SFP 冷却機能喪失」及び「補機冷却水の喪失」については、ⅱ）燃料取替

用水ピットによる水源の確保、ⅲ）消防ポンプ等による注水が設定されている

ことは、許容津波高さの低い海水ポンプの水没による非常用所内電源及び補機

冷却水系喪失を前提として考えれば妥当なものと考える。 

構築したイベントツリーに関連する影響緩和機能として、非常用所内電源

（6.6kVAC電源、440VAC電源、125VDC電源、115VAC電源及び蓄電池を含む）か

らの給電、燃料取替用水ポンプによる注水、燃料取替用水ピットによる水源の

確保、消防ポンプ等による注水が選定され、それらの影響緩和機能の許容津波

高さとして、それぞれのフォールトツリーを構成する設備の許容津波高さのう

ち最小の値が抽出されていることを確認した。 

 

以上のことから、当院は、SFPの燃料に対する評価におけるクリフエッジの特

定は妥当なものと考える。 

 

６．３ 緊急安全対策等の効果について 

 

（１）炉心の燃料に対する評価について 
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関西電力は、緊急安全対策等の効果の確認の観点から、収束シナリオの裕度

評価結果を踏まえ、緊急安全対策等実施前後のイベントツリーを作成し比較を

行った結果、緊急安全対策等前後で、津波によるクリフエッジは改善されると

評価され、緊急安全対策等の効果について確認することができたとしている。 

 

当院は、緊急安全対策等実施前後のイベントツリーを比較し、緊急安全対策

等により、燃料の重大な損傷に至ることを防止するための多重かつ多様な防護

措置がとられていることを確認した。その結果は以下のとおりである。 

¾ 緊急安全対策等実施前には、起因事象が発生した段階において海水ポンプが
機能喪失することより、複数の補機の冷却不全により複数の機能が喪失し、

海へ熱を逃がす機能について喪失する結果、燃料の重大な損傷に至り、その

クリフエッジは T.P.4.65m（原因は海水ポンプの機能損傷）であった。 

¾ 緊急安全対策等実施後には、海水ポンプの機能が喪失した場合においても、
電動またはタービン動補助給水ポンプの水源の確保により、海水系を用いた

冷却に頼らない電動またはタービン動補助給水ポンプを用いた 2 次冷却が

可能となり、また、既存扉及び建屋貫通部の隙間にシール施工を行ったこと

により、クリフエッジが T.P.4.65mから T.P.11.4m（タービン動補助給水ポ

ンプ等の機能損傷）と裕度が向上した。 

 

（２）SFPの燃料に対する評価について 

関西電力は、緊急安全対策等の効果の確認の観点から、収束シナリオの裕度

評価結果を踏まえ、緊急安全対策等実施前後のイベントツリーを作成し比較を

行った結果、緊急安全対策等前後で、津波によるクリフエッジは改善されると

評価され、緊急安全対策等の効果について確認することができたとしている。 

 

当院は、緊急安全対策等実施前後のイベントツリーを比較し、緊急安全対策

等により、燃料の重大な損傷に至ることを防止するための多重かつ多様な防護

措置がとられていることを確認した。その結果は以下のとおりである。 

¾ 緊急安全対策等実施前には、燃料取替用水ポンプを用いた SFPへの給水機能

が喪失する結果、燃料の重大な損傷に至り、そのクリフエッジは T.P.13.5m

（原因は 440VAC電源の機能喪失）であった。 

¾ 緊急安全対策等実施後には、燃料取替用水ポンプの機能が喪失した場合にお
いても、消防ポンプを用いた SFPへの海水の補給等により、燃料取替用水ポ

ンプに頼らない冷却水補給が可能となり、クリフエッジが T.P.13.5m から

T.P.33.3m（消防ポンプ用燃料の喪失）に向上した。 

¾ 緊急安全対策等により、収束シナリオが従前の 1シナリオから 2シナリオと
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なり、多重性・多様性が向上した。 

 

以上のことから、当院は、これまで実施されてきた緊急安全対策等により、

津波に対する裕度が向上するとともに、非常用交流電源による給電機能及び消

防ポンプによる水源確保の多様化と事象収束シナリオの追加がなされ、多重

化・多様化が向上されたと評価する。 

 

６．４ 当院の評価（まとめ） 

以上のとおり、当院は、関西電力が実施した設計上の想定を超える津波が発

電所に来襲した場合の評価について、当院の指示に沿って適切に実施されたと

考える。すなわち、設備等が単体で有する裕度の評価においては、設計津波高

さの設定、検討対象とすべき設備等の選定、評価手法、許容津波高さの算出に

ついては妥当なものと考える。また、これらの組合せにより大飯発電所 3号機

あるいは 4号機がシステム全体として有する裕度の評価にあたっては、起因事

象の設定、イベントツリーを用いた収束シナリオの特定、クリフエッジの所在

の特定についても妥当なものと考える。また、燃料の重大な損傷防止のために

実施した緊急安全対策等の効果についても適切に評価されていると考える。 

したがって、想定を超える津波に対するクリフエッジは、運転中の原子炉に

ついては、「設計津波高さ 2.85m を約 8.5m 上回る津波高さ（ストレステスト実

施前の設計津波高さ 1.9mを 9.5m上回る）T.P.11.4mにおいて、タービン動補助

給水ポンプ等の浸水のため、2次系による冷却に失敗し、炉心の重大な損傷を防

止するための措置が講じられなくなる可能性がある」とし、SFPについては、「設

計津波高さ 2.85m を約 30.4m 上回る津波高さ（ストレステスト実施前の設計津

波高さ 1.9mを 31.4m上回る）T.P.33.3mにおいて、消防ポンプ用燃料の浸水の

ため、海水の SFPへの供給に失敗し、SFPにある燃料の重大な損傷を防止するた

めの措置が講じられなくなる可能性がある」とする関西電力の評価は妥当なも

のと考える。 

また、これまで実施されてきた緊急安全対策等により、津波に対する裕度が

向上するとともに、非常用交流電源による給電機能及び消防ポンプによる水源

確保の多様化と事象収束シナリオの追加がなされ多重化・多様化が向上された

と評価する。 
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７．地震と津波の重畳に関する評価 

 本章においては、関西電力により、設計上の想定を超える地震と設計上の想

定を超える津波が発電所に来襲した場合に、燃料の重大な損傷に至ることなく、

どの程度の地震動及び津波高さまで耐えられることができるかの評価が適切に

行われたかどうかを確認した。関西電力の評価においては、まず、地震と津波

の事象としての重畳の考え方が設定されるとともに、建屋、機器等が単体で有

する裕度が評価され、その上で、これらの組み合わせにより大飯発電所 3号機

あるいは 4号機のシステム全体として有する裕度が評価されている。システム

全体としての評価はイベントツリーを用いて行われ、クリフエッジの所在の特

定、限界となるイベント過程、その時の地震動及び津波高さについて評価がな

されている。 

建屋、機器等が単体で有する裕度の評価及びシステム全体としての評価につ

いては、「５．地震に関する評価について」及び「６．津波に関する評価につい

て」において妥当性を確認した評価結果をそれぞれ用いた。 

また、燃料の重大な損傷防止のための措置や対策の効果についても確認した。

その際は、当院の指示に基づいて実施した緊急安全対策等の効果を確認すると

ともに、その後に実施した対策の効果を合わせて確認した。 

 その結果、当院は、関西電力が実施した設計上の想定を超える地震とそれに

引き続く設計上の想定を超える津波が発電所に来襲した場合の評価について、

適切に実施されたと考える。以下、当院が確認した内容の詳細を記載する。 

 

７．１ 機器等の地震と津波の重畳に係る裕度の評価について 

 

（１）地震と津波の重畳に係る評価方法について 

関西電力は、本評価に用いる地震動及び津波高さについて、「５．１（１）評

価に用いる地震動について」に記載した Ss及び「６．１（１）評価に用いる設

計津波高さについて」に記載した設計津波高さとしている。 

これら事象の重畳の想定については、地震と津波の大きさの相関性を定量的

に示すには現段階でデータや知見等が十分ではなく相関性を適切に考慮するこ

とが困難であるため、耐震裕度と許容津波高さのパラメータは相互に独立のも

のとして扱い、両パラメータの全ての組み合わせを考慮するとしている。また、

本方法による評価は、地震と津波に対しあらゆる大きさの組合せを考慮してお

り、相関性を考慮した場合に比べて安全側の評価となるとしている。 

 

当院は、当該サイトでは Ssの策定に支配的な震源と設計津波高さの設定に支

配的な波源が異なっていることを踏まえ、耐震裕度と許容津波高さのパラメー
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タは相互に独立のものとして扱い、設備ごとにそれぞれのパラメータの最も厳

しい組合せを抽出し、地震、津波、どちらかによる機能喪失を重畳時の機能喪

失として評価することにより、安全側の評価となっていることから、地震と津

波の重畳に係る評価方法は妥当なものと考える。 

 

７．２ クリフエッジの特定について 

関西電力は、「５．地震に関する評価について」及び「６．津波に関する評価

について」の評価結果から、特定されたクリフエッジとしての耐震裕度までの

範囲並びに許容津波高さまでの範囲で発生する各起因事象を選定した上で、各

起因事象について、特定された収束シナリオの影響緩和機能に関する耐震裕度

と許容津波高さのそれぞれの最小値を算定し、それらの組合せを当該収束シナ

リオに対する地震並びに津波への耐力とし、全ての収束シナリオから、最も耐

力を有するシナリオを抽出し、そのシナリオの耐力を地震と津波の重畳による

クリフエッジとして特定したとしている。 

 

（１）炉心の燃料に対する評価について 

関西電力は、地震と津波の重畳に対して炉心損傷に至る事象について、地震

側の起因事象である「主給水喪失」、「外部電源喪失」、「補機冷却水の喪失」、及

び、津波側の起因事象である「補機冷却水の喪失」、「主給水喪失」、「過渡事象」

を対象としている。 

地震による起因事象をベースとした場合には、前述（５．２（１））のとおり

「外部電源喪失」と「補機冷却水の喪失」にまとめて評価できることから、こ

れらの起因事象に対して既に特定されている収束シナリオを対象に評価を行っ

ている。 

津波による起因事象をベースとした場合には、前述（６．２（１））のとおり

「補機冷却水の喪失」にまとめて評価できることから、この起因事象に対して

既に特定されている収束シナリオを対象に評価を行っている。 

この結果、耐震裕度が 1.80Ss以上または許容津波高さが T.P.11.4m以上の領

域では、炉心にある燃料の重大な損傷を回避する手段がなくなるため、その境

界線をクリフエッジと特定している（表７－１）。 

 

当院は、地震と津波の重畳によるクリフエッジの特定の妥当性を確認するた

め、「５．地震に関する評価について」及び「６．津波に関する評価について」

において確認した、それぞれの起因事象の選定結果及び収束シナリオの評価結

果を踏まえて、地震と津波が重畳した場合の収束シナリオとその耐震裕度及び

許容津波高さが、地震及び津波の双方の影響を考慮した耐力の組合せとして適
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切に抽出され、その結果として最も高い耐力を有する収束シナリオの裕度がク

リフエッジとして特定されていることを確認した。その結果は、以下のとおり

である。 

 

①地震による起因事象をベースとした評価 

地震側の起因事象である「主給水喪失」、「外部電源喪失」、「補機冷却水の喪

失」に対するイベントツリーで示される全ての成功パスにおける影響緩和機能

の各々の耐力として、耐震裕度及び許容津波高さの評価を行い、地震及び津波

に対して最も耐力を有する成功パスのシナリオが抽出されていることを確認し

た（図７－１）。 

 

②津波による起因事象をベースとした評価 

「補機冷却水の喪失」のイベントツリーを用いて、津波単独の評価において

既に特定されている成功パスのシナリオを対象に評価を行っている。ただし、

そこでは、外部電源の喪失を考慮していないため、地震との重畳の評価におい

ては、これを考慮し、非常用所内電源の喪失後に空冷式非常用発電装置からの

給電を行うシナリオとしていることを確認した。この措置の後で、最も耐力を

有する成功パスとして、上記①と同一のシナリオが抽出されていることを確認

した（図７－１）。 

 

以上に加え、防護措置の成立性については、５．２（１）及び６．２（１）

で記載したとおりであることから、当院は、地震と津波が重畳した場合の炉心

の燃料に対する評価におけるクリフエッジの特定は妥当なものと考える。 

 

（２）SFPの燃料に対する評価について 

関西電力は、地震と津波の重畳に対して SFP にある燃料の損傷に至る事象と

して、地震側の起因事象である「外部電源喪失」、「SFP冷却機能喪失」、「補機冷

却水の喪失」、「SFP損傷」及び、津波側の起因事象である「補機冷却水の喪失」、

「SFP冷却機能喪失」、「外部電源喪失」を対象としている。 

地震による起因事象をベースとした場合には、前述（５．２（２））のとおり

「補機冷却水の喪失」と「外部電源喪失」にまとめて評価できることから、こ

れらの起因事象に対して既に特定されている収束シナリオを対象に評価を行っ

ている。 

津波による起因事象をベースとした場合には、前述（６．２（２））のとおり

「補機冷却水の喪失」と「外部電源喪失」にまとめて評価できること、また、

これらのイベントツリーの許容津波高さは同じであることから、「補機冷却水の
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喪失」に対して既に特定されている収束シナリオを対象に評価を行っている。 

この結果、耐震裕度が 2Ss 以上または許容津波高さが T.P.33.3m 以上の領域

では、SFPにある燃料の重大な損傷を回避する手段がなくなるため、その境界線

をクリフエッジと特定している（表７－２）。 

 

当院は、地震と津波の重畳によるクリフエッジの特定の妥当性を確認するた

め、「５．地震に関する評価について」及び「６．津波に関する評価について」

において確認した、起因事象の選定結果及びクリフエッジの特定結果を踏まえ

て、収束シナリオとその耐震裕度及び許容津波高さが、地震及び津波の双方の

影響を考慮した耐力の組合せとして適切に抽出され、その結果として最も高い

耐力を有する収束シナリオの裕度がクリフエッジとして特定されていることを

確認した。その結果は、以下のとおりである。 

 

①地震による起因事象をベースとした評価 

地震側の起因事象である「補機冷却水の喪失」、「外部電源喪失」に対するイベ

ントツリーで示される全ての成功パスにおける影響緩和機能の各々の耐力とし

て、耐震裕度及び許容津波高さの評価を行い、地震及び津波に対して最も耐力

を有する成功パスのシナリオが抽出されていることを確認した（図７－２）。 

 

②津波による起因事象をベースとした評価 

「補機冷却水の喪失」のイベントツリーを用いて、津波単独の評価において

既に特定されている成功パスのシナリオを対象に評価を行っている。ただし、

そこでは、外部電源の喪失を考慮していないため、地震との重畳の評価におい

てもこれを考慮し、非常用所内電源の喪失後に消防ポンプ等による注水を行う

シナリオとしていることを確認した。外部電源の喪失を考慮した後で、最も耐

力を有する成功パスのシナリオが抽出されていることを確認した（図７－３）。 

 

以上に加え、防護措置の成立性については、５．２（１）及び６．２（１）

で議論したとおりであることから、当院は、地震と津波が重畳した場合の SFP

の燃料に対する評価におけるクリフエッジの特定は妥当なものと考える。 

 

７．３ 緊急安全対策等の効果について 

 

（１）炉心の燃料に対する評価について 

関西電力は、緊急安全対策等の効果の確認の観点から、収束シナリオの特定

及びプラント全体の裕度評価を踏まえ、緊急安全対策等実施前後のイベントツ
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リーを作成し比較を行った結果、地震と津波の重畳によるクリフエッジが改善

されると評価され、緊急安全対策等の効果について確認することができたとし

ている。 

 

当院は、緊急安全対策等実施前後のイベントツリーを比較し、緊急安全対策

等により、燃料の重大な損傷に至ることを防止するための多重かつ多様な防護

措置がとられていることを確認した。その結果は以下のとおりである。 

¾ 緊急安全対策等実施前では、1.75Ss以上の地震により、「補機冷却水の喪失」
（原子炉補機冷却水ポンプの機能損傷）が発生した場合、または、T.P.4.65m

以上の津波により、海水系の機能喪失に伴う「補機冷却水の喪失」（海水ポ

ンプの機能損傷）が発生した場合、地震の影響により外部電源が喪失し、か

つ、津波の影響により非常用所内電源からの給電に期待できないため、燃料

の重大な損傷に至る。 

¾ 緊急安全対策等実施後では、「補機冷却水系の喪失」または海水系の機能喪
失に伴う「補機冷却水系の喪失」が生じた場合でも、空冷式非常用発電装置

の配備、タービン動補助給水ポンプの水源確保、既存扉及び建屋貫通部の隙

間へのシール施工等により、耐震裕度 1.80Ss（メタクラ、パワーセンター

の機能損傷）までの範囲、及び許容津波高さ T.P.11.4m（タービン動補助給

水ポンプ等の機能損傷）までの範囲では、タービン動補助給水ポンプを用い

た 2次系冷却が可能となり、クリフエッジとなる裕度が向上した。 

 

（２）SFPの燃料に対する評価について 

関西電力は、緊急安全対策等の効果の確認の観点から、収束シナリオの特定

及びプラント全体の裕度評価を踏まえ、緊急安全対策等実施前後のイベントツ

リーを作成し比較を行った結果、地震と津波の重畳によるクリフエッジが改善

されると評価され、緊急安全対策等の効果について確認することができたとし

ている。 

 

当院は、緊急安全対策等実施前後のイベントツリーを比較し、緊急安全対策

等により、燃料の重大な損傷に至ることを防止するための多重かつ多様な防護

措置がとられていることを確認した。その結果は以下のとおりである。 

¾ 緊急安全対策等実施前では、1.75Ss以上の地震により、「補機冷却水の喪失」
（原子炉補機冷却水ポンプの機能損傷）が発生した場合、同時に「SFP冷却

機能の喪失」も発生し、非常用所内電源からの給電に成功しても、地震の影

響により、その後の緩和手段である「燃料取替用水ポンプによる注水」機能

が喪失しているため、燃料の重大な損傷に至る。また、T.P.4.65m以上の津
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波により、海水系の機能喪失に伴う「補機冷却水の喪失」（海水ポンプの機

能損傷）が発生した場合、津波の影響により非常用所内電源からの給電に期

待できず、かつ地震の影響により外部電源も喪失しているため、燃料の重大

な損傷に至る。 

¾ 緊急安全対策等実施後では、燃料取替用水ポンプを用いた SFPへの給水機能

の機能喪失が生じた場合でも、耐震裕度 2Ss（SFPの構造損傷）までの範囲、

及び許容津波高さ T.P. 33.3m（消防ポンプ用燃料の喪失）までの範囲で、

SFPへ海水等の水源から消防ポンプ等を用いて直接水を供給することが可能

となり、クリフエッジとなる裕度が向上した。 

 

以上のことから、当院は、これまで実施されてきた緊急安全対策等により、

地震と津波の重畳に対する裕度が向上するとともに、非常用交流電源による給

電機能及び消防ポンプによる水源確保の多様化と事象収束シナリオの追加がな

され、多重化・多様化が向上されたと評価する。 

 

７．４ 当院の評価（まとめ） 

以上のとおり、当院は、関西電力が実施した設計上の想定を超える地震と設

計上の想定を超える津波が発電所に来襲した場合の評価について、適切に実施

されたと考える。すなわち、地震と津波の事象を独立のものとして安全側の評

価を実施していること、設備等が単体で有する裕度の評価においては、「５．地

震に関する評価について」及び「６．津波に関する評価について」において妥

当性を確認した評価を用いていることは妥当なものと考える。また、これらの

組み合わせにより大飯発電所 3 号機あるいは 4 号機がシステム全体として有す

る裕度の評価にあたっては、「５．地震に関する評価について」及び「６．津波

に関する評価について」において確認した、それぞれの起因事象の選定結果及

び収束シナリオの評価結果を踏まえて、地震と津波が重畳した場合のクリフエ

ッジを特定することについても妥当なものと考える。また、燃料の重大な損傷

防止のために実施した緊急安全対策等の効果についても適切に評価されている

と考える。 

したがって、想定を超える地震と津波に対するクリフエッジは、運転中の原

子炉については、「Ssの 1.8倍以上の地震動または設計津波高さ T.P.2.85mを約

8.5m上回る津波高さ（ストレステスト実施前の設計津波高さ 1.9mを 9.5m上回

る）T.P.11.4mにおいて、メタクラ、パワーセンターの機能損傷のため空冷式非

常用発電装置による給電に失敗し、またはタービン動補助給水ポンプ等の浸水

のため 2 次系による冷却に失敗し、炉心の重大な損傷を防止するための措置が

講じられなくなる可能性がある」とし、SFPについては、「Ssの 2倍以上の地震
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動または設計津波高さ T.P.2.85mを約 30.4m上回る津波高さ T.P. 33.3mにおい

て、SFPの構造損傷のため、SFPにある水が大量に失われ、または消防ポンプ用

燃料の浸水のため、海水の SFP への供給に失敗し、同ピットにある燃料の重大

な損傷を防止するための措置が講じられなくなる可能性がある」とする関西電

力の評価は妥当なものと考える。 

また、これまで実施されてきた緊急安全対策等により、地震と津波の重畳に

対する裕度が向上するとともに、非常用交流電源による給電機能及び消防ポン

プによる水源確保の多様化と事象収束シナリオの追加がなされ多重化・多様化

が向上されたと評価する。 
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８．全交流電源喪失に関する評価 

本章においては、関西電力により、全交流電源喪失事象が発生した場合の事

象の進展が特定され、燃料の重大な損傷に至ることなく原子炉及び SFP の冷却

を継続できる時間の評価が適切に行われたかどうかを確認した。 

全交流電源喪失事象は、送電系統の故障等により外部電源が全て喪失し、加

えて、発電所内に設置されている非常用ディーゼル発電機全台の機能が確保で

きないことにより、所内の全ての交流電源が喪失する事象である。全交流電源

喪失事象が発生した場合には、原子炉については、蒸気を駆動源とするタービ

ン動補助給水ポンプにより、SG2次側への給水を行うことにより原子炉の冷却を

行い、SFPについては、燃料の崩壊熱により失われるピット水を外部から補給す

ることにより冷却を行うことが必要になる。 

当院は、原子炉及び SFP の冷却を継続できる時間については、発電所内の 4

機全てで全交流電源喪失が発生することを前提として、原子炉が運転中の場合

と停止中の場合に区別して確認を行うとともに、原子炉と SFP のそれぞれにつ

いて確認を行った。また、全交流電源喪失時に懸念される 1 次冷却材ポンプの

シール部からの冷却材の漏えいについても影響の確認を行った。更に、これま

でに講じた防護対策の有効性についても確認を行った。 

その結果、当院は、関西電力が実施した全交流電源喪失が発生した場合の事

象進展の特定、原子炉及び SFP の冷却継続時間の評価については、原子炉運転

中及び原子炉停止中の条件の下で、適切に実施されたと考える。以下、当院が

確認した内容の詳細を記載する。 

なお、本章における冷却継続時間の確認は、全交流電源喪失事象のみが単独

で発生したと仮定するものであり、地震や津波の影響は考慮されていない。地

震や津波の影響を受けた場合に、全交流電源喪失事象が発生した場合の冷却継

続時間の確認は、10章において別途記載する。 

 

８．１ 全交流電源喪失時の事象進展と冷却継続時間について 

 

（１）外部電源喪失から全交流電源喪失までの事象進展 

ここでは、全交流電源喪失事象発生時の確認に先立ち、外部電源喪失から全

交流電源喪失に至るまでの期間について、3号機及び 4号機について利用可能な

電源設備等と利用可能な時間について確認を行った。 

 

関西電力は、外部電源喪失から全交流電源喪失までの過程について、外部電

源系の構成やタービンバイパス容量などのプラントの特性を反映し、イベント

ツリーで特定するとともに、2台の非常用ディーゼル発電機が運転継続でき原子



72 
 

炉を冷却できる期間を、燃料（重油）の保有量と原子炉の冷却に必要な系統・

機器の燃料消費量と燃費に基づき、約 10日間と評価したとしている。 

 

当院は、当該プラントの外部電源系が 500kV 4 回線で構成されていること、

非常用ディーゼル発電機を 2 台設置していること、また、タービンバイパス容

量が約 55%であり、所内単独運転が可能な設計となっていることを確認した。こ

れらのプラント設計に関連する設備はイベントツリーのヘディングに反映され

ていることを確認した。 

また、非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの管理容量が 310kL であるこ

と、外部電源喪失時に非常用ディーゼル発電機から給電を受け約 20時間で冷温

停止を達成し、これを維持するために必要な電動補助給水ポンプ、余熱除去ポ

ンプ、原子炉補機冷却水ポンプ及び海水ポンプ等を運転した場合の非常用ディ

ーゼル発電機の燃費に基づき、約 10日間の運転継続時間を算定していることを

確認した。 

以上のことから、外部電源喪失から全交流電源喪失までの事象進展の特定と

非常用ディーゼル発電機が運転継続可能な時間の評価は問題ないと考える。 

 

（２）全交流電源喪失時の事象進展 

 

１）原子炉の冷却 

関西電力は、全交流電源喪失を起因事象として、燃料の重大な損傷に至るま

での事象進展をイベントツリーにより評価し、この場合に使用できる防護措置

を明らかにしたとしている。具体的には、全交流電源喪失後、タービン動補助

給水ポンプにより SG2次側への給水を行い原子炉の冷却を継続するとし、SG2次

側への給水継続に失敗した場合には、燃料の重大な損傷に至るとしている。 

また、タービン動補助給水ポンプによる SG2 次側への給水については、SG の

水位監視が必要であり、電源が確保できず、監視機器への電源の給電に失敗し

た場合には、SG の水位制御ができず、最終的には燃料の重大な損傷に至るとし

ている（図８－１）。 

 

 当院は、関西電力が作成したイベントツリーについて、給水手段の確保、水

源の確保、SG 水位の監視機器への給電、使用できる防護措置の区分に着目して

以下のとおり確認した結果、全交流電源喪失事象から燃料の重大な損傷までの

事象進展の特定が適切になされており問題ないと考える。 

なお、関西電力が作成したイベントツリーにおいては、3つの安全機能（給水

手段の確保、水源確保、電源確保）の個別の安全機能に着目して、当該安全機
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能を有する各設備に応じて安全機能を確保できる期間を示すために成功と失敗

の分岐を用いており、PSAで一般的に使用されるイベントツリーの分岐の考え方

とは異なった取扱いをしていることについても確認した。 

¾ 全交流電源喪失時の炉心冷却に必要なタービン動補助給水ポンプの利用に
あたり、水源として、復水ピットに加えて、C-2 次系純水タンク、2 次系純

水タンク（予備）及び海水を利用することが示されている。 

¾ 全交流電源喪失時には SG の水位制御のために監視機器等への給電が必要で

あるが、蓄電池からの給電が期待でき、蓄電池が枯渇する前に、空冷式非常

用発電装置の繋ぎ込みによる電源の確保が必要であることが示されている。 

¾ 工事計画で対象とした設備、アクシデントマネジメント（以下「AM」という。）

設備、緊急安全対策等として整備した設備が区別されており、使用できる防

護措置の区分が明確になっている。 

 

２）SFPの冷却 

関西電力は、全交流電源喪失により SFPの冷却機能が喪失するため、SFPへの

給水を実施することにより燃料を冷却するとしている。SFP への給水が停止し、

燃料の崩壊熱が除去できなくなると、最終的には燃料の重大な損傷に至るとし

ている（図８－２）。 

 

当院は、関西電力のイベントツリーについて、水源の確保、使用できる防護

措置の区分に着目し、以下のとおり確認した結果、SFPの冷却については、全交

流電源喪失事象から燃料の重大な損傷までの事象進展の特定が適切になされて

おり問題ないと考える。 

なお、関西電力が作成したイベントツリーにおいては、SFPへの給水機能を有

する各設備に応じて給水機能を確保できる期間を示すために成功と失敗の分岐

を用いており、PSAで一般的に使用されるイベントツリーの分岐の考え方とは異

なった取扱いをしていることについても確認した。 

¾ 全交流電源喪失時に SFPへの給水を実施するために、No.1淡水タンク、1次

系純水タンク及び海水を水源として給水を行うことが示されている。 

¾ イベントツリーのヘディングでは、これらの水源が全て緊急安全対策等とし
て整備した設備であることが示されており、使用できる防護措置の区分が明

確になっている。 
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（３）全交流電源喪失時の原子炉及び SFP の冷却継続時間の評価（原子炉運転

中） 

 

１）評価条件 

関西電力は、原子炉及び SFP の冷却に必要な給水量の評価において、想定す

る燃料の仕様を高燃焼度ステップ 2 ウラン燃料（濃縮度約 4.8wt%）とし、1 回

照射（燃焼度 18,300MWd/t） 、2回照射（36,700MWd/t）、3回照射（55,000MWd/t）

の燃料が炉心に 1/3 ずつ装荷され、約 1 年間運転した状態を仮定したとしてい

る。 

また、SFPについては、3号機及び 4号機それぞれについて、原子炉に再装荷

する 2/3 炉心相当の燃料体を除く 2,000 体が貯蔵されていると仮定するととも

に、SFPを共用する 1号機・2号機から移送される使用済燃料についても、3回

照射後の高燃焼度ステップ 2ウラン燃料であると仮定したとしている。 

崩壊熱については、平成 2 年に日本原子力学会がとりまとめたデータブック

「崩壊熱の推奨値とその使用法」に与えられている推奨値（不確定性（3σ）を

考慮したもの）を使用したとしている。また、アクチニド崩壊熱については

ORIGEN2コード（不確定性（20%）を考慮）の評価値を用いたとしている。 

 

当院は、関西電力が設定した評価条件について、原子炉及び SFP の燃料の想

定、使用した崩壊熱に着目して、以下のとおり確認した結果、問題ないと考え

る。 

¾ 原子炉の燃料については、最新の高燃焼度ステップ 2燃料としている。また、

最高燃焼度である 55,000MWd/tを想定しており、実際の炉心設計で採用され

ている 3バッチ方式と濃縮度（約 4.8wt%）を反映している。 

¾ SFPの燃料については、運転時に想定される最大数の使用済燃料が貯蔵され

ていると仮定している。 

¾ 崩壊熱の設定については、原子力安全委員会の「軽水型動力炉の非常用炉心
冷却系の性能評価指針」の解説Ⅲにおいて安全解析で使用することが妥当と

認められており、また、アクチニド崩壊熱の寄与についても実績のある

ORIGEN2コードの評価値に適切な保守性を考慮して用いている。 

 

２）原子炉の冷却について 

関西電力は、運転時に全交流電源喪失事象が発生した場合に期待する水源と

して、復水ピット、C-2次系純水タンク、2次系純水タンク（予備）の順に切り

替え、最終的には海水を取水し復水ピットに補給することで給水を継続すると

している。各水源が枯渇する時間については、各水源の保有水量と原子炉の崩
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壊熱に対応する必要給水量から算定し、復水ピットは約 5時間、C-2次系純水タ

ンクは約 6日間、2次系純水タンク（予備）は約 10日間、合計で約 16日間にな

るとしている。海水の取水については、発電所内に備蓄し、1～4 号機で共用す

るガソリン（平成 23 年 10月 1日時点の備蓄量 3,400リットル）を燃料として

消防ポンプにより行うが、消防ポンプに期待する事象発生後約 16日の時点にお

いては、備蓄ガソリンは他号機により全て消費されていることから使用できな

いとしている。 

また、運転時に全交流電源喪失事象が発生した場合、SG の水位制御を行いな

がら給水するために、水位監視機器等への給電が必要であり、蓄電池から直流

電源への給電が停止するまでに、空冷式非常用発電装置による電源の供給が必

要であるとしている。蓄電池については約 5 時間の給電が可能であり、空冷式

非常用発電装置については、燃料である重油の発電所内貯蔵量と SG水位監視機

器等への負荷接続時の燃費に基づき、約 85日間の運転が可能であるとしている

（図８－３）。 

 

当院は、原子炉の冷却継続時間の評価に関して、水源の保有水量、蓄電池の

給電継続時間、空冷式非常用発電装置の設計条件に着目して、以下の点を確認

した結果、発電所内の 4 機全てで全交流電源喪失が発生することを前提とした

場合の原子炉の冷却継続時間として、約 16日間が算定されていることについて

は問題ないと考える。 

¾ 復水ピット、C-2 次系純水タンク、2 次系純水タンク（予備）の保有水量に

ついては、各々、730m3、3,030m3、2,700m3が評価で用いられているが、発電

所所則により水量はこの数値以上で管理されている。また、各水源が枯渇す

る時間については、各水源の保有水量とその時点での崩壊熱から算定される

必要給水量から評価されている。 

¾ 蓄電池の継続運転時間である約 5時間については、蓄電池の設計仕様を前提

として、不要負荷を切離すことにより確保される。 

¾ 3 号機及び 4 号機用に 2 台ずつ配備された空冷式非常用発電装置の容量は、

1 台当たり 1,825kVA であり、他方、各号機の原子炉及び SFP の両方の冷却

を実施する場合に必要な系統負荷（直流電源、計装用電源、1次系補給水ポ

ンプ、アニュラス排気設備等）の合計値が約 316kVA であり、空冷式非常用

電源装置の容量に比し小さい。 

¾ 空冷式非常用発電装置の燃料（重油）は、非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵
タンク（約 712m3、4 機合計）及び発電所内で共用する補助ボイラー燃料タ

ンク（約 300m3）で貯蔵され、貯蔵量は発電所所則で管理されている。 

¾ 空冷式非常用発電装置の運転継続時間については、4機同時に全交流電源喪
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失が発生した場合に、各号機で 1台ずつ運転すると仮定した容量（4台で合

計容量 7,300kVA）と、必要な系統負荷を運転した時の燃費（約 497L/h）に

基づき算定されている。 

 

なお、本評価結果は、全交流電源喪失事象のみが単独で発生した場合の評価

であり、地震や津波の影響を受けて全交流電源喪失事象が発生した場合の評価

は、10章において別途記載する。 

 

３）SFPの冷却について 

関西電力は、原子炉運転中に全交流電源喪失が発生した場合に、SFPへの給水

のための水源としては、No.1 淡水タンク、1 次系純水タンク及び海水を利用で

きるとしている。各水源の枯渇時間については、各水源の保有水量と SFP にあ

る燃料の崩壊熱で決まる必要給水量から算定し、No.1 淡水タンクは約 14 日間、

1次系純水タンクは約 32時間の合計約 15日間としている。なお、海水の取水に

ついては、消防ポンプに期待する約 15 日後の時点では、発電所内に備蓄し、1

～4 号機で共用するガソリンは他号機により全て消費されていることから使用

できないとしている。 

また、No.1 淡水タンクからの給水は、電源を必要としない消火栓を用いて行

うことができ、同タンクが枯渇するまでに、空冷式非常用発電装置により給電

される 1 次系補給水ポンプを用いて 1 次系純水タンク水を SFP へ給水するとし

ている。このため当該ポンプへの給電が必要な期間は、No.1 淡水タンク水が枯

渇する約 14日後から、1次系純水タンク水が枯渇するまでの約 32時間であると

している（図８－３）。 

 

当院は、SFPの冷却継続時間の評価に関して、水源の保有水量、空冷式非常用

発電装置の運転可能性に着目して、以下の点を確認した結果、冷却継続時間と

して約 15日間が算定されていることについては、問題ないと考える。 

¾ 水源である、No.1淡水タンク、1次系純水タンクの保有水量については、各々、
2,636m3、252m3が評価で用いられているが、発電所所則により水量はこの数

値以上で管理されている。また、各水源が枯渇する時間については、使用順

位が定められた各水源の保有水量とその時点での崩壊熱から算定されてい

る。 

¾ 空冷式非常用発電装置の運転継続時間が約 85 日であることは、原子炉の冷

却の際に確認しており、約 14日後から約 32時間の 1次系補給水ポンプへの

給電は可能である。 
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なお、本評価結果は、全交流電源喪失事象のみが単独で発生した場合の評価

であり、地震や津波の影響により全交流電源喪失事象が発生した場合の評価は、

10章において別途記載する。 

 

４）1次冷却材ポンプのシール部からの漏えいの取扱い 

当院は、審査の過程において関西電力に対して、全交流電源喪失時に 1 次冷

却材ポンプ（以下「RCP」という。）のシール部からの漏えいの評価について説

明を求め、当該事象の取扱いについての確認を行った。 

 

関西電力は、全交流電源喪失時に、RCPへの封水注入機能及び RCPシール部の

冷却機能（サーマルバリアへの冷却水通水）が失われた場合のシール部からの

漏えい率として、1 次冷却材圧力 15.4MPa において RCP1 台当たり 21gpm（約

4.8m3/h）を想定している。RCP からの漏えい率 21gpm の想定については、米国

における RCP シール部からの漏えい率に係る NRC とウェスティングハウス社と

の議論の中で、同社が NRCに提出したトピカルレポートに対して、NRCが作成し

た安全評価書において規定している漏えい率を用いたとしている。 

また、全交流電源喪失時には、RCPシール部は一時的には通常運転時の 1次冷

却系温度（約 290℃）に晒されるものの、シール部品としての金属材料等は十分

な耐熱性能を有していること、シール部品間に用いている Oリングについては、

ウェスティングハウス社により全交流電源喪失時に想定される 1 次冷却材の温

度、圧力を模擬した O リングの検証試験によって、全ての試験体について、健

全性が維持されていることが確認されているとしている。 

関西電力は、全交流電源喪失時には、タービン動補助給水ポンプの運転及び

主蒸気逃がし弁開放による 2次系からの冷却により、1次冷却系を約 170℃、約

0.7MPa まで減温、減圧しプラントを安定させる操作手順を作成しているが、こ

の場合のプラントの挙動について熱流動解析コード RELAP5を用いて解析し、RCP

シール部からの漏えい率 21gpm を考慮しても、炉心冷却が適切に実施され、操

作手順を実現できることを確認したとしている。 

 

当院は、関西電力の実施したシール部からの漏えい評価に関して、Oリングの

種類、O リングの検証試験結果、漏えいを反映したプラント挙動解析に着目し、

以下の点を確認した結果、RCPシール部からの漏えいの取扱いについては、問題

ないと考える。 

¾ RCP１台当たり 21gpm に設定した漏えい率は、NRC が作成した安全評価書に

おいて High Temperature O-rings に対して規定している漏えい率であり、

大飯発電所 3 号機及び 4 号機で現在採用されている O リングが High 
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Temperature O-ringsであること。 

¾ ウェスティングハウス社による Oリングの検証試験は 120個（第 1段シール

模擬 20個、第 2段シール模擬 100個）を対象に実施されており、第 1段シ

ール条件（温度約 290℃、差圧約 12.4MPa）及び第 2段シール条件（温度約

290℃、差圧約 8.3MPa）の高温高圧水を O リングに 18 時間及び 7日間負荷

することで実施された。試験結果によれば、18 時間及び 7 日間の試験で O

リングの破損は 1例もみられなかった。更にその後、当該 Oリングの耐力を

確認する目的で、温度を 290℃に維持したまま圧力を上昇させて試験を継続

し、試験圧力よりも高い圧力まで耐えられることを確認している。 

¾ 熱流動解析コード RELAP5 による全交流電源喪失時のプラント挙動に関する

解析については、初期条件として、原子炉出力、原子炉圧力、1次冷却材平

均温度は設計最確値が採用されている。また、RCPシール部からの漏えい率

として 21gpm が反映され、30 分後に主蒸気逃がし弁を開放して 2 次系の減

圧を開始すること及び約 12 時間後に蓄圧タンク出口弁を閉止すること等の

手動操作が考慮されている。 

 

（４）全交流電源喪失時の SFPの冷却継続時間の評価（原子炉停止中） 

関西電力は、プラント停止中の当該評価においては、（３）１）で示した炉心

内の全燃料が全て SFPに取り出されていることに加えて、SFPに貯蔵可能な最大

数の燃料（2,129 体）が貯蔵されていると仮定して評価したとしている。また、

崩壊熱についても（３）１）で示したものを使用したとしている。 

SFPへ注水するための水源としては、No.1淡水タンク、1次系純水タンク及び

海水を利用するとしている。各水源の枯渇時間については、各水源の保有水量

と SFP にある燃料の崩壊熱から算定し、No.1 淡水タンクは約 6 日間、1 次系純

水タンクは約 13 時間、海水については発電所の 1～4 号機で共用するガソリン

を燃料とする消防ポンプを使用するため約 4日間となり、合計約 10日間である

としている。 

また、電源供給が必要な負荷は、1次系純水タンクを水源として利用する 1次

系補給水ポンプのみであり、必要な時期は、消火栓を用いて給水する No.1淡水

タンクの水源が枯渇する約 6 日後、必要な期間は 1 次系純水タンク水が枯渇す

るまでの約 13時間であり、空冷式非常用発電装置からの給電により対応できる

としている（図８－４）。 

 

当院は、関西電力が実施した SFPの冷却継続時間の評価に関して、燃料の想定、

水源の保有水量、海水取水の設定、電源の確保に着目して、以下の点を確認し

た結果、約 10日間が算定されていることについては、問題ないと考える。 
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¾ SFP に貯蔵する燃料の評価条件については、（３）１）で確認したとおり問

題ない。 

¾ 水源である、No.1淡水タンク、1次系純水タンクの保有水量については、各々、
2,636m3、252m3が評価で用いられているが、発電所所則により水量はこの数

値以上で管理されている。また、各水源が枯渇する時間については、使用順

位が定められた各水源の保有水量とその時点での SFP にある燃料の崩壊熱

で決まる必要給水量から算定されている。 

¾ 海水取水については、発電所の 1～4 号機で共用するガソリンを燃料とする

消防ポンプを使用するため約 4日間に制限されている。 

¾ 電源については、（３）２）で確認したとおり、空冷式非常用発電装置が利
用できる。 

 

なお、本評価結果は、全交流電源喪失事象のみが単独で発生した場合の評価

であり、地震や津波の影響により全交流電源喪失が発生した場合の評価は、10

章において別途記載する。 

 

８．２ クリフエッジの特定について 

８．１の確認結果を踏まえ、原子炉運転中及び原子炉停止中の全交流電源喪

失事象に対して、原子炉及び SFP の燃料を対象として、緊急安全対策等実施後

の冷却継続時間の確認結果を以下に示す。 

 

（１）原子炉運転中の冷却継続時間の確認結果 

原子炉運転中の原子炉に対する冷却継続時間は、給水機能の喪失で決まる約

16日間となり、SFPに対する冷却継続時間は、給水機能の喪失で決まる約 15日

間となる。 

 

原子炉

運転中 

対象施設 安全機能 冷却継続時間 

原子炉 
給水機能 約 16日間 

電源供給機能 約 85日間 

SFP 
給水機能 約 15日間 

電源供給機能 約 85日間 

 

（２）原子炉停止中の冷却継続時間の確認結果 

原子炉停止中の SFP に対する冷却継続時間は給水機能の喪失により決まる約

10日間となる。 
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原子炉

停止中 

対象施設 安全機能 冷却継続時間 

SFP 
給水機能 約 10日間 

電源供給機能 約 85日以上 

 

８．３ 緊急安全対策等の効果について 

原子炉運転中及び原子炉停止中の全交流電源喪失事象に対して、原子炉及び

SFPの燃料を対象として、緊急安全対策等実施前後の冷却継続時間に着目して効

果の確認を行った。 

 

関西電力は、原子炉の冷却継続時間については、緊急安全対策等実施前には

蓄電池の容量である約 5 時間であったが、緊急安全対策等において設置された

空冷式非常用発電装置による給電時間の延長及び 2 次系純水タンク（予備）を

活用した水源の増加により約 16日間に延長できたとしている。原子炉停止時の

SFP の冷却継続時間については、緊急安全対策等実施前には、ピット水温度が

100℃になるまでの約 12 時間であったが、緊急安全対策等において設置された

空冷式非常用発電装置による給電時間の延長、No.1 淡水タンク、1 次系純水タ

ンク及び消防ポンプを用いた海水取水を活用した水源の増加により、約 10日間

に延長できたとしている。 

また、今後、恒設の非常用発電機を設置して外部電源喪失時のバックアップ

電源の強化を図るとともに、防護措置が確実に実行できるよう、教育、訓練を

通じて改善を図りながら実効性を維持・向上させていく計画であるとしている。 

 

当院は、以上のとおり、実施済の緊急安全対策等について効果があることを

確認した。また、関西電力においては、将来的に継続して防護対策について、

設備面及び運用面で、一層の充実を図る計画を有しており、継続的に安全性の

向上が図られることを確認した。 

 

８．４ 当院の評価（まとめ） 

当院は、関西電力が実施した全交流電源喪失が発生した場合の事象進展の特

定及び原子炉及び SFP の冷却継続時間の評価については、発電所内の 4 機全て

で全交流電源喪失が発生することを前提として、原子炉運転中及び原子炉停止

中の条件の下で、適切に実施されたと考える。すなわち、事象進展の特定につ

いてはイベントツリーにより適切に評価されており、また、冷却継続時間の評

価条件や評価方法等についても妥当なものと考える。 

従って、原子炉運転中に全交流電源喪失が発生した場合に、原子炉の冷却継

続時間は約 16 日間、原子炉停止中の SFP の冷却継続時間は約 10 日間であると
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し、また、緊急安全対策等の実施により、原子炉の冷却継続時間は約 5 時間か

ら約 16日間に、SFPの冷却継続時間は約 12時間から約 10日間に延長できると

する関西電力の評価は妥当なものと考える。 

また、関西電力が、防護措置の実効性を一層向上させるため、交流電源につ

いては、今後、恒設の非常用発電機を設置して外部電源喪失時のバックアップ

電源の強化を図るとしていること、防護措置が確実に実行できるよう、教育、

訓練を通じて改善を図りながら実効性を維持・向上させていく計画を有してい

ること等、安全性の向上に向けて設備面及び運用面で一層の充実を目指してい

ることは望ましいことと考える。 

なお、本章の議論は、全交流電源喪失事象のみが単独で発生した場合の評価

であり、地震や津波の影響により全交流電源喪失事象が発生した場合の評価は、

10章において別途記載する。 
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９．最終ヒートシンク喪失に関する評価 

本章においては、関西電力により、最終ヒートシンク喪失事象が発生した場

合の事象の進展が特定され、燃料の重大な損傷に至ることなく原子炉及び SFP

の冷却を継続できる時間の評価が適切に行われたかどうかを確認した。 

最終ヒートシンク喪失事象は、原子炉の運転中または停止中に海水ポンプ及

び 環水ポンプの故障により、海水による冷却系統が全て機能喪失する事象で

ある。 

最終ヒートシンク喪失事象が発生した場合には、原子炉については、蒸気を

駆動源とするタービン動補助給水ポンプまたは電動補助給水ポンプにより SG2

次側に給水を行うことにより原子炉の冷却を行い、SFPについては、燃料の崩壊

熱により失われるピット水を外部から補給することにより冷却を行うことが必

要になる。 

当院は、原子炉及び SFP の冷却を継続できる時間については、発電所内の 4

機全てで最終ヒートシンク喪失が発生することを前提として、原子炉が運転中

の場合と停止中の場合に区別して確認を行うとともに、原子炉と SFP のそれぞ

れについて確認を行った。また、最終ヒートシンク喪失時に懸念される 1 次冷

却材ポンプのシール部からの冷却材の漏えいについても影響の確認を行った。

更に、これまでに講じた防護対策の有効性についても確認を行った。 

その結果、当院は、関西電力が実施した最終ヒートシンク喪失事象が発生し

た場合の事象進展の特定、原子炉及び SFP の冷却継続時間の評価については、

原子炉運転中及び原子炉停止中に条件の下で、適切に実施されたと考える。以

下、当院が確認した内容の詳細を記載する。 

なお、本章における冷却継続時間の確認は最終ヒートシンク喪失事象のみが

単独で発生したと仮定するものであり、地震や津波の影響は考慮されていない。

地震や津波の影響を受けた場合に、最終ヒートシンク喪失事象が発生した場合

の冷却継続時間の確認は、10章において別途記載する。 

 

９．１ 最終ヒートシンク喪失時の事象進展と冷却継続時間について 

 

（１）最終ヒートシンク喪失時の事象進展 

 

１）原子炉の冷却 

関西電力は、最終ヒートシンク喪失を起因事象として、燃料の重大な損傷に

至るまでの事象進展をイベントツリーにより評価し、この場合に使用できる防

護措置を明らかにしたとしている。具体的には、最終ヒートシンク喪失後、タ

ービン動補助給水ポンプまたは電動補助給水ポンプにより SG2 次側への給水を
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行い原子炉の冷却を継続するとし、SG2 次側への給水継続に失敗した場合には、

燃料の重大な損傷に至るとしている。 

また、タービン動補助給水ポンプまたは電動補助給水ポンプによる SG2 次側

への給水については、SG の水位監視が必要であるが、監視機器等への給電は外

部電源により維持されるとしている（図９－１）。 

 

 当院は、関西電力が作成したイベントツリーについて、水源の確保及び使用

できる防護措置の区分に着目して以下のとおり確認した結果、最終ヒートシン

ク喪失事象から燃料の重大な損傷までの事象進展の特定が適切になされており

問題ないと考える。 

なお、関西電力の作成したイベントツリーにおいては、給水手段の確保及び

水源確保に係る安全機能に着目して、当該安全機能を有する各設備に応じて安

全機能を確保できる期間を示すために成功と失敗の分岐を用いており、PSAで一

般的に使用されるイベントツリーの分岐の考え方とは異なった取扱いをしてい

ることについても確認した。 

¾ 最終ヒートシンク喪失時の炉心冷却に必要なタービン動補助給水ポンプま
たは電動補助給水ポンプの利用にあたり、水源として、復水ピットに加えて、

C-2 次系純水タンク、2 次系純水タンク（予備）及び海水を利用することが

示されている。 

¾ 工事計画で対象とした設備、AM 設備、緊急安全対策等で整備した設備が区

分されており、使用できる防護措置の区分が明確になっている。 

 

２）SFPの冷却 

関西電力は、最終ヒートシンク喪失により SFP の冷却機能が喪失するため、

SFPへの給水を実施することにより燃料を冷却するとしている。SFPへの給水が

停止し、燃料の崩壊熱が除去できなくなると、最終的には燃料の重大な損傷に

至るとしている（図９－２）。 

 

当院は、関西電力のイベントツリーにおいて、水源の確保及び使用できる防

護措置の区分に着目し、以下とおり確認した結果、SFPの冷却については、最終

ヒートシンク喪失事象から燃料の重大な損傷までの事象進展の特定が適切にな

されており問題ないと考える。 

なお、関西電力が作成したイベントツリーにおいては、SFPへの給水機能を有

する各設備に応じて給水機能を確保できる期間を示すために成功と失敗の分岐

を用いており、PSAで一般的に使用されるイベントツリーとは異なった取扱いを

していることについても確認した。 
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¾ 最終ヒートシンク喪失後に SFP への給水を実施するために、No.1 淡水タン

ク、1次系純水タンク及び海水を水源として給水を行うことが示されている。 

¾ イベントツリーのヘディングでは、これらの水源が全て緊急安全対策等で整
備された設備であることが示されており、使用できる防護措置の区分が明確

になっている。 

 

（２）最終ヒートシンク喪失時の原子炉及び SFP の冷却継続時間の評価（原子

炉運転中） 

 

１）評価条件 

関西電力は、最終ヒートシンク喪失時の原子炉及び SFP の冷却に必要な給水

量の評価において、想定する燃料の仕様及び崩壊熱に関する評価条件は、全交

流電源喪失時と同じ取扱いとしており、８．１（３）１）のとおり問題ないと

考える。 

 

２）原子炉の冷却について 

関西電力は、運転時に最終ヒートシンク喪失が発生した場合に期待する水源

として、復水ピット、C-2次系純水タンク、2次系純水タンク（予備）の順に切

り替え、最終的には海水を取水し復水ピットに補給することで給水を継続する

としている。各水源が枯渇する時間については、各水源の保有水量と原子炉の

崩壊熱で決まる必要給水量から、復水ピットは約 5時間、C-2次系純水タンクは

約 6日間、2次系純水タンク（予備）は約 10日間、合計で約 16日間になるとし

ている。海水の取水については、発電所内の 1～4号機で共用するガソリン（平

成 23 年 10月 1日時点の備蓄量 3,400リットル）を燃料として消防ポンプによ

り行うが、消防ポンプに期待する事象発生後約 16日の時点においては、備蓄ガ

ソリンは他号機により全て消費されていることから使用できないとしている。 

また、運転時に最終ヒートシンク喪失が発生した場合、SG の水位制御を行い

ながら給水するために、水位監視機器等への給電が必要であるが、外部電源に

より給電が維持されるとしている（図９－３）。 

 

当院は、原子炉の冷却継続時間の評価に関して、水源の保有水量に着目して、

以下の点を確認した結果、冷却継続時間として約 16日間が算定されていること

については問題ないと考える。 

¾ 復水ピット、C-2 次系純水タンク、2 次系純水タンク（予備）の保有水量に

ついては、各々、730m3、3,030m3、2,700m3が評価で用いられているが、発電

所所則により水量はこの数値以上で管理されている。また、各水源が枯渇す
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る時間については、各水源の保有水量とその時点での崩壊熱から算定される

必要給水量から評価されている。 

 

なお、この値は、最終ヒートシンク喪失事象のみが単独で発生した場合の評

価結果であり、地震や津波の影響を受けて最終ヒートシンク喪失事象が発生し

た場合の評価は、10章において別途記載する。 

 

３）SFPの冷却について 

関西電力は、運転時に最終ヒートシンク喪失が発生した場合に、SFPへの給水

のための水源としては、No.1 淡水タンク、1 次系純水タンク及び海水を利用で

きるとしている。各水源の枯渇時間については、各水源の保有水量と SFP にあ

る燃料の崩壊熱で決まる必要給水量から算定し、No.1 淡水タンクは約 14 日間、

1次系純水タンクは約 32時間の合計約 15日間としている。なお、海水の取水に

ついては、消防ポンプに期待する約 15 日後の時点では、発電所内の 1～4 号機

で共用する備蓄ガソリンは他号機により全て消費されていることから使用でき

ないとしている（図９－３）。 

 

当院は、SFPの冷却継続時間の評価に関して、水源の保有水量に着目して、以

下の点を確認した結果、冷却継続時間として約 15日間が算定されていることに

ついては、問題ないと考える。 

¾ 水源である、No.1淡水タンク、1次系純水タンクの保有水量については、各々、
2,636m3、252m3が評価で用いられているが、発電所所則により水量はこの数

値以上で管理されている。また、各水源が枯渇する時間については、使用順

位が定められた各水源の保有水量と水源切替時点での崩壊熱から算定され

る必要給水量から評価されている。 

 

なお、この値は、最終ヒートシンク喪失事象のみが単独で発生した場合の評

価結果であり、地震や津波の影響により最終ヒートシンク喪失事象が発生した

場合の評価は、10章において別途記載する。 

 

４）1次冷却材ポンプのシール部からの漏えいの取り扱い 

関西電力は、最終ヒートシンク喪失時における RCP のシール部からの漏えい

の取扱いについては、全交流電源喪失時と同じであるとしていることから、当

院としては、８．１（３）４）に示すとおり、問題ないと考える。 
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（３）最終ヒートシンク喪失時の SFPの冷却継続時間の評価（原子炉停止中） 

関西電力は、原子炉停止中の当該評価においては、８．１（３）１）で示し

た炉心内の燃料が全て SFPに取り出されていることに加えて、SFPに貯蔵可能な

最大数の燃料（2,129体）が貯蔵されていると仮定して評価したとしている。ま

た、崩壊熱についても８．１（３）１）で示したものを使用したとしている。 

SFPへ注水するための水源としては、No.1淡水タンク、1次系純水タンク及び

海水を利用するとしている。各水源の枯渇時間については、各水源の保有水量

と崩壊熱から算定し、No.1淡水タンクは約 6日間、1次系純水タンクは約 13時

間、海水については発電所で共用するガソリンを燃料とする消防ポンプを使用

するため約 4日間となり、合計約 10日間であるとしている（図９－４）。 

 

当院は、関西電力が実施した SFP の冷却継続時間の評価に関して、燃料の想

定、水源の保有水量、海水取水の設定に着目して、以下の点を確認した結果、

約 10日間が算定されていることについては、問題ないと考える。 

¾ SFPに貯蔵する燃料の評価条件については、８．１（３）１）で確認したと

おり問題はない。 

¾ 水源である、No.1淡水タンク、1次系純水タンクの保有水量については、各々、
2,636m3、252m3が評価で用いられているが、発電所所則により水量はこの数

値以上で管理されている。また、各水源が枯渇する時間については、使用順

位が定められた各水源の保有水量とその時点での燃料の崩壊熱で決まる必

要給水量から算定されている。 

¾ 海水取水については、発電所内の 1～4 号機で共用するガソリンを燃料とす

る消防ポンプを使用するため、約 4日間に制限されている。 

 

なお、この値は、最終ヒートシンク喪失事象のみが単独で発生した場合の評

価結果であり、地震や津波の影響を受けて最終ヒートシンク事象が発生した場

合の評価は、10章において別途記載する。 

 

９．２ クリフエッジの特定について 

９．１の確認結果を踏まえ、原子炉運転中及び原子炉停止中の最終ヒートシ

ンク喪失事象に対して、原子炉及び SFP の燃料を対象として、緊急安全対策等

実施後の冷却継続時間の確認結果を以下に示す。 

 

（１）原子炉運転中の原子炉及び SFPの冷却継続時間の確認結果 

原子炉運転中の原子炉に対する冷却継続時間は、給水機能の喪失により決ま

る約 16 日間となり、SFP に対する冷却継続時間は、給水機能の喪失により決ま
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る約 15日間となる。 

 

原子炉

運転中 

対象施設 安全機能 冷却継続時間 

炉心 給水機能 約 16日間 

SFP 給水機能 約 15日間 

 

（２）原子炉停止中の SFPの冷却継続時間の確認結果 

原子炉停止中の SFP に対する冷却継続時間は、給水機能の喪失により決まる

約 10日間となる。 

 

原子炉

停止中 

対象施設 安全機能 冷却継続時間 

SFP 給水機能 約 10日間 

 

９．３ 緊急安全対策等の効果について 

原子炉運転中及び原子炉停止中の最終ヒートシンク喪失事象に対して、原子

炉及び SFP の燃料を対象として、緊急安全対策等実施前後の冷却継続時間に着

目して効果の確認を行った。 

 

関西電力は、原子炉の冷却継続時間については、緊急安全対策等実施前には

復水ピット及び C-2 次系純水タンクの水源で定まる約 6 日間であったが、緊急

安全対策等として設置された 2 次系純水タンク（予備）及び海水を活用した水

源の増加により約 16日間に延長できたとしている。原子炉停止時の SFPの冷却

継続時間については、緊急安全対策等実施前には、ピット水温度が 100℃になる

までの約 12 時間であったが、緊急安全対策等として設置された No.1 淡水タン

ク、1次系純水タンク及び消防ポンプを用いた海水取水を活用した水源の増加に

より、約 10日間に延長できたとしている。 

また、関西電力は、予備の海水ポンプ電動機を準備するとともに、平成 23年

12 月に海水ポンプの代替手段となる大容量の移動式ポンプを導入するなど、安

全対策の向上を図るとしている。 

 

当院は、以上のとおり、実施済の緊急安全対策等の効果があることを確認し

た。また、関西電力においては、最終ヒートシンク喪失時の対応として、予備

の海水ポンプ電動機を準備するとともに、海水ポンプの代替手段となる大容量

の移動式ポンプを導入するなど継続的に安全性の向上が図られていることを確

認した。 
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９．４  当院の評価（まとめ） 

当院は、関西電力が実施した最終ヒートシンク喪失が発生した場合の事象進

展の特定、原子炉及び SFP の冷却継続時間の評価については、発電所内の 4 機

全てで最終ヒートシンク喪失が発生することを前提として、原子炉運転中及び

原子炉停止中の条件の下で、適切に実施されたと考える。すなわち、事象進展

の特定についてはイベントツリーにより適切に評価されており、また、冷却継

続時間の評価条件や評価方法等についても妥当なものと考える。 

従って、原子炉運転中に最終ヒートシンク喪失事象が発生した場合に、原子

炉の冷却継続時間は約 16日間、SFPの冷却継続時間は約 10日間であるとし、ま

た、緊急安全対策等により、原子炉の冷却継続時間は約 6日間から約 16日間に、

原子炉停止中の SFP の冷却継続時間は、約 12 時間から約 10 日間に延長できる

とする関西電力の評価は妥当なものと考える。 

また、関西電力においては、最終ヒートシンク喪失時の対応として、予備の

海水ポンプ電動機を準備するとともに、海水ポンプの代替手段となる大容量の

移動式ポンプを導入するなど継続的に安全性の向上が図られていることは望ま

しいことと考える。 

なお、本章の議論は、最終ヒートシンク喪失事象のみが単独で発生した場合

の評価であり、地震や津波の影響により最終ヒートシンク喪失事象が発生した

場合の評価は、10章において別途記載する。 
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１０．地震、津波及び地震・津波の重畳時における原子炉及び使用済燃料ピッ

トの冷却継続時間の評価 

本章においては、地震、津波及び地震・津波の重畳時における原子炉及び SFP

の冷却継続時間の確認を行った。これは、8章及び 9章における全交流電源喪失

や最終ヒートシンク喪失に関する評価に、地震、津波を重ね合わせた事象につ

いて評価するものである。 

このため、地震、津波及び地震・津波の重畳時のそれぞれの発生時において、

原子炉及び SFP の冷却に使用する各設備・機器に対して、耐震クラス、津波高

さの観点から使用の可否が適切に判断されているかを確認した上で、事象発生

時に期待されている緊急安全対策等に係る運転操作、作業について、電源供給、

SG への給水、SFP への給水の 3 つの安全機能に着目して、必要な運転操作や作

業項目が適切に抽出されているか、一連の運転操作、作業が許容される時間内

に実施できるかの観点から、成立性の確認を行った。 

地震、津波及び地震・津波の重畳時の原子炉及び SFP の冷却継続時間の評価

については、発電所内の 4 機全てが被災することを前提として評価に用いた評

価条件が、5章、6章及び 7章のクリフエッジ評価結果を反映したものであるか、

耐震クラスの低い水源タンク及び補助ボイラー燃料タンクの取扱いや津波高さ

以下に設置されている設備・機器の使用可否の判断が適切かについて確認を行

った。 

その結果、地震、津波、地震・津波の重畳時における事故シナリオの成立性

に問題はなく、また関西電力が実施した原子炉及び SFP の冷却継続時間の評価

は適切に実施されており、その結果についても問題ないと考える。以下、当院

が確認した内容の詳細を記載する。 

 

１０．１ 地震、津波及び地震・津波の重畳時の事故シナリオについて 

関西電力は、地震時においては、原子炉の冷却については、1.80Ss までの地

震に対しては、空冷式非常用発電装置から監視機器等への給電を行いつつ、タ

ービン動補助給水ポンプにより復水ピットの水を、更にピット水が枯渇するま

でに、消防ポンプによりピットに給水した海水を SG 2次側に注水することによ

り冷却を継続することが可能であるとしている。SFPの冷却については、SFPが

損傷する 2Ss までは、消防ポンプにより給水した海水を SFP に注水することで

冷却が可能であるとしている。 

また、津波時においては、原子炉の冷却については、津波高さ T.P.11.4m ま

では、外部電源から給電し、タービン動補助給水ポンプにより復水ピットの水

が枯渇するまでに、C-2次系純水タンク及び 2次系純水タンク（予備）の水、更

に消防ポンプにより給水した海水を用いて、SG 2 次側に注水することにより原
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子炉の冷却が可能であるとしている。SFPの冷却については、消防ポンプの燃料

であるガソリンが保管されている T.P.33.3m の津波高さまでは、No.1 淡水タン

クの水、更に消防ポンプを利用して給水した海水を SFP に注水することができ

るので、SFPの冷却が可能であるとしている。 

更に、地震・津波の重畳時においては、原子炉の冷却については、1.80Ss ま

での地震及び津波高さ T.P.11.4m までは、空冷式非常用発電装置から監視機器

等へ給電を行いつつ、タービン動補助給水ポンプにより復水ピット水を、更に

ピット水が枯渇するまでに、消防ポンプによりピットに給水した海水を SG 2次

側に注水することにより原子炉の冷却を継続することが可能であるとしている。

SFPの冷却については、SFPが損傷する 2Ssまで及び津波高さ T.P.33.3mまでは、

消防ポンプにより給水した海水を SFP に注水することで冷却が可能であるとし

ている。 

当院は、地震、津波及び地震・津波の重畳時の事象シナリオについては、地

震時、津波時及び地震・津波重畳時のそれぞれに対して、5章、6章及び 7章で

議論したとおり、電源供給に係る設備・機器及び水源確保に係る設備・機器に

ついて、耐震クラス、津波時の浸水高さの観点から使用可否が適切に判断され、

原子炉の冷却及び SFP の冷却に係る事象進展に反映されていることから、問題

ないと考える。 

 

１０．２ 緊急安全対策に係る運転操作、作業の成立性について 

関西電力は、緊急安全対策に係る運転操作、作業の成立性に係る評価におい

て、対象とする事故シナリオとして、発電所内の 4 機全てが被災することを前

提に地震・津波の重畳した全交流電源喪失を選定したとしている。また、具体

的な運転操作、作業項目については、電源確保、蒸気発生器への給水確保及び

SFPへの給水確保に分類し、以下に示すものを選定したとしている。 

¾ 電源確保 

①不要直流電源負荷の切離し、②空冷式非常用発電装置と 6.6kVメタクラと

の接続、③空冷式非常用発電装置の運転、④空冷式非常用発電装置への給油（重

油） 

¾ 蒸気発生器への給水 

①タービン動補助給水ポンプの流量調整、②主蒸気逃がし弁の開度調整、③

1次冷却材ポンプシール戻り隔離弁等の閉止、④蓄圧タンク出口弁の閉止、⑤

消防ポンプ、消火ホースの搬出、設置、運転、⑥復水ピットへの海水給水、⑦

消防ポンプへの給油(ガソリン) 

¾ SFPへの給水 

①消防ポンプ、消火ホースの搬出、設置、運転、②SFPへの海水給水、③消
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防ポンプへの給油（ガソリン） 

 

関西電力は、各運転操作、作業項目に必要となる対応時間については、大飯

発電所で実施された訓練実績に基づき、各運転操作、作業項目別に実測時間等

を割り当て、これを積算して算定したとしている。また、運転操作、作業に必

要な対応時間に対して、許容される時間を設定し、両者を比較することにより、

成立性を判断したとしている（図１０－１、図１０－２）。 

具体的には、電源確保に必要な時間については、①不要直流電源負荷の切離

し、②空冷式非常用発電装置と 6.6kV メタクラとの接続、③空冷式非常用発電

装置の起動に必要な時間として、約 1.3 時間が算定されており、これらの一連

の作業が蓄電池の枯渇時間である約 5 時間以内に行えるとしている。また、空

冷式非常用発電装置の燃料タンクへの給油（重油）に必要な時間として、アク

セスルートの瓦礫撤去作業に要する時間約 7 時間とタンクローリーによる燃料

運搬時間約 1.7 時間の合計として、約 9 時間が算定されており、これらの一連

の作業が、燃料タンクが枯渇する約 15時間以内に行えるとしている（図１０－

３）。 

SG2次側への給水に必要な時間については、①タービン動補助給水ポンプの流

量調整、②主蒸気逃がし弁の開度調整、③1次冷却材ポンプシール戻り隔離弁等

閉止、④蓄圧タンク出口弁の閉止、⑤消防ポンプ、消火ホースの搬出、設置、

運転、⑥復水ピットへの海水給水の作業に必要な時間が約 11.5時間と算定され

ており、これらの一連の作業が、復水ピット水が枯渇する約 18.7時間以内に行

えるとしている（図１０－４）。 

SFP への給水については、SG への給水作業を終了した後に、同様に実施する

としており、①消防ポンプ、消火ホースの搬出、設置、運転、②SFPへの海水給

水に必要な時間が約 15時間と算定されており、これらの一連の作業が SFPの水

位が低下する約 2.6日までに行うことができるとしている（図１０－４）。 

更に、SGへの給水作業及び SFPへの給水作業に必要となる要員（22名及び 21

名）の召集については、大飯発電所周辺の約 3km 圏内に立地する大島寮には 20

名の技術系社員が、約 10km圏内にある本郷寮・本郷社宅・周辺自宅には 166名

の技術系社員が居住していること、昼間で道路状態良好時の訓練実績により、

それぞれ約 40分、約 120分で発電所に到着できたことから、発電所に召集でき

るとしている（図５－２）。 

  

当院は、緊急安全対策に係る運転操作、作業の成立性の評価において、地震・

津波の重畳した全交流電源喪失シナリオを対象とすることは、地震、津波の単

独の事象に起因する事故シナリオと比較した場合に、運転操作、作業等に許容
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される時間的余裕が短くなること及び建屋外での要員や車両のアクセスルート

の障害として、道路損壊、瓦礫の散乱等が同時に想定されることから、より厳

しい条件となり得ることから、問題ないと考える。 

具体的な運転操作、作業項目の抽出については、電源確保、SG への給水確保

及び SFP への給水確保の 3 つの安全機能に着目し、事象進展の解析結果も参考

として、運転員、緊急安全対策要員が実施する運転操作、作業を時系列で分類・

整理して抽出していることから、問題ないと考える。 

また、対応時間の評価については、運転員及び緊急安全対策要員により大飯

発電所で実施された訓練実績に基づき、各運転操作、作業項目別に訓練で確認

された実績時間等を割り当てて算定されており、許容時間については、蓄電池

の枯渇時間である約 5 時間、空冷式非常用発電装置燃料タンクの重油の枯渇時

間である約 15 時間、復水ピット水が枯渇する時間である約 18.7 時間及び SFP

内の水位低下時間である約 2.6 日が選定されており、両方の時間を比較するこ

とで成立性を判断していることから評価方法及び評価結果については問題ない

と考える。 

更に、当院は、事象発生直後に実施する運転員操作を対象として、現地調査

により、以下の確認を行い、問題ないことを確認した。 

¾ バッテリー室で行う不要直流電源負荷の切離し作業については、直流き電盤
内で、不要負荷に対応するブレーカー（2箇所）が、蛍光テープで明示され、

夜間においても識別でき、ブレーカーの切断作業が短時間で行える。 

¾ 主蒸気ヘッダー室で行う主蒸気逃がし弁の開度調整作業については、当該弁
に操作ハンドル及び開度計が設置されており、手動で開度調整ができる。 

¾ アニュラス部で行う 1 次冷却材ポンプシール戻りライン隔離弁等の閉止作

業については、隔離が必要な 8個の隔離弁全てに操作用ハンドルが設置され

ており、手動で隔離操作が実施できる。 

¾ 補助給水ポンプ上部エリアで行うタービン動補助給水ポンプの流量調整作
業については、流量調整弁前弁に操作ハンドル及び開度計が設置されており、

手動で調整ができる。 

  

現地調査では、事象発生後直後に実施する運転操作以外にも、安全確保の観点

から重要な以下の項目について確認を行い、問題のないことを確認した。 

¾ 事象発生の約 12 時間後に行う蓄圧タンク出口弁の閉止操作は蓄圧タンク内

の N2が炉内に混入し、SG 伝熱管頂部に滞留し、1 次系の自然 環を防げる

ことを避けるために実施する。本操作は、空冷式非常用発電装置からの給電

により、AC440V 母線が確保されており、中央制御室から運転員が閉止操作

を行うことができる。なお、蓄圧タンクは、反応度の制御及び 1次系インベ
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ントリ確保の観点から重要な設備である。 

¾ 原子炉冷却の際に、タービン動補助給水ポンプの第一水源となる復水ピット
の水位については、中央制御室に多重化された水位計が設置されており、運

転員は水位の確認を容易に行うことができる。 

 

また、当院は、緊急安全対策要員が実施する空冷式非常用発電装置と 6.6kV

メタクラとの接続作業及び同装置の起動作業並びに召集要員が実施する消防ポ

ンプを用いた復水ピット及び SFP への海水給水作業についても、現地で実施さ

れた模擬訓練を確認し、問題なく実施されたことを確認した。 

これらの建屋内で実施する作業及び屋外で実施する作業については、中央操

作室との連絡が必要となるが、地震、津波が重畳した状況においては、通常の

発電所内の通信手段であるページングや PHS が使用できないことが想定される

ため、模擬訓練では、屋内作業に対しては、緊急時通信用の有線通話装置及び

有線ケーブルを携行して実施し、また、屋外作業に対しては、トランシーバー

を携行して実施していることを確認した。 

大飯発電所周辺に居住する要員の召集については、約 3km 圏内に立地する大

島寮に 20名の技術系社員が居住していること、昼間で道路状態良好時の訓練実

績により約 40分で発電所に到着できたことから、これらの要員については、発

電所内の背面道路の瓦礫撤去等が終了すると想定している約 7 時間以内には、

発電所に召集できる可能性が高いことを確認した（図５－２）。 

なお、関西電力は、審査における当院の指摘を踏まえ、平成 23年 12月 28日

以降は、発電所内の夜間の緊急安全対策要員を増員しており、運転員と緊急安

全対策要員の合計人数は本審査で確認した時点の 30 名から 44 名に増加し、緊

急安全対策の成立性の信頼性が向上していることについても確認した（P40 参

照）。 

 

以上のことから、緊急安全対策に係る運転操作、作業の成立性については問

題ないと考える。 

 

１０．３ 原子炉及び使用済燃料ピットの冷却継続時間について 

 

（１）評価条件 

関西電力は、地震、津波及び地震・津波の重畳時の原子炉及び SFP 冷却継続

時間の評価において、発電所内の 4 機全てが被災することを前提として以下に

示す評価条件を採用するとしている。それ以外の評価条件は地震、津波を起因

事象として考慮しない場合の全交流電源喪失、最終ヒートシンク喪失の評価（8
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章及び 9章の基本シナリオ）で用いたものと同じであるとしている。 

¾ 地震時には、耐震 Sクラスより下位の耐震クラス設備である C-2次系純水タ

ンク等の水源タンク及び補助ボイラー燃料タンクは使用できないものとす

る。 

¾ 津波時には、クリフエッジとなる津波高さ（原子炉の冷却 11.4m、SFP 冷却

33.3m）以下に設置されている設備、機器は使用できないものとする。 

¾ 発電所に備蓄されているガソリンの量は平成 23年 12月 15日時点の緊急安

全対策等としての備蓄量（10,250リットル）を反映する。 

¾ 復水ピットの水量は、中央制御室で運転員が常時確認でき、水位低の警報が
出た場合には直ちに補給ができる水位低警報設定値の水量（1,035m3）を用

いる。 

¾ SFPについてはプール水位に係る遮へい計算を行い、作業上問題のないこと

が確認できた 3mの水位低下を許容する。 

 

当院は、地震、津波及び地震・津波の重畳時の原子炉及び SFP の冷却継続時

間の評価に用いた評価条件については、耐震クラスの低い C-2 次系純水タンク

等の淡水タンクや補助ボイラー燃料タンクは損傷して使用できないと保守的に

仮定していること、クリフエッジとなる津波高さ以下に設置されている設備・

機器については使用できないと仮定していること及びガソリンの備蓄量につい

ては、平成 23年 12月 15日時点の最新の備蓄量が反映されていることから、評

価条件の設定は適切に行われていることを確認した。ガソリン備蓄量について

は、本件審査の過程で、当初の備蓄量においては、冷却継続時間が数日になる

ことを当院が指摘したことを踏まえ、関西電力において増強がなされたもので

ある。 

復水ピットの水量の仮定についても、中央制御室で運転員が常時水位を確認

できること、水位低の警報が出た場合には直ちに補給ができることから、問題

ないことを確認した。SFPの水位の仮定に関しては、遮へい計算を行い、作業上

問題ないこと（プール水面上で 0.15mSv/h）、燃料頂部から 4.38m 上までプール

水位が確保されており、燃料の冷却に支障がないことから、問題ないことを確

認した。 

 

以上のことから、評価条件については問題ないと考える。 

 

（２）評価結果 

関西電力が実施した地震、津波及び地震・津波の重畳時における原子炉及び

SFPの冷却継続時間の評価結果のまとめを表１０－１に示す。 
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関西電力は、地震時の原子炉の冷却は、耐震クラスの低い C-2 次系純水タン

ク及び 2 次系純水タンク（予備）が使用できなくなるため、耐震 S クラスの復

水ピット水が枯渇する前に消防ポンプにより復水ピットへ給水した海水を SG2

次側へ注水するとしている。この場合、海水を給水する消防ポンプの燃料であ

るガソリンの枯渇が制約条件となり約 7.2 日間の冷却継続時間になるとしてい

る。また、SFPの冷却についても、海水を燃料ピットに給水する消防ポンプの燃

料であるガソリンが制約条件となり、約 7.2 日間（原子炉運転時）の冷却継続

時間になるとしている。 

津波時の原子炉の冷却は、津波高さ 11.4m までは、外部電源からの給電によ

り、タービン動補助給水ポンプにより復水ピット、C-2次系純水タンク、及び 2

次系純水タンク（予備）、更に海水を用いて、SG 2次側に注水することにより約

24 日間冷却継続が可能であるとしている。また、SFP の冷却については、消防

ポンプの燃料であるガソリンが保管されている T.P.33.3m の津波高さまでは、

No.1淡水タンク、海水を用いて約 19日間（原子炉停止時）冷却することが可能

であるとしている。 

地震・津波の重畳時の原子炉の冷却については、地震の評価と同じ結果とな

り、約 7.2日間の冷却継続時間となるとしている。また、SFPの冷却についても、

地震の評価と同じ結果となり、約 7.2 日間（原子炉運転時の評価結果。原子炉

停止時は約 8 日間）の冷却継続時間となるとしている（図１０－５、図１０－

６、図１０－７）。 

なお、関西電力は、陸路の他、ヘリコプターによるガソリン等の補給の仕組

を構築しており、冷却が継続されている期間において、補給が可能であるとし

ている。 

 

当院は、当該評価結果について、最も厳しい地震・津波の重畳を想定した場

合でも、原子炉の冷却については、クリフエッジである地震 1.80Ss、津波高さ

11.4mまでの耐性が、また、SFPの冷却についてもクリフエッジである地震 2Ss、

津波高さ 33.3m までの耐性が適切な手法を用いて確認されていること、原子炉

及び SFP の冷却継続時間の評価については、発電所内の 4 機全てが被災するこ

とを前提として、評価に用いた評価条件が、5章、6章及び 7章の評価結果を反

映したものであり、耐震クラスの低い水源タンク及び補助ボイラー燃料タンク

の取扱や津波高さ以下に設置されている設備・機器の使用可否の判断が適切で

あることから、問題ないものと考える。 

また、当院は、関西電力が空輸に関して契約している航空会社は、大飯発電

所から約 104kmの距離にある八尾空港を拠点とするが、その他に全国 4カ所（東

京、名古屋、富山、広島）の飛行場にヘリコプターを所有しており、過去 20年
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間（1991年～2011年）の八尾空港等の気象記録による飛行不可の評価（視界に

ついては飛行視程 5,000m 未満または雲高 300m 未満、風速については、最大風

速 15m 以上）では、八尾空港を含む 5 カ所の空港の全てが連続して飛行できな

かった最大日数は 3日間（1回/20年）であることを確認した。また、発電所近

傍の敤賀観測所及び舞鶴観測所の過去 20年間の気象記録によれば、当地が連続

して飛行不可に相当する気象条件（視程 5,000m未満または最大風速 15m以上）

となった最大日数は 3 日（2 回/20 年）であることを確認した。このことから、

原子炉及び SFP の冷却を継続している期間内に、外部からヘリコプターによる

ガソリン供給等の支援が期待できるとの評価は問題ないものと考える。 

なお、冷却継続時間の評価結果については、水源及び燃料の貯蔵量から算定

されたものであり、当該期間におけるタービン動補助給水ポンプの機能評価を

確認したものではないが、空冷式非常用発電装置からの給電によりバックアッ

プの電動補助給水ポンプへの切り替えが実施可能であることから、問題ないも

のと考える。 

 

１０．４ 緊急安全対策等の効果について 

 地震、津波及び地震・津波の重畳時における原子炉及び SFP の冷却継続時間

に着目して、防護対策に係る効果の確認を行った。 

緊急安全対策等実施前の原子炉の冷却継続時間は、蓄電池の容量で定まる約 5

時間であったが、緊急安全対策等実施後の原子炉の冷却継続時間は、最も時間

が短くなる地震及び地震・津波の重畳時においても、緊急安全対策等として設

置された空冷式非常用発電装置による給電時間の延長、消防ポンプを利用した

海水給水により約 7.2 日間に延長できるため、緊急安全対策等の効果があるこ

とを確認した。 

また、緊急安全対策等実施前の SFPの冷却継続時間は、ピット水温度が 100℃

になるまでの約 12時間（原子炉停止中）であったが、緊急安全対策等実施後の

SFPの冷却継続時間は、最も時間が短くなる地震及び地震・津波の重畳時におい

ても、緊急安全対策等として設置された消防ポンプを用いたピットへの海水給

水により、約 7.2 日間（原子炉運転時の評価結果。原子炉停止時は約 8 日間）

に延長できるため、緊急安全対策等の効果があることを確認した。 

なお、関西電力は、全交流電源対策として、非常用交流電源については、今

後、恒設の非常用発電機を高台に設置して外部電源喪失時のバックアップ電源

の強化を図るとしており、また、防護措置が確実に実行できることが重要であ

ることから、段階的に教育、訓練を通じて改善を図りながら実効性を維持・向

上させていく計画であることを確認した。 
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１０．５ 当院の評価（まとめ） 

当院は審査の過程において関西電力に対して、発電所内の 4 機全てが被災す

ることを前提として、地震、津波及び地震・津波の重畳時における原子炉及び

SFPの冷却継続時間の評価を求め、関西電力から、地震、津波及び地震・津波の

重畳時の事故シナリオ、緊急安全対策に係る運転操作、作業の成立性に係る評

価及び原子炉及び SFPの冷却継続時間の評価について確認した。 

その結果、地震、津波及び地震・津波の重畳時の原子炉及び SFP の事故シナ

リオについては、地震時、津波時及び地震・津波重畳時のそれぞれに対して、

クリフエッジ評価結果に基づき、電源供給に係る設備・機器及び水源確保に係

る設備・機器について、耐震クラス、津波高さの観点から使用可否を適切に判

断し、原子炉の冷却及び SFP の冷却に係る事故シナリオに反映していることか

ら、妥当と考える。 

緊急安全対策に係る運転操作、作業の成立性に係る評価については、電源供

給、SG への給水、SFP への給水の安全機能に着目して、必要な運転操作や作業

項目が適切に抽出されていること、必要な対応時間が訓練実績などに基づき算

定され、許容される時間と比較され成立性が判断されていることから、妥当と

考える。 

また、地震、津波及び地震・津波の重畳時の原子炉及び SFP の冷却継続時間

の評価に用いた評価条件ついては、以下のことを確認しており、妥当と考える。 

¾ 耐震クラスの低い淡水タンクや補助ボイラー燃料タンクは損傷して使用で
きないと仮定している。 

¾ 津波高さ以下に設置されている設備・機器については使用できないと仮定し
ている。 

¾ ガソリンの備蓄量については、平成 23年 12月 15日時点の備蓄量が反映さ

れている。 

¾ その他の評価条件についても設定の考え方とその根拠に問題がない。 

 

原子炉及び SFP の冷却継続時間の評価結果は、最も短くなる地震及び地震・

津波の重畳時において、原子炉の冷却については約 7.2日間、また、SFPの冷却

については約 7.2 日間（原子炉運転中の評価結果。原子炉停止中は約 8 日間）

となり、緊急安全対策等実施前の原子炉及び SFP の冷却継続時間である約 5 時

間及び約 12時間から延長されていることから、緊急安全対策等の効果があるも

のと考える。 

また、原子炉及び SFP の冷却継続時間の評価結果については、原子炉の冷却

については、クリフエッジである地震については 1.80Ssまで、津波高さについ
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ては 11.4mまでの耐性が、また、SFPの冷却についてもクリフエッジである地震

については 2Ssまで、津波高さについては 33.3mまでの耐性が 5章、6章、7章

に示す適切な手法を用いて確認されていること、原子炉及び SFP の冷却が継続

できる期間内に予め契約しているヘリコプター等により、ガソリン供給等の支

援が期待できる可能性が高いと考えられることから、妥当と考える。 

冷却継続時間の評価結果については、水源及び燃料の貯蔵量から算定された

ものであり、当該期間におけるタービン動補助給水ポンプの機能評価を確認し

たものではないが、空冷式非常用発電装置からの給電によりバックアップの電

動補助給水ポンプへの切り替えが実施可能であることから、問題ないものと考

える。 

 

なお、当院は、関西電力が全交流電源対策として、非常用交流電源について

は、今後、恒設の非常用発電機を高台に設置して外部電源喪失時のバックアッ

プ電源の強化を図る計画であり、将来的にも継続して防護対策について、設備

面及び運用面で一層の充実を図るとしていることは望ましいものと考える。 

 

 



99 
 

１１．その他のシビアアクシデント・マネジメントの評価 

本章においては、これまでに関西電力が実施してきたアクシデントマネジメ

ント（以下「AM」という。）の有効性を多重防護の観点から評価するとともに、

緊急安全対策等として整備した事項の AM上の有効性について評価した。 

当院は、関西電力が、「大飯発電所 3号炉のアクシデントマネジメント検討報

告書」（平成 6年 3月）、「大飯発電所 4号炉のアクシデントマネジメント検討報

告書」（平成 6年 3月）及び「大飯発電所のアクシデントマネジメント整備報告

書」（平成 14年 5月）に基づき、PSA手法を用いて、炉心損傷防止及び大量の放

射性物質の放出抑制の観点から有効と判断して整備した AM策について、安全機

能である「原子炉の停止機能」、「炉心冷却機能」、「放射性物質の閉じ込め機能」

及び「安全機能のサポート機能」に着目して、各安全機能を有する系統・機器

が機能喪失した場合においても、これを代替する系統・設備または手順が複数

準備されており、多重防護の観点から有効であるかについて確認した。その結

果、当院は、これらの AM 策は安全機能毎に整理され、12 の起因事象に対して、

炉心損傷に至るまでの期間及び炉心損傷以降の期間における事象進展に係るイ

ベントツリーに反映されており、それぞれが有効であることを確認した。 

また、当院は、今般整備した緊急安全対策等について、安全機能との対応を

考慮して、炉心損傷防止及び大量の放射性物質の放出抑制の観点から、その効

果について確認した。その結果、当院は、緊急安全対策等のうち「緊急時の電

源確保（空冷式非常用発電装置による給電）」及び「緊急時の最終的な除熱機能

の確保（復水ピットへの給水の多様化）」については、外部電源喪失を起因事象

として、全交流電源喪失に至った後の給電及び冷却手段として有効であること

を確認した。また、「緊急時の使用済燃料貯蔵槽の冷却確保（SFP への給水の多

様化）」及び「水素爆発防止対策（アニュラスの排気）」については、直接的に

格納容器機能喪失の防止に関与するものではないが、SFPへの継続的な給水がピ

ット内に保管されている燃料集合体の破損を防止する手段として有効であるこ

と、及びアニュラスの排気がアニュラス部での水素滞留を防止する手段として

有効であることを確認した。以下、当院が確認した内容の詳細を記載する。 

 

１１．１ 安全確保に必要な安全機能と防護措置の整備状況について 

 

（１）安全確保に必要な安全機能 

関西電力は、大飯発電所 3号機及び 4号機の安全確保に必要な安全機能を、「原

子炉の停止機能」、「炉心冷却機能」、「放射性物質の閉じ込め機能」及び「安全

機能のサポート機能」に分類し、各機能を有する設備・機器は以下のとおりで

あるとしている。 
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¾ 原子炉の停止機能 

安全保護系、制御棒 

¾ 炉心冷却機能 

非常用炉心冷却設備（高圧注入系、蓄圧注入系、低圧注入系）、2 次系設

備（蒸気発生器、補助給水系、主蒸気安全弁等） 

¾ 放射性物質の閉じ込め機能 

格納容器、格納容器スプレイ系 

¾ 安全機能のサポート機能 

非常用所内電源系、直流電源系、原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海

水系、制御用空気系等 

  

（２）防護措置の整備状況 

関西電力は、平成 6年 3月及び平成 14年 5月にとりまとめた「大飯発電所 3

号炉のアクシデントマネジメント検討報告書」、「大飯発電所 4 号炉のアクシデ

ントマネジメント検討報告書」及び「大飯発電所のアクシデントマネジメント

整備報告書」において、PSA手法を用いて事象進展を分析することにより、炉心

損傷防止及び大量の放射性物質の放出抑制の観点から有効と判断された AM策を

安全機能（「原子炉の停止機能」、「炉心冷却機能」、「放射性物質の閉じ込め機能」

及び「安全機能のサポート機能」）別にまとめたとしている。 

また、平成 23年 4月及び平成 23年 6月にとりまとめた「平成 23年福島第一･

第二原子力発電所事故を踏まえた緊急安全対策に係る実施状況報告書（平成 23

年 9 月一部訂正）」及び「平成 23 年福島第一原子力発電所事故を踏まえたシビ

アアクシデントへの対応に関する措置に係る実施状況報告書」において整備さ

れた設備及びそれ以降に中長期の安全対策を前倒しで設置した設備についても、

同様に、安全機能別にまとめたとしている。 

表１１－１には、これらの AM策及び緊急安全対策等を、安全機能別に整理し

た結果を併せて示す。 

なお、緊急安全対策等のうち「緊急時の使用済燃料貯蔵槽の冷却確保」につ

いては、SFPへの給水を継続するものであり、格納容器機能喪失防止に直接的に

関与するものではない。 

 

１１．２ イベントツリーによる事象進展シナリオの分析について 

関西電力は、平成 6年 3月及び平成 14年 5月にとりまとめた「大飯発電所 3

号炉のアクシデントマネジメント検討報告書」、「大飯発電所 4 号炉のアクシデ

ントマネジメント検討報告書」及び「大飯発電所のアクシデントマネジメント

整備報告書」で用いた内的事象 PSAで想定した、以下の 12の起因事象を対象に、
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イベントツリーにより炉心損傷に至るまでの事象進展を評価し、炉心損傷防止

の観点から整備した AM策の有効性を確認するとともに、炉心損傷に至ったシナ

リオについても、これらを 5 つのグループに分類し、以降の事象進展をイベン

トツリーにより評価し、大量の放射性物質の放出抑制の観点から整備した AM策

の有効性を確認したとしている。 

①大破断 LOCA、②中破断 LOCA、③小破断 LOCA、④余熱除去系隔離弁 LOCA、⑤

蒸気発生器伝熱管破損、⑥ATWS、⑦主給水喪失、⑧2次冷却系の破断、⑨過渡

事象、⑩手動停止、⑪外部電源喪失、⑫補機冷却水の喪失 

また、関西電力は今般整備された緊急安全対策等の有効性についても、起因

事象と安全機能との対応を考慮して、各イベントツリーの中で評価し、炉心損

傷防止及び大量の放射性物質の放出抑制の観点から、その効果を確認したとし

ている。 

 

当院は、以下に示すとおり、12 の起因事象に対してその後の事象進展を示す

イベントツリー及び 5 つのグループに対して炉心損傷後の事象進展を示すイベ

ントツリーにおいて、必要となる安全機能に対して、整備済の AM策と今般整備

された緊急安全対策等がどのように反映されているか、また、炉心損傷防止及

び大量の放射性物質の放出抑制の観点から有効であるかどうかについて、確認

した。 

 

（１）炉心損傷防止の観点からの有効性の確認 

 

①大破断 LOCA 

大破断 LOCAでは事故直後の原子炉への給水による炉心冷却と再 環による継

続的な原子炉への給水と除熱が必要になる。その後、格納容器スプレイによる

格納容器からの除熱が必要になる。 

AM策として整備された手段としては、「水源補給による注入継続」、「代替再 

環」、「代替格納容器気相冷却」及び「格納容器内自然対流冷却」がイベントツ

リーに反映されており、これらが有効であることを確認した。 

 

②中破断 LOCA 

中破断 LOCA は大破断 LOCA に比べて 1 次系の圧力が高く推移するため、高圧

注入系による給水が重要となる。本事象では、原子炉への給水による炉心冷却

と再 環による継続的な原子炉への給水と除熱、格納容器スプレイによる格納

容器からの除熱が必要になる。 

AM策として整備された手段としては、「2次系強制冷却による低圧注入・低圧
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再 環・サンプ水冷却」、「タービンバイパス系の活用」、「代替再 環」、「代替

格納容器気相冷却」、「格納容器内自然対流冷却」がイベントツリーに反映され

ており、これらが有効であることを確認した。 

 

③小破断 LOCA 

小破断 LOCA では原子炉トリップに失敗すると ATWS シナリオに移行する。原

子炉トリップに成功した場合には、中破断 LOCAよりも更に 1次系圧力が高く推

移するため、1次系の減圧操作と高圧注入系による給水が重要となり、その成否

によりその後の冷却手段の組合せが異なる。 

AM策として整備された手段としては、「2次系強制冷却による低圧注入・低圧

再 環・サンプ水冷却」、「タービンバイパス系の活用」、「代替再 環」、「代替

格納容器気相冷却」、「格納容器内自然対流冷却」及び「フィードアンドブリー

ド」がイベントツリーに反映されており、これらが有効であることを確認した。 

 

④余熱除去系隔離弁 LOCA 

余熱除去系隔離弁 LOCAでは原子炉トリップ、高圧注入系及び蓄圧注入系の作

動が事故直後の炉心冷却のために重要である。また、隔離弁閉止と 1 次系の減

圧が重要となり、その成否によりその後の冷却手段が異なることになる。 

AM策として整備された手段としては、「1次系注水・減圧」、「クールダウン＆

リサーキュレーション」、「フィードアンドブリード」、「代替格納容器気相冷却」

及び「格納容器内自然対流冷却」がイベントツリーに反映されており、これら

が有効であることを確認した。 

 

⑤蒸気発生器伝熱管破損 

蒸気発生器伝熱管破損では、原子炉トリップに失敗すると ATWSシナリオに移

行する。原子炉トリップに成功した場合には、2次系開放の有無によって冷却手

段の組合せが異なることになる。 

AM策として整備された手段としては、「1次系注水・減圧」、「クールダウン＆

リサーキュレーション」、「フィードアンドブリード」、「代替格納容器気相冷却」

及び「格納容器内自然対流冷却」がイベントツリーに反映されており、これら

が有効であることを確認した。 

 

⑥ATWS 

ATWSでは、プラントは炉心の出力フィードバックと SGへの給水能力がバラン

スした状態に近づくと考えられる。炉心を安全に冷却するためには、AM 策を考

慮する必要がある。なお、事象発生時の出力レベルに応じて、未臨界確保及び
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冷却手段の組合せが異なることになる。 

AM策として整備された手段としては、「手動原子炉トリップ」、「緊急ほう酸注

入」、「緊急 2 次系冷却」、「緊急 2 次系冷却の多様化」、「フィードアンドブリー

ド」、「代替格納容器気相冷却」及び「格納容器内自然対流冷却」がイベントツ

リーに反映されており、これらが有効であることを確認した。 

 

⑦主給水喪失 

主給水喪失では、原子炉トリップに失敗すると ATWSシナリオに移行する。原

子炉トリップに成功した場合、その後は 1 次系の圧力が高い状態において崩壊

熱除去を確実に実施していくことになる。 

AM策として整備された手段としては、「代替給水」、「フィードアンドブリード」、

「代替格納容器気相冷却」及び「格納容器内自然対流冷却」がイベントツリー

に反映されており、これらが有効であることを確認した。 

 

⑧2次冷却系の破断 

2 次冷却系の破断では、原子炉トリップに失敗すると ATWS シナリオに移行す

る。原子炉トリップに成功した場合には、その後は 1 次系の圧力が高い状態に

おいて崩壊熱除去を確実に実施していくことになるが、SG を介した炉心の冷却

には「主蒸気隔離」が必須となる。 

AM策として整備された手段としては、「フィードアンドブリード」、「代替格納

容器内気相冷却」及び「格納容器内自然対流冷却」がイベントツリーに反映さ

れており、これらが有効であることを確認した。 

 

⑨過渡事象 

過渡事象については、「⑦主給水喪失」に示す事象進展と同様であり、AM策と

して整備された手段も同じであることを確認した。 

 

⑩手動停止 

手動停止については、「⑦主給水喪失」に示す原子炉停止後の事象進展と同様

であり、AM策として整備された手段も同じであることを確認した。 

 

⑪外部電源喪失 

外部電源喪失では、非常用所内電源の確保が重要となる。非常用所内電源の

確保に失敗した場合には「全交流電源喪失」となる。なお、1次冷却材ポンプ封

水 LOCA が重畳した場合、または加圧器逃がし弁・安全弁 LOCA により漏えいが

継続する場合には、AC電源の回復により小破断 LOCAに準じたシナリオが有効と
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なる。 

AM策として整備された手段としては、「2次系強制冷却による低圧注入・低圧

再 環・サンプ水冷却」、「代替再 環」、「代替格納容器気相冷却」、「格納容器

内自然対流冷却」、「フィードアンドブリード」、「電源復旧」及び「号機間電源

融通」が、また、緊急安全対策等として整備された手段としては、「緊急時の電

源確保」及び「緊急時の最終的な除熱機能の確保」がイベントツリーに反映さ

れており、これらが有効であることを確認した。 

 

⑫補機冷却水の喪失 

補機冷却水の喪失では、原子炉補機冷却水系の回復が重要となる。なお、1次

冷却材ポンプ封水 LOCA が重畳した場合、または加圧器逃がし弁・安全弁 LOCA

により漏えいが継続する場合には、原子炉補機冷却水系の回復により小破断

LOCAに準じたシナリオが有効となる。 

AM策として整備された手段としては、「2次系強制冷却による低圧注入・低圧

再 環・サンプ水冷却」、「タービンバイパス系の活用」、「代替補機冷却」、「代

替再 環」、「代替格納容器気相冷却」、「格納容器内自然対流冷却」、「フィード

アンドブリード」及び「補機冷却水系回復」がイベントツリーに反映されてお

り、これらが有効であることを確認した。 

 

（２）大量の放射性物質の放出抑制の観点からの有効性の確認 

関西電力は、12 の起因事象について展開されたイベントツリーにより炉心損

傷に至ったシナリオについて、炉心損傷状態（1次系の破損の有無、1次系圧力

の状態、CV 隔離の状態）の類似性に着目して、5 つのグループに分類し、炉心

損傷後の格納容器機能確保の観点から、以降の事象進展をイベントツリーによ

り評価し、AM 策及び緊急安全対策等による大量の放射性物質の放出抑制効果を

分析したとしている。 

 

当院は、下記の 5 つの分類に対して、各々の事象進展を示すイベントツリー

において、必要となる安全機能に対して、どの AM策及び緊急安全対策等が大量

の放射性物質の放出抑制の観点から整理され、有効であるかどうかについて確

認した。 

 

① グループ１（大破断 LOCA、ATWS） 

本グループは 1 次系に大きな破断口や開口部が発生して格納容器内に 1 次冷

却材が放出され、1次系の圧力が低く推移する場合を取り扱う。 

炉心冷却に成功した場合において、格納容器に放出される炉心の崩壊熱の除
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去に失敗すれば格納容器の機能喪失に至り、その結果として炉心の冷却水が失

われ、炉心損傷が発生（格納容器先行破損シナリオ）することになる。 

この場合の AM 策として整備された手段としては、「代替格納容器気相冷却」

及び「格納容器内自然対流冷却」がイベントツリーに反映されており、これら

が有効であることを確認した。 

一方、炉心冷却に失敗した場合において、炉心損傷発生後の格納容器隔離の

失敗、原子炉容器破損前の可燃性ガスの高濃度での燃焼や原子炉容器内水蒸気

爆発の発生により、格納容器の機能喪失に至ることがない場合には、最終的に

は原子炉容器内または格納容器内に給水を行い、格納容器スプレイによる再 

環格納容器冷却等の手段を用いて格納容器健全性の維持を図ることになる。 

AM策として整備された手段としては、「格納容器手動隔離」、「代替格納容器気

相冷却」、「格納容器内自然対流冷却」、「格納容器内注水」がイベントツリーに

反映されており、これらが有効であることを確認した。 

 

② グループ２（中破断 LOCA） 

本グループは、1次系に比較的大きな破断口が発生して格納容器内に 1次冷却

材が放出され、1次系の圧力が余熱除去ポンプ吐出圧力より高めで推移する中破

断 LOCAを取り扱う。 

本グループにおいても、炉心冷却に成功した場合にはグループ１と同様に格

納容器先行破損シナリオを考慮するが、低圧注入による再 環炉心冷却には期

待できない。 

この場合の AM策として整備された手段としては、「2次系強制冷却によるサン

プ水冷却」、「タービンバイパス系の活用」、「代替格納容器気相冷却」及び「格

納容器内自然対流冷却」がイベントツリーに反映されており、これらが有効で

あることを確認した。 

炉心冷却に失敗した場合の格納容器健全性を維持するための手段は、グルー

プ 1と同様である。 

 

③ グループ３（小破断 LOCA等） 

本グループは、小破断 LOCA 及び LOCA 以外の起因事象発生時にフィードアン

ドブリードに成功する場合を取り扱う。いずれの事象においても、1次系に比較

的小さな破断口や開口部が発生して格納容器内に 1次冷却材が放出され、1次系

を減圧できなかった場合、原子炉容器破損に至るまでは比較的高い圧力で推移

する。 

本グループにおいても、炉心冷却に成功した場合にはグループ１及び２と同

様に格納容器先行破損シナリオを考慮するが、グループ２と同様に低圧注入に
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よる再 環炉心冷却には期待できない。 

この場合の AM策として整備された手段としては、「2次系強制冷却によるサン

プ水冷却」、「タービンバイパス系の活用」、「代替格納容器気相冷却」及び「格

納容器内自然対流冷却」がイベントツリーに反映されており、これらが有効で

あることを確認した。 

一方、炉心冷却に失敗した場合においては、1次系圧力の減圧に成功するかど

うかが重要となる。1次系圧力が高いまま推移した場合には、原子炉容器破損時

に「格納容器雰囲気直接加熱」または「格納容器への直接接触」による格納容

器機能喪失が発生する可能性がある。 

この場合の AM策として整備された手段としては、「1次系強制減圧」がイベン

トツリーに反映されており、これが有効であることを確認した。また、1次系が

減圧された場合には、格納容器健全性を維持するための手段はグループ 1及び 2

と同様である。 

 

④ グループ４（主給水喪失等） 

本グループは、LOCA 以外の起因事象発生時にフィードアンドブリードに失敗

する場合を取り扱う。いずれの事象においても、1 次系には開口部が発生せず、

1次系の圧力が減圧できなかった場合、原子炉容器破損に至るまではその圧力が

高く推移する。 

本グループでは、炉心冷却に成功した場合には格納容器先行破損シナリオを

考慮する必要がない。これは、炉心冷却に成功していれば、炉心損傷はもとよ

り格納容器機能喪失に至らないためである。 

一方、炉心冷却に失敗した場合においては、1次系圧力の減圧に成功するかど

うかが重要となる。1次系圧力が高いまま推移した場合には、1次系配管のクリ

ープ破損等の発生及び原子炉容器破損時に溶融した炉心が格納容器内に分散放

出される可能性がある。 

この場合の AM策として整備された手段としては、「1次系強制減圧」がイベン

トツリーに反映されており、これが有効であることを確認した。また、1次系が

減圧された場合には、格納容器健全性を維持するための手段はグループ１及び

２と同様である。 

 

⑤ グループ５（蒸気発生器伝熱管破損等） 

本グループは、蒸気発生器伝熱管破損の場合及び余熱除去系隔離弁 LOCAの発

生時に隔離弁閉止に失敗し、かつフィードアンドブリードに失敗する場合を取

り扱う。いずれの事象においても、格納容器を介さずに 1 次系の放射性物質が

大気中に放出される格納容器バイパスが発生する。 
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本グループについては、格納容器機能喪失防止の点から、炉心冷却以外の手

段に期待できないので、イベントツリーの展開は実施していないことを確認し

た。 

 

１１．３ 事象の進展を防止する措置の効果について 

 

（１）炉心損傷防止のための措置の効果 

12 の各起因事象の事象進展に応じて必要となる安全機能別に、炉心損傷を防

止するために AM策として整備された手段及び緊急安全対策等として整備済の防

護措置の適用状況を整理した結果を表１１－２に示す。各起因事象に対して、

事象進展の過程において必要な安全機能を「原子炉の停止機能」、「炉心冷却機

能」及び「安全機能のサポート機能」に分類し、各安全機能を有する系統・機

器が機能喪失した場合においても、これを代替する系統・設備または手順が複

数準備されており、多重防護の観点から有効であることを確認した。 

 

（２）大量の放射性物質の放出を抑制するための措置の効果 

5つのグループの各事象の事象進展に応じて必要となる安全機能別に、大量の

放射性物質の放出を抑制するための AM策として整備された手段及び緊急安全対

策等として整備済の防護措置の適用状況を整理した結果を表１１－３に示す。

各プラント損傷状態に対して、必要な安全機能を喪失した場合においても、こ

れを代替する系統・設備または手順が複数準備されており、多重防護の観点か

ら有効であることを確認した。 

なお、「水素爆発防止対策」はアニュラスの排気によりアニュラス部での水素

滞留を防止するものであり、直接的に格納容器機能喪失の防止に関与するもの

ではない。同様に、「緊急時の使用済燃料貯蔵槽の冷却確保」は、SFP への給水

を継続するものであり、格納容器機能喪失の防止に直接的に関与するものでは

ない。 

 

１１．４ 当院の評価（まとめ） 

当院は、関西電力が、「大飯発電所 3号炉のアクシデントマネジメント検討報

告書」（平成 6年 3月）、「大飯発電所 4号炉のアクシデントマネジメント検討報

告書」（平成 6年 3月）及び「大飯発電所のアクシデントマネジメント整備報告

書」（平成 14年 5月）に基づき、PSA手法を用いて、炉心損傷防止及び大量の放

射性物質の放出抑制の観点から有効と判断した AM策を整備しており、これらの

AM策は安全機能毎に整理され、12の起因事象に対して、炉心損傷に至るまでの

期間及び炉心損傷以降の期間における事象進展におけるイベントツリーに反映
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されており、それぞれ有効であることを確認した。 

また、当院は、関西電力が今般整備した緊急安全対策等についても、起因事

象と安全機能との対応を考慮して、関連するイベントツリーの中に取り入れて

おり、炉心損傷防止及び大量の放射性物質の放出抑制の観点から、有効である

ことを確認した。 

具体的には、緊急安全対策等のうち「緊急時の電源確保（空冷式非常用発電

装置による給電）」及び「緊急時の最終的な除熱機能の確保（復水ピットへの給

水の多様化）」については、外部電源喪失を起因事象とするイベントツリーにお

いて、全交流電源喪失に至った場合の給電及び冷却手段として分岐に反映され

ていることから、炉心損傷防止の観点から有効であることを確認した。空冷式

非常用発電装置については、直流電源への給電以外にも交流電源の供給も可能

であることから、電動補助給水ポンプ等の冷却設備の作動が期待できるため、

冷却機能の強化が図られていることを確認した。また、「緊急時の使用済燃料貯

蔵槽の冷却確保（SFP への給水の多様化）」及び「水素爆発防止対策（アニュラ

スの排気）」については、直接的に格納容器機能喪失の防止に関与するものでは

ないが、SFPへの継続的な給水がピット内に保管されている燃料集合体の破損を

防止する手段として有効であること、及びアニュラスの排気がアニュラス部で

の水素滞留を防止する手段として有効であることを確認した。 

以上のとおり、想定される起因事象に必要となる安全機能である「原子炉の

停止機能」、「炉心冷却機能」、「放射性物質の閉じ込め機能」及び「安全機能の

サポート機能」について、各安全機能を有する系統・機器が機能喪失した場合

においても、これを代替する系統・設備または手順が複数準備されており、多

重防護の観点から有効であると考える。 

 

なお、シビアアクシデント・マネジメントに関して、当院は IAEAから以下の

勧告を受けた。 

¾ 二次評価において、シビアアクシデントの緩和のための対策がより包括的に
取り扱われることを確実にすべきである。そのような評価に基づいて事業者

の中長期の実行計画が立てられるべきである。 

¾ ストレステスト後の中長期的な取り組みとして、事業者に対してシビアアク
シデント・マネジメントの分野で最近公表された IAEA の安全基準に準拠し

た包括的なアクシデントマネジメントプログラムの策定を求めるべきであ

る。 

 

また、以下の助言を受けた。 

¾ 二次評価において、関連する IAEA の安全基準及び欧州のストレステストか
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ら得られた教訓を考慮し、追加的な機器を検証することにより、アクシデン

トマネジメントと発電所内の緊急時対応手段とをより総合的に取り扱うこ

とを検討すべきである。 

 

当院は、一次評価において、これまでに整備済の AM策及び緊急安全対策等に

より追加された AM策の有効性について、主に燃料の重大な損傷を防止するとの

観点から重点的に確認を行ったが、IAEA の勧告及び助言も踏まえて、二次評価

においては、燃料が損傷した後の緩和手段の有効性やクリフエッジに至るまで

の時間の評価等について確認していく。 

また、当院はシビアアクシデント・マネジメントに係る中長期の取り組みと

して、福島第一原子力発電所事故から得られた技術的な知見、IAEA の安全基準

や欧州のストレステストの実施状況等も参照の上、法規制上の要求事項や運用

方針等も含めて検討し、事業者に対しても総合的なアクシデントマネジメント

プログラムの策定を求めていくことを検討する。 
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１２．総合的評価に関する当院としての見解 

前章までにおいては、関西電力による「原子炉及び使用済燃料ピット（SFP）

の燃料の健全性を維持できる最大の地震動や津波高さ」等の評価が、科学的合

理的な仮定や手法に基づいてなされているかどうかに着目し、当院の確認結果

を示してきた。 

これらの確認に加え、当院がそれらの評価結果のどの部分について特に着目

し、当該原子力発電所のストレステストの結果をどう評価したかを示すことが、

安全性に関して国民・住民の理解を頂くための材料の提供につながると考える。 

本章においては、大飯発電所 3 号機及び 4 号機について、福島第一原子力発

電所を襲ったような地震・津波が来襲しても、同原子力発電所事故のような状

況にならないことを技術的に確認するとの考え方に立ち、当院が重要と考えて

着目した点とそれらに対する評価を改めて示し、関西電力の評価結果に対する

当院の見解とする。 

 

（１）地震と津波への耐性評価についての考え方 

前章までに確認した評価を前提として、福島第一原子力発電所を襲ったよう

な地震や津波が来襲しても、臨時的な措置を含め、あらかじめ準備された設備

等により、燃料損傷に至ることを防止する対策が講じられているかどうか、ま

た、そのシナリオ分析が適切になされているかどうかに着目した。 

福島第一原子力発電所においては、基準地震動を上回る地震動（最大加速度

については基準地震動が 600ガルのところ約 75ガル超過）が来襲するとともに、

設計上の想定を約 9.5m超え最大遡上高さ 15mに至る津波が来襲し、多くの安全

機能が失われたことを踏まえ、各サイトでこれと同程度に耐震・津波評価上の

想定を上回る地震と津波が来襲した場合の耐性に着目した。 

その結果、大飯発電所 3 号機及び 4 号機については、基準地震動（最大加速

度 700ガル）の 1.8倍（同 1,260ガル）の地震と、当初の設計津波高さ 1.9mを

9.5m 超過する津波（ストレステスト実施のために再評価された設計津波高さ

2.85mを 8.55m超過する津波）が来襲した場合でも、以下のとおり、炉心や SFP

の冷却を継続し、燃料の損傷を防止するための対策が講じられていることを確

認した。 

¾ 津波対策として 11.4m の高さまで浸水対策が施工された建屋内に設置され

たタービン動補助給水系による原子炉の冷却が可能であること 

¾ 11.4mを十分上回る高台に設置した空冷式非常用発電装置から速やかに電源

供給を行うことにより電源の維持を行うとともに、タービン動補助給水系を

代替できる電動補助給水系の活用等ができること 

¾ 同じく高台に配備した消防ポンプを用いて海水を復水ピットや SFP に移送
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し、原子炉と SFPの冷却が継続できること 

¾ これらの措置に必要な設備等は基準地震動の 1.8 倍までは機能を喪失しな

いこと 等 

 

なお、福島第一原子力発電所に来襲した地震が基準地震動 を 1 割程度超え

たものであったことを考えれば、大飯発電所において想定される基準地震動の

1.8倍の地震は十分に大きく、また、若狭湾近くに福島第一原子力発電所を来襲

したような大規模な津波を引き起こすプレート境界はなく、11.4mの津波高さは、

当該地域に関し歴史上記録のある津波を踏まえて検討された設計津波高さに対

し十分余裕のある値である。 

また、当院は、これまでの関西電力の調査結果を踏まえれば、天正地震によ

る津波については、現状においては、大規模なものでは無かったと考えている

が、関西電力は追加調査を行うとしており、今後の調査結果を厳正に確認する。

また、当院は、内陸地殻内の活断層に関し、連動性の可能性について検討する

よう事業者に対し指示しており、関西電力においても検討が進められていると

ころである。これまでのところ、関西電力から本件に関する報告はなされてい

ないが、今後報告がなされた段階で、当院において厳正に確認する。 

 

また、これらの対策の実施可能性、すなわち、地震により空冷式非常用発電

装置及びその配置場所等が損傷しないか、定められた時間内に必要な措置が実

施できるか、浸水対策の効果が無効とならないか等にも着目し、現地調査も実

施した。 

その結果、大飯発電所 3 号機及び 4 号機においては、以下のとおり様々な措

置が講じられており、対策を実施する上で特段の問題がないことを確認した。 

¾ 空冷式非常用発電装置等の設置場所である原子炉建屋背面道路の支持性等
に問題がないこと 

¾ 必要な電源盤や蓄電池が津波による影響を受けない位置にあり、また、これ
らは耐震性を有すること 

¾ タービン動補助給水ポンプは、建屋内の低い位置にあるものの、建屋の浸水
対策が 11.4mの高さまで施工されており、稼働に問題無いこと 

¾ 代替冷却に必要な主蒸気逃がし弁開放操作等は手動により現場で開操作可
能であること 

¾ 事象発生の約 12 時間後に行う蓄圧タンク出口弁の閉止操作は空冷式非常用

発電装置からの給電開始後に中央制御室から運転員が操作できること 

¾ 消防ポンプ等の保管場所であるトンネルの耐震性に問題がなく落下物対策
が施されていること 
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¾ 消防ポンプ用のガソリンの保管庫については転倒防止対策等が施され地震
後の残存性が考慮されていること 

¾ 様々な訓練を実施した上で損壊した敷地内の道路を復旧する時間や近隣の
寮に居住する職員の召集に要する時間を考慮して評価した対策に要する時

間が許容される時間を十分下回っていること 

¾ 津波評価にあたっては動水圧の影響を踏まえた浸水量評価を行うとともに、
浸水対策が地震の重畳によっても無効にならないと評価されること 等 

 

なお、これらの評価にあたっては以下の通り保守的な仮定を置いてなされて

いることを確認した。 

¾ 他号機も同時に被災すること 

¾ 外部からの支援は考慮しない等厳しい前提をおいて評価されていること 

¾ 耐震クラスの低い燃料タンクや水源タンクは使用できないと仮定すること 

¾ 機器類はその設置高さまで浸水深が到達した段階で機能喪失するとしてい
ること 

¾ 冷却可能パスが見込めなくなった段階で炉心損傷に至るとすること 等 

 

ただし、11.4mを超える津波や基準地震動の 1.8倍（最大加速度 1,260ガル）

を超える地震が来襲した場合の具体的かつ定量的評価は実施されていない。 

 

（２）サイト外から支援がない場合の維持期間についての考え方 

（１）の状況のように設計上の想定を超える地震と津波が発電所に来襲し、

全交流電源喪失と最終ヒートシンク喪失が発生した場合に、サイト外からのガ

ソリン等の物資の補給がない状況で、すなわち、あらかじめ所内に用意された

資機材によって、燃料損傷に至らない状態を一定期間維持できるかどうか、更

に、その一定期間内に、確実にサイト外からのガソリン等の物資の補給を期待

できるかどうかに着目した。 

その結果、大飯発電所 3 号機及び 4 号機においては、地震と津波により耐震

性の低い燃料タンクや水源タンク等が利用できないという前提でも、サイト内

の備蓄資材だけで燃料損傷に至らない状態を約 7.2 日間維持できることを確認

した。また、この際の、各措置の実施可能性についても、（１）で記したとおり

問題ないことを確認した。また、予め契約してあるヘリコプター等により、こ

の期間以内にサイト外からのガソリン等の供給が可能とする関西電力の評価が

妥当であることを確認した。 
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（３）安全性向上に向けた取組についての考え方 

これまでに関西電力が整備したアクシデントマネジメント策や緊急安全対策

等により、多重防護の観点からプラントの安全性が向上してきているかどうか、

また、更に恒設の安全設備を設置する等、中長期的にプラントの安全性をより

一層向上させる取組が行われているかどうかに着目した。 

その結果、大飯発電所3号機及び4号機においては、福島第一原子力発電所事

故以前から整備してきた約30項目にわたるシビアアクシデント・マネジメント

策に加え、福島第一原子力発電所事故を受けて直ちに電源車及び消防ポンプ配

備や建屋水密化等の緊急安全対策等を実施するとともに、その後も、配備する

電源車の大型化等による設備の増強や、消防ポンプの増設等による水源確保対

策の強化等、努力を継続してきている。また、今般、ストレステストを実施す

ることを通じて把握したプラントの弱点を克服するべく、報告書提出後も、当

院の指摘を踏まえ、以下の通り頑健性をより一層向上させる取組が行われたこ

とを確認した。 

¾ サイト外からの支援がない状況で燃料の冷却継続時間を延長するためのガ
ソリン備蓄量の増強やより確実な保管庫への変更 

¾ 緊急安全対策要員の増員 

¾ 消防ポンプ等を保管するトンネルにおける落下物対策の実施 

¾ 雤水排水管への逆止弁の設置 等 

 

更に今後も、関西電力においては、大容量の移動式ポンプの配備（本件審査

中に発電所に搬入され、試験や訓練を実施しているところである）や、元々発

電所に装備されている非常用ディーゼル発電機及び福島第一原子力発電所事故

後に配備した空冷式非常用発電装置（電源車）に加え、恒設の非常用発電機の

設置を検討するなど、引き続き安全向上対策を図る方向であることを確認した。 

 

（４）一層の取組を求める事項についての考え方 

他方で、安全向上を図る上で、一層の対応を図るべきと考える点もある。 

緊急時の要員召集体制については、関西電力において累次の強化を図ってき

ているが、福島第一原子力発電所事故を踏まえれば、所内の対策要員及び所外

からの召集要員の構成には十分な冗長性を有することが重要であり、更に対応

を強化する余地がある。最寄りの寮が被災した場合、津波による冠水や地震に

よるトンネル崩落等によりアクセスルートが閉ざされた場合、被害が拡大し予

想以上の要員が必要になる場合等、より厳しい状況を想定し、空路による要員

召集体制の構築等一層の要員招集強化を図るべきである。 

緊急時対策所については、現時点では耐震性と耐津波性の両方を満足する専
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用の施設はなく、免震事務棟が完成するまでは中央制御室の会議室等や屋外テ

ントを利用するとしている。3号機及び 4号機共用の中央制御室の会議室等（延

べ約 108 ㎡）から炉心損傷を防ぐための対策を指揮することは可能であると考

えられ、これらは応急対策として理解できるものではあるが、緊急時における

指揮系統の要としての対策所の重要性に鑑みれば、免震事務棟の前倒し設置を

図るとともに、それまでの間についても、より確実な代替措置の構築を検討す

べきである。 

全交流電源喪失時における臨時措置による電源の確保は緊急時対策の要であ

る。空冷式非常用発電装置を各号機に 2 台設置し冗長性を有していることは評

価できるが、これらが同一箇所に待機していることについては、共通要因故障

を避ける観点から、解消にむけて工夫すべきであり、1号機及び 2号機用の同装

置の配置も含めサイト全体で分散配置する等の可能性を検討すべきである。 

この他、審査の過程で、当院から関西電力に対して、 

¾ 3号機浸水口東側の駐車場からの車両の漂流等、津波による漂流物に対する

防護策の強化 

¾ 消防ポンプを保管している陀羅山トンネル内の未使用配管の撤去 

¾ 消防ポンプの取水地点における津波による漂流物除去対策強化及び耐震性
を考慮した代替の取水地点の検討 

等について対策の実施を指摘しており、これらについても今後の取組として確

実に実施すべきである。 

 

（５）当院の見解及び IAEAからの指摘も踏まえた今後の対応 

当院としては、大飯発電所 3 号機及び 4 号機について、現在の設備や体制に

よって、福島第一原子力発電所を襲ったような地震・津波が来襲しても同原子

力発電所事故のような状況に至らせないための対策が講じられているとともに、

関西電力において、更に一層の安全性向上に向け改善に取り組んでいると評価

する。他方、当院としては、引き続き絶え間なく、関西電力においてこれらの

努力が継続されること、また、検討や対策の必要性を指摘した点については、

これらが着実に実施されることを求める。また、本ストレステストは、現時点

での知見を元に評価したものであり、新たな知見等が得られた場合には、スト

レステストを改めて実施することを含め、安全対策への継続的な改善、適切な

反映をしていくことが必要であると考える。 

 

当院においても、IAEAの指摘も踏まえ、今後の関西電力における取組の実施

状況について、現地に駐在する保安検査官による継続的な現場確認等を通じ適

切に確認していく。 
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また、IAEAから指摘された事項に関連し、本審査書において、許容安全余裕

の考え方や関西電力によるウォークダウンの実施状況等について、現時点で可

能な範囲で記載したところであるが、引き続き、これらの事項についてより詳

細に検討するとともに、二次評価を含むストレステスト実施内容の明確化、確

率論的安全評価（PSA）手法を用いた安全性向上効果の確認、その他の指摘事項

についても適切に検討していくこととする。 

これらの様々な取組を進めることを通じ、当院は、ストレステストを含む安

全評価の実施、安全評価技術の蓄積を行うことによって、より適切な安全規制

を実現し、一層の安全性の向上を目指していく。 
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東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた既設の発電用 
原子炉施設の安全性に関する総合的評価に関する評価手法及び実施計画 

 
平成 23年 7月 21日 
原子力安全・保安院 

 
平成 23年 7月 6日付け 23安委決第 7号において原子力安全委員会から求め
られた、東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた既設

の発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価に関する評価手法及び実施計

画について、以下のとおり定める。 
 
Ⅰ．評価手法 
 
１．評価対象施設 
 全ての既設の発電用原子炉施設を対象とし、建設中のものを含める。ただし、

東京電力福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所及び廃止措置中であっ

て燃料が発電所内に存在しないものは除く。 
核燃料サイクル関連施設については別途実施を検討する。 

 
２．評価対象時点 
評価は、報告時点以前の任意の時点の施設と管理状態を対象に実施する。 

 
３．評価対象事象 
東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえ、以下の事象

を対象とする。 
 ・自然現象： 地震、津波 
 ・安全機能の喪失： 全交流電源喪失、最終的な熱の逃し場（最終ヒートシ

ンク）の喪失 
 
４．評価実施方法 
 事業者は、以下の方法に基づく評価を行い当院に提出する。当院は、事業者

の評価結果に対する評価を行うとともに、原子力安全委員会に対し、当院の評

価結果の確認を求める。 
 事業者による評価は、一次評価と二次評価により構成する。なお、いずれの

場合も、東京電力福島第一原子力発電所事故の後に緊急安全対策等として実施

した措置について、明示すること。 
（１）一次評価 

別添３ 
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安全上重要な施設・機器等について、設計上の想定を超える事象に対して、

どの程度の安全裕度が確保されているか評価する。評価は、許容値等※に対

しどの程度の裕度を有するかという観点から行う。また、設計上の想定を超

える事象に対し安全性を確保するために取られている措置について、多重防

護(defense in depth)の観点から、その効果を示す。これにより、必要な安

全水準に一定の安全裕度が上乗せされていることを確認する。 

 

※）許容値が最終的な耐力に比して余裕をもって設定されている場合につい

ては、技術的に説明可能な範囲においてその余裕を考慮した値を用いて

も良いものとする。 

 

（２）二次評価 
設計上の想定を超える事象の発生を仮定し、評価対象の原子力発電所が、

どの程度の事象まで燃料の重大な損傷を発生させることなく耐えることが

できるか、安全裕度(耐力)を評価する。また、燃料の重大な損傷を防止する

ための措置について、多重防護の観点から、その効果を示すとともに、クリ

フエッジを特定して、潜在的な脆弱性を明らかにする。これにより、既設の

発電用原子炉施設について、設計上の想定を超える外部事象に対する頑健性

に関して、総合的に評価する。 

（３）評価の進め方 
評価において、事象の進展過程については、イベントツリーの形式で示す

こととし、イベントツリーの各段階において、その段階で使用可能な防護措

置について検討し、それぞれの有効性及び限界を示す。このような各段階の

状況を示すことにより、多重防護の観点からの評価を明らかにするものであ

る。評価に当たっては、以下の点に留意する。 
・ 起因事象発生時の状況として、最大出力下での運転など最も厳しい運転条

件を想定するとともに、使用済燃料プールが使用済燃料で満たされるなど

最も厳しいプラント状態を設定する。 
・ 想定する自然現象は、地震及び津波とする。これらの重畳についても想定

することとし、さらに二次評価においては設計段階での想定事象に限らず、

最新の知見に照らして最も過酷と考えられる条件や、さらにそれを上回る

事象、必要に応じ、その他の自然現象の重畳を考慮する。 
・ 事象の過程の検討においては、事象の進展や作業に要する時間をあわせて

検討する。 
・ 原子炉及び使用済燃料プールが同時に影響を受けると想定する。また、防

護措置の評価にあたっては、合理的な想定により機能回復を期待できる場

合を除き、一度機能を失った機能は回復しない、プラント外部からの支援
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は受けられない等、厳しい状況を仮定する。 
・ 二次評価においては、事業者が自主的に強化した施設・機能や、耐震Ｂ・

Ｃクラスの構造物・機器であっても合理的な推定によって機能維持が期待

できるものについては、評価に含めることができる。 
・ 喪失する安全機能として、全交流電源喪失及び最終ヒートシンクの喪失を

想定するが、二次評価においてはこれらの重畳についても想定する。 
・ 複数号機を有する発電所については、複数号機間の相互作用の可能性につ

いて考慮する。 
・ 決定論的な手法を用い、過度の保守性を考慮することなく現実的な評価を

行う。 
・ この取組みが、自らの発電所の有する余裕や潜在的な脆弱性を把握し、

安全を向上させるためのプロセスの一環であることを意識して実施する。 

 
５．一次評価実施事項 
 以下に示す事項について実施する。 
（１）地震 
①地震動が、設計上の想定を超える程度に応じて、耐震Ｓクラス及び燃料

の重大な損傷に関係し得るその他のクラスの建屋、系統、機器等が損傷・

機能喪失するか否かを許容値等との比較若しくは地震ＰＳＡ（確率論的

安全評価）の知見等を踏まえて評価する。 
②①の評価結果を踏まえて、発生する起因事象により燃料の重大な損傷に

至る事象の過程を同定し、クリフエッジの所在を特定する。またそのと

きの地震動の大きさを明らかにする。 
③特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る事象

の過程の進展を防止するための措置について、多重防護の観点から、そ

の効果を示す。 
（２）津波 
①津波高さが、土木学会「原子力発電所の津波評価技術」（平成１４年）を

用いて評価した設計想定津波の高さ（設計津波高さ）を超える程度に応

じて、安全上重要な建屋、系統、機器等及び燃料の重大な損傷に関係し

得るその他の建屋、系統、機器等が損傷・機能喪失するか否かを設計津

波高さ等との比較若しくは津波ＰＳＡの知見等を踏まえて評価する。 
②①の評価結果を踏まえて、発生する起因事象により燃料の重大な損傷に

至る事象の過程を同定し、クリフエッジの所在を特定する。またそのと

きの津波高さを明らかにする。 
③特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る事象

の過程の進展を防止するための措置について、多重防護の観点から、そ
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の効果を示す。 
（３）地震と津波との重畳 
①設計上の想定を超える地震とそれに引き続く設計上の想定を超える津波

が発生した場合において、安全上重要な建屋、系統、機器等及び燃料の

重大な損傷に関係し得るその他の建屋、系統、機器等が損傷・機能喪失

するか否かを設計上の想定との比較若しくは地震・津波ＰＳＡの知見を

踏まえて評価する。 
②①の評価結果を踏まえて、発生する起因事象により燃料の重大な損傷に

至る事象の過程を同定し、クリフエッジの所在を特定する。またそのと

きの地震動、津波高さを明らかにする。 
③特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る事象

の過程の進展を防止するための措置について、多重防護の観点から、そ

の効果を示す。 
（４）全交流電源喪失 
①内的事象ＰＳＡの知見を踏まえて、全交流電源喪失を起因事象として燃

料の重大な損傷に至る事象の過程を明らかにするとともに、その場合の

全交流電源喪失の継続時間を明らかにする。 
②①において特定された事象の過程及び外部電源喪失から全交流電源喪失

への進展過程を踏まえ、クリフエッジの所在を特定する。 
③特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る事象

の過程の進展を防止するための措置について、多重防護の観点から、そ

の効果を示す。 
（５）最終的な熱の逃し場（最終ヒートシンク）の喪失 
①内的事象ＰＳＡの知見を踏まえて、最終ヒートシンク喪失を起因事象と

して燃料の重大な損傷に至る事象の過程を明らかにするとともに、その

場合の最終ヒートシンク喪失の継続時間を明らかにする。 
②①において特定された事象の過程の進展を踏まえ、クリフエッジの所在

を特定する。 
③特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る事象

の過程の進展を防止するための措置について、多重防護の観点から、そ

の効果を示す。 
（６）その他のシビアアクシデント・マネジメント 

平成４年７月に通商産業省（当時）が発表した「アクシデントマネジメ

ント対策の今後の進め方について」で規定し、事業者が整備しているシビ

アアクシデント・マネジメント対策（燃料の重大な損傷を防止するための

措置、放射性物質の大規模な放出を防止するために閉じ込め機能の健全性

を維持するための措置）について、多重防護の観点から、その効果を示す。
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ただし、上記（１）から（５）の各③に記載される燃料の重大な損傷に至

る事象の過程の進展を防止するための措置として取り上げているものは除

く。 
 
６．二次評価実施事項 
 以下に示す事項について実施する。 
（１）地震 
①地震動が、設計上の想定を超える程度に応じて、建屋、系統、機器等が

損傷・機能喪失するか否かを地震ＰＳＡの知見等を踏まえて評価する。 
②①の評価結果を踏まえて、発生する起因事象により燃料の重大な損傷に

至る事象の過程を同定し、クリフエッジの所在を特定する。またそのと

きの地震動の大きさを明らかにする。 
③特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る事象

の過程の進展を防止するための措置について、多重防護の観点から、そ

の効果を示す。なお、その他の自然現象の重畳により、事象の過程に大

きな影響を及ぼす可能性がある場合には、その影響及び対応措置につい

て検討する。 
（２）津波 
①津波高さが、設計上の想定を超える程度に応じて、建屋、系統、機器等

が損傷・機能喪失するか否かについて、津波ＰＳＡの知見等を踏まえて

評価する。 
②①の評価結果を踏まえて、発生する起因事象により燃料の重大な損傷に

至る事象の過程を同定し、クリフエッジの所在を特定する。またそのと

きの津波高さを明らかにする。 
③特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る事象

の過程の進展を防止するための措置について、多重防護の観点から、そ

の効果を示す。なお、その他の自然現象の重畳により、事象の過程に大

きな影響を及ぼす可能性がある場合には、その影響及び対応措置につい

て検討する。 
（３）地震と津波との重畳 
①設計上の想定を超える地震とそれに引き続く設計上の想定を超える津波

が発生した場合において、建屋、系統、機器等が損傷・機能喪失するか

否かを地震・津波ＰＳＡの知見を踏まえて評価する。 
②①の評価結果を踏まえて、発生する起因事象により燃料の重大な損傷に

至る事象の過程を同定し、クリフエッジの所在を特定する。またそのと

きの地震動、津波高さを明らかにする。 
③特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る事象
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の過程の進展を防止するための措置について、多重防護の観点から、そ

の効果を示す。なお、その他の自然現象の重畳により、事象の過程に大

きな影響を及ぼす可能性がある場合には、その影響及び対応措置につい

て検討する。 
（４）全交流電源喪失 
①内的事象ＰＳＡの知見を踏まえて、全交流電源喪失を起因事象として燃

料の重大な損傷に至る事象の過程を明らかにするとともに、その場合の

全交流電源喪失の継続時間を明らかにする。 
②①において特定された事象の過程及び外部電源喪失から全交流電源喪失

への進展過程を踏まえ、クリフエッジの所在を特定する。 
③特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る事象

の過程の進展を防止するための措置について、多重防護の観点から、そ

の効果を示す。 
（５）最終的な熱の逃し場（最終ヒートシンク）の喪失 
①内的事象ＰＳＡの知見を踏まえて、最終ヒートシンク喪失を起因事象と

して燃料の重大な損傷に至る事象の過程を明らかにするとともに、その

場合の最終ヒートシンク喪失の継続時間を明らかにする。 
②①において特定された事象の過程の進展を踏まえ、クリフエッジの所在

を特定する。 
③特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る事象

の過程の進展を防止するための措置について、多重防護の観点から、そ

の効果を示す。 
（６）全交流電源喪失と最終ヒートシンクの喪失の複合 
①内的事象ＰＳＡの知見を踏まえて、全交流電源喪失と最終ヒートシンク

喪失の複合事象を起因事象として燃料の重大な損傷に至る事象の過程を

明らかにするとともに、その場合の全交流電源喪失と最終ヒートシンク

喪失の複合事象の継続時間を明らかにする。 
②①において特定された過程を踏まえ、クリフエッジの所在を特定する。 
③特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る事象

の過程の進展を防止するための措置について、多重防護の観点から、そ

の効果を示す。 
（７）シビアアクシデント・マネジメント 
①平成４年７月に通商産業省（当時）が発表した「アクシデントマネジメ

ント対策の今後の進め方について」で規定し、事業者が備えているシビ

アアクシデント・マネジメント対策（燃料の重大な損傷を防止するため

の措置、放射性物質の大規模な放出を防止するために閉じ込め機能の健

全性を維持するための措置）について、クリフエッジを明確にするとと
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もに、シビアアクシデント・マネジメント対策を開始した時点からクリ

フエッジに至るまでの時間を評価する。 
②クリフエッジを防止するために実施可能な措置について、多重防護の観

点から、その効果を示す。その際、ハードウェアのみならず、手順書、

組織体制の整備などソフト面について考慮する。 
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Ⅱ．実施計画 
 
１．一次評価 
定期検査中で、起動準備の整った原子炉に対して実施する。 
 
２．二次評価 
 全ての既設の発電用原子炉施設（ただし、東京電力福島第一原子力発電所、

福島第二原子力発電所及び廃止措置中であって燃料が発電所内に存在しないも

のは除く）に対して実施し、事業者からの報告の時期は本年内を目途とするが、

欧州諸国におけるストレステストの実施状況、東京電力福島第一原子力発電所

事故調査・検証委員会の検討状況を踏まえ、必要に応じ見直す。 
 建設中の発電用原子炉施設については、起動までに本評価を実施する。 
 評価は、発電所単位で実施する。 
 
３．当院の対応 
（１）一次評価 
 当院は、一次評価の提出を受けた場合には、その内容を評価する。評価結果

については、原子力安全委員会に報告し、同委員会の確認を求める。 
 
（２）二次評価 
 当院は、提出された報告について、その内容を評価する。評価結果について

は、原子力安全委員会に報告し、同委員会の確認を求める。 
 なお、当院は、欧州諸国におけるストレステストの実施状況、東京電力福島

第一原子力発電所事故調査・検証委員会の検討状況も踏まえ、必要に応じ、二

次評価実施事項を修正し、修正後の実施事項に基づいて評価を実施するよう事

業者に対し改めて指示を行う。 
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ストレステスト（一次評価）に関する審査の視点（案） 

 

平成２３年１１月１４日 

原子力安全 ・保安院 

（独）原子力安全基盤機構 

【全体に共通する事項】 

 

（前提に関する事項） 

z 起因事象発生時の状況として、最大出力下での運転等の最も厳しい運転条件が
想定され、また使用済燃料貯蔵プールが設計上許容される最大数の使用済燃料

（ＭＯＸ燃料を貯蔵する場合を含む）で満たされていることを仮定するなど最も厳し

いプラント状態が設定されていることを確認する。 

z 原子炉及び使用済燃料貯蔵プールが同時に影響を受けると想定されていること
を確認する。また、防護措置の評価にあたっては、合理的な想定により機能回復

を期待できる場合を除き、一度機能を失った機能は回復しない、プラント外部から

の支援は受けられない等、厳しい状況が仮定されていることを確認する。 

z 複数基を有する発電所については、全基同時被災した場合の復数号機間の相互
作用が考慮されていることを確認する。 

 

（分析手法に関する事項） 

z 建設時からの経年変化を考慮して、適切な耐震性評価がされていることを確認す
る。 

z 品質保証に係る取組み（計算諸元の算出、計算機への入力、計算結果の整理、
余裕の算出等の過程等）が適切に行われている（ダブルチェック体制等）ことを確

認する。 

 

（事故シナリオに関する事項） 

z 事故シナリオの評価にあたっては、事象進展の時間、防護措置を実現するため
の時間が評価されていることを確認する。この際、当該プラントに常備されている

設備による対応、発電所内の別の場所にある設備による対応との区別を踏まえ

て評価されていることを確認する。（シビアアクシデント・マネジメントの時間評価

は二次評価で実施） 

z 特定された防護措置の実現可能性が適切に評価されていることを確認する。この
際、地震、津波によりサイトに生じた影響を考慮するとともに、中央操作室から操

作可能な措置、現場における作業が必要な措置等、個別の措置に応じて、操作

に必要な情報伝達の方法、操作時間余裕、具体的な操作手順等が考慮された上
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で適切に評価されていることを確認する。 

z 特定された防護措置の有効性及び限界が、制約条件（容量、負荷、操作条件、作
業員の作業環境（温度、湿度、照度等）、作業員の放射線被ばく防止条件等）等

に基づいて適切に評価されていることを確認する。 

z 想定する事故シナリオにおいて必要な防護措置実現のための組織、実施体制、
連絡通報体制及び手順書が整備され、それらが関係者に周知され、教育及び訓

練がなされていることが示されていることを確認する。実施体制は人的リソースの

面から実施可能であること、特に、複数基を有する発電所については、複数基全

体の人的リソースが考慮されていることを確認する。 

z イベントツリーについては、ヘディング、分岐及び最終状態が適切に設定され、燃
料の重大な損傷に至る事象の過程（事故シナリオ）が網羅されていることを確認

する。フォールトツリーを用いる場合にはフォールトツリーに必要な設備・機器等

が網羅されていることを確認する。 

z 事故シナリオの分析結果として、防護措置の機能喪失、又は防護措置の機能喪
失の組合せ等が時系列的に整理され、特定したクリフエッジ及びその根拠が示さ

れていることを確認する。 

 

（対策に関する事項） 

z 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の後に緊急安全対策として実施
した措置の効果（安全裕度向上の程度等）が評価されていることを確認する。なお、

将来的に講ずる予定の措置については、その措置内容と措置の効果が参考とし

て示されていることを確認する。 
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【地震／津波／地震と津波との重畳に関する事項】 

z 評価に用いる地震動の妥当性、設計津波高さの妥当性が示されていることを確
認する。 

z 検討対象設備、機器の抽出の妥当性について、以下の点を確認する。 

- 耐震Ｓクラス設備が検討対象として抽出されていること。 

- 耐震Ｓクラスにもかかわらず、今回の検討対象から除いた設備がある場合は、
その理由。 

- 耐震Ｓクラス設備以外の設備等が選定されている場合は、その安全機能の分
類と理由。特に、評価地震動に対する耐震性に留意されていること。 

z 経年変化が認められる部位について、耐震性に影響を及ぼす経年要素が抽出さ
れ、適切な耐震性評価がなされていることを確認する。また、評価方法は、既往

の評価で実績がある方法を用いていることを確認する。  

z 地震応答解析モデル等について、既往評価等の実績を踏まえて妥当性が示され
ていることを確認する。 

z 応力算定方法の妥当性について、以下の点を確認する。 

- 応力等の評価指標は、当該設備の検討対象部位の損傷モードを考慮したとき
に適切なものであること。 

- 応力評価方法の妥当性が示されていること。なお、応答倍率法を用いていると
きは、保守的な評価となるような範囲で適用していること。 

z 許容値や動的機能維持確認値は、既往の評価等で実績のある値を用いているこ
とを確認する。なお、既往の評価等で実績のある値より大きな値を用いている場

合は、その妥当性が示されていることを確認する。 

z 設備が機能維持できる津波高さ（許容津波高さ）の設定の妥当性が示されている
ことを確認する。 

z 地震と津波の重畳については、重畳の考え方が示されていること、地震と津波の
重畳により発生し得る事故シナリオが評価されていることを確認する。 

z 「地震」、「津波」及び「地震と津波の重畳」を起因として、「全交流電源喪失」及び
「最終的な熱の逃がし場（最終ヒートシンク）の喪失」に至る事故シナリオが考慮さ

れていることを確認する。これらの事故シナリオについて、防護措置の効果及び

燃料の重大な損傷に至るまでの時間が評価されていることを確認する。 
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【全交流電源喪失／最終的な熱の逃がし場（最終ヒートシンク）の喪失に関する事項】 

z 全交流電源喪失については、外部電源喪失から全交流電源喪失発生までの事
象の過程（事故シナリオ）が示されていることを確認する。また、外部電源喪失時

のバックアップとして使用する電力供給設備の有効性及び限界が示されているこ

と、例えば、燃料貯蔵量等の制約条件を考慮して、非常用ディーゼル発電機の運

転継続時間が評価されていることを確認する。 

z 全交流電源喪失／最終的な熱の逃がし場（最終ヒートシンク）の喪失から燃料の
重大な損傷の発生までの時間の評価について、以下の点を確認する。 

- 評価手順及び使用した評価ツール（解析コード等）が明らかにされ、それらの妥
当性が示されていること。 

- 作動を想定する防護措置の機能の制約条件等が特定され、その継続時間が適
切に考慮されていること。 

- 各防護措置について、作動の必要性を認識するまでの時間及び作動までの時
間が考慮されていること。 

z ある防護措置が機能喪失した場合に、その機能を代替する防護措置の種類と数
が明らかになっていること、また、それらの防護措置の実施による燃料の重大な

損傷までの時間の増加が明らかになっていることを確認する。 
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【その他のシビアアクシデント・マネジメントに関する事項】 

z 起因事象の発生から燃料の重大な損傷及び放射性物質の大規模な放出に至る
事故シナリオが示されていることを確認する。また、以下の点を確認する。 

- 安全機能（原子炉停止機能、炉心冷却機能、格納容器熱除去機能及び放射性

物質の閉じ込め機能等）と作動を想定する防護措置が特定されていること 

- 燃料の重大な損傷及び放射性物質の大規模な放出の原因となる防護措置の

機能喪失、又は防護措置の機能喪失の組合せ等が時系列的に摘出され、整

理されていること。 

z ある防護措置が機能喪失した場合に、その機能を代替する防護措置の種類と数
が明らかになっていること。 
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大飯発電所現地調査報告について 

 

平成２４年１月６日 

原子力安全・保安院 

（独）原子力安全基盤機構 

 

１．趣旨 

関西電力（株）大飯発電所３，４号機についての事業者からの一次評価結果報告

書において考慮されている防護措置の成立性、信頼性を検証するため、現地調査を

実施した。 

 

２．日時 

平成２３年１２月２６日（月）９：３０～１６：３０ 

 

３．調査実施者 

原子力安全・保安院 市村原子力安全技術基盤課長 他４名 

（独）原子力安全基盤機構 飯島耐震安全部機器･システムグループ長 他５名 

 

４．調査項目 

・地震に対する防護措置の耐性 

・津波が設備に及ぼす影響 

・運転員が現場操作に向かうアクセスルート及び操作状況等の確認   

 

５．調査結果 

 別紙のとおり。 
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１．地震に対する防護措置の耐性に関する調査（屋外） 

【確認事項１-１】防護措置に係る設備について、地震に対する耐性の観点から、設置場

所、設置状況とその周辺状況（周辺斜面等）を確認した。 

 

①空冷式非常用発電設備、接続盤等の背後斜面（３，４号機原子炉建屋北西側） 

設置場所に近接する背後斜面(写真 1-1)については、定期的に点検され、その結果が

維持管理計画に反映される仕組みとなっており、適切に維持管理されていると考える。

擁壁上部の地山についても地震時の安定性評価が示されており、基準地震動 Ss に対し

て十分な裕度を有し 1.8×Ss の地震動でも安定性は確保されるものと考えるが、影響

の有無に関する調査の必要性について指摘した。 

 
写真 1-1 4号機側背面道路背後斜面上部 

 

 

②消防ポンプ用ガソリン保管庫（３箇所） 

当該保管庫については、報告書提出当初、鉄筋コンクリート造、軽量鉄骨造のものが

併設されていたが、地震時の残存性を検討するようヒアリングにおいて指摘したところ、

軽量鉄骨造の保管庫を増設し、地震後に使用を期待する全てのガソリンを軽量鉄骨造の

保管庫に移設したことを確認した。軽量鉄骨造の保管庫については、基礎が滑ることに

より揺れが低減でき、かつコンクリートブロックにアンカー止めされ転倒を防止できる

構造になっていることを確認した(写真1-2、1-3)。 

 

 
写真 1-2 ガソリン保管庫(転倒防止対策)   写真 1-3 ガソリン保管庫基礎部 
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③消防ポンプ・ホース（含む予備）保管場所（吉見トンネル(写真 1-4)、陀羅山トンネル

(写真 1-5)） 

トンネルについては、定期的に点検され、その結果が維持管理計画に反映される仕組

みとなっており、適切に維持管理されていると考える。 

なお、陀羅山トンネルについては、閉止処理した未使用配管がトンネル内頂部に残存

しており、地震時に落下して作業通路を塞ぐ可能性があるので作業の阻害要素とならな

いよう撤去することを検討するよう指摘した。また、トンネル内に設置されている水配

管は耐震クラスが低く地震時に配管破断し漏水が予想されるため、保管台のかさ上げ等、

対策の検討を指摘した。 

 

写真 1-4 吉見トンネル         写真 1-5 陀羅山トンネル 

 

 

【確認事項１-２】防護措置実現のための人員、設備及び使用資源（燃料、水等）のアク

セスルートとその周辺状況等に関し、地震に対する耐性の観点から確

認した。 

 

①外周ルート、トンネルアクセスルート：側面の地山、切取斜面及び盛土の状況並びに土

砂流入を想定した箇所 

道路の側面の地山の堆積層の厚さ等、これまでの維持管理の状況を踏まえた被害想定

を実施していることを確認した。 

 
写真 1-6 外周ルート 4号機周辺斜面 

 

 

 

③ 

① 
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 3 

②内周ルート（１～４号機タービン建屋南側）：路盤補強箇所 

堆積層、埋め戻し土の厚さや埋設構造物の有無を考慮して適切に路盤を補強している

と考える (写真 1-7)。 

 
写真 1-7 内周ルート(路盤補強箇所) 

 

 

【確認事項１-３】構内道路の復旧訓練の実施状況を確認する。 

 

①構内道路を復旧することを想定した訓練（鯨谷） 

樹木や砂利が混入した土砂の除去を、降雪の状況下で円滑に実施し、所定の時間内

に完了したことを確認した。なお、作業員の重機の操作能力が高いことも確認した 

(写真 1-8、1-9)。 

 

 
写真 1-8 作業開始状況          写真 1-9 作業完了状況 
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２．津波が設備に及ぼす影響に関する調査（屋外及び屋内） 

 

【確認事項２-１】敷地内における津波の影響がどのように拡大するかという観点から確

認した。 

 

①敷地への浸水経路（防波堤～取水路～敷地）と敷地の地形、漂流物による二次的な影響

の可能性 

敷地への津波の進入口には、外海に面して防波堤があり、取水路から山に囲まれた敷

地へ浸水し、５００メートルほどの距離を建屋と高台の間を遡上する経路となることを

確認した。 

なお、消防ポンプ設置エリア(写真 2-1)が敷地への狭い浸水経路の入り口、排水経路

の出口付近にあり、引き波後、陸上からの漂流物が散乱する可能性がある。このため、

防護措置における水源として海水を用いる場合には、消防ポンプ等を設置する際の作業

性が低下する等、措置の時間等に影響を及ぼす可能性がある。漂流物除去箇所等の重点

化、そのための能力向上への取り組みをより一層図ることの必要性について指摘した。 

 

 
写真 2-1 取水口 海水取水ホース用フェンス開口部 

 

 

②敷地内の浸水経路（１，２号機東側～３号機東側、３号機東側～排水管～４号機南側）

と敷地内の地形、漂流物による二次的な影響の可能性 

敷地内への浸水経路を確認した(写真 2-2)。なお、二次的な影響については、浸水深

が１メートル強と浅いことから軽微であると考えられるが、３号機の浸水口に漂流物も

集中しやすく、特に３号機浸水口の東側に、やや距離があるものの駐車場があることか

ら、車等の漂流物に対する防護策の検討を指摘した。 

⑥ 
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 5 

 
写真 2-2 4号機 DG室前(タービン建屋側)雨水排水孔 

 

 

【確認事項２-２】「確認事項２-１」を踏まえて、浸水対策の有効性の観点から、以下を

確認した。 

 

①海水ポンプ（当該設備については、現場状況のみの確認） 

海水ポンプ(写真 2-3、2-4)の現場状況を確認した。海水ポンプは E.L.4.65m の津波

で電動機が機能喪失すると評価されているが、海水ポンプが機能喪失した場合において

も消防ポンプにより注水を行うことにより、使用済燃料ピット等の除熱を行うための対

応が図られていることを確認した。また、予備の海水ポンプ電動機を用意しており、地

震、津波によりポンプ本体側に損傷がない限り電動機を交換することで海水ポンプの再

起動を行う計画となっていることを確認した。更にストレステスト報告書提示以降の対

応として、平成 23年 12月に大容量の移動式ポンプを新規に導入するなど安全対策の向

上が図られていることを確認した。 

 

 

 

 
写真 2-3 ３号機海水ポンプモーター

継ぎ手部 

 

写真 2-4 海水ポンプ起動盤 

⑦ 

⑧ 
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②３、４号機原子炉周辺建屋及び制御建屋の扉等 

原子炉周辺建屋及び制御建屋の扉のシール施工の状況、制御建屋の一部で設置された

防潮扉の状況(写真 2-5、2-6)及び配管、ケーブルトレイ等の建屋貫通部のシール施工

(写真 2-7)の状況を調査し、津波による浸水が想定されるエリアに対し防水対策が施さ

れていることを確認した。また、事故時の緩和機能に係る設備のうち特に重要な補助給

水ポンプ及び操作盤の設置状況を確認した。４号機については、操作盤が浸水口に近接

していること、浸水口の横の階段から下階のポンプ室に浸水し易い状況となっているが、

当該設備の機器基礎高さが設置エリアの想定浸水高さより高いことを確認した(写真 2-

8、2-9)。 

なお、原子炉周辺建屋及び制御建屋外壁のシール施工がなされている扉については、

事業者は平成 24 年 2 月以降完全な水密扉への改修を計画しており、継続的な安全性向

上対策が進められていることを確認した。 

 

 

 

 
写真 2-5 3号機制御建屋入口扉        写真 2-6 3号機 D/G室入口扉 

 

 

写真 2-7 海水管室水密(3号機屋外地下) 

  

⑨ 
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③４号機雨水排水管に設置された逆止弁 

３号機エリアから４号機エリアへ通じる埋設の雨水排水管が４号機エリアへの浸水経

路となるが、保守的な浸水量評価を４号機の浸水口である扉に対して実施するようヒア

リング時に求めた結果として、事業者が４号機エリアへの浸水を防止するため、現地調

査までに逆止弁を設置するとしていた。本調査では、この逆止弁（写真2-10）が適切に

設置されていること、４号機からの雨水の排水に障害を与えるものではないことを確認

した。また、排水管最下流部が津波による動水圧を直接受ける配置、形状になっていな

いこと、また、逆止弁が３号機と４号機の間に設置されており、逆止弁の海側の縦杭上

面がE.L.13mと高いことから津波の押し波によりオーバーフローして、４号機への新たな

浸水経路にはならないと考えられる。 

 

 
写真 2-10 逆止弁 

 

 

写真 2-8 4号機 M/D-AFWP室内 

T/D-AFWP起動盤基礎部 

写真 2-9 4号機 T/D-AFWP基礎部 

 

⑩ 

⑪ 
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３．運転員等が現場操作に向かうアクセスルート及び操作状況等の確認 

 

【確認事項３-１】運転員が中央制御室から現場に向かうアクセスルート、現場での操作

状況等について問題がないかを確認した（図 3-1） 

 

 

図 3-1 防護措置に係るアクセスルート(屋内) 

 

①中央制御室 

運転員が中央制御室で水位を確認するタービン動補助給水ポンプの水源である復水ピ

ットの水位計（写真 3-1）及び運転員が中央制御室で遠隔手動操作する蓄圧注入系タン

クの出口弁閉止操作のスイッチを確認した（写真 3-2）。 

  復水ピットの水位計は多重化され、信頼性を確保するための措置が講じられているこ

とを確認した（写真 3-1）。また、蓄圧注入系のタンクの出口弁のスイッチはカバーに

より誤操作を防止していることを確認した（写真 3-2）。 

 

 

写真 3-1 中央制御室（３号復水ピットの水位計） 
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写真 3-2 中央制御室（３号Ａ～Ｄ蓄圧注入系のタンクの出口弁スイッチ） 

 

 

②不要直流電源負荷の切離し及び主蒸気逃がし弁の操作（図 3-1経路①） 

 

a. 不要直流電源負荷の切離し 

運転員は中央制御室（E.L. 22m）を出発し、制御建屋にあるバッテリ室（E.L. 

17m）まで制御建屋階段を用いて移動する（図 3-1 経路①）。この際、有線通話装置

及びケーブルリールを携行（写真 3-3）し、ケーブルを敷設しながら移動できること

を確認した。 

 

写真 3-3 緊急時通信用有線ケーブル携行状況 

 

全交流電源喪失時において、バッテリ室へのアクセスルートにある安全補機開閉機

室は非常灯により通常時の 1/3程度の照度が確保され、通行に支障のない程度である

ことを確認した。 

バッテリ室では、直流分電盤及び試験箱のブレーカを切ることにより不要直流電源

負荷を切り離す。不要直流電源負荷の切り離しは 2箇所のブレーカを切ることにより

行う。操作するブレーカは夜光テープで囲まれており、識別は容易であることを確認

した（写真 3-4）。 
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写真 3-4 バッテリ室のブレーカ(NFB：Non Fuse Breaker) 

 

中央制御室からバッテリ室へのアクセスルートには資材等が置かれている場所はな

く、安全補機開閉器室の設備等は倒壊防止措置が施されており、バッテリ室へのアク

セスルートは地震等を想定しても確保されると考えられる。また、バッテリ室は制御

建屋にあり、全交流電源喪失時においても高温や高放射線環境になることはないと考

えられる。 

 

b. 主蒸気逃がし弁の操作 

運転員は不要直流電源負荷の切離しの後、バッテリ室（E.L.17m）から制御建屋の

階段を用いて E.L.26m のドアから主蒸気ヘッダ室（原子炉周辺建屋：E.L.26m）へ移

動する（図 3-1経路①）。この際、運転員は有線通話装置及びケーブルリールを携行

して、操作できることを確認した。原子炉周辺建屋 E.L. 26m の床はグレーチング床

であり（写真 3-5）、ネジ止めされていることを確認した。また、大規模な地震によ

るグレーチングの脱落に備え、運転員は照明器具を携行し、足場を確認することを確

認した。 

運転員は、主蒸気ヘッダ室において、主蒸気逃がし弁に取り付けられたハンドルを

操作することにより、主蒸気逃がし弁の開度調整を行う（写真 3-6）。開度調整は蒸

気発生器水位を監視する中央制御室からの連絡（携行した有線通話装置を使用）によ

り行う。ハンドル近傍には開度計が設置されていることを確認した（写真 3-7）。 

 

 
写真 3-5 ３号主蒸気ヘッダ室（グレーチング床） 
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操作ハンドル及び開度計は主蒸気逃がし弁本体に取り付けられており、これらの装

置の識別は容易であることを確認した（写真 3-6、3-7）。 

主蒸気ヘッダ室は通常運転時と同等の 40～50℃である。操作は断続的であり、操

作 1回の在室時間を短くすることが可能であると考えられる。 

全交流電源喪失時の照明は、運転員が携行する照明器具を主蒸気ヘッダ室主蒸気逃

がし弁操作ハンドル付近に設置することにより確保される。主蒸気逃がし弁の操作は

2 次系冷却設備における操作であることから、高放射線環境下になることはないと考

えられる。 

 

③タービン動補助給水ポンプの流量調整（図 3-1経路②） 

運転員は中央制御室（E.L.22m）から制御建屋階段により E.L.26m まで移動し、ドア

を通じて原子炉周辺建屋に移動する。その後、原子炉周辺建屋の階段により E.L.17mの

補助給水ポンプ上部エリアまで移動する（図 3-1経路②）。移動に際しては、有線通話

装置及びケーブルリールを携行する。 

タービン動補助給水ポンプ流量調整弁前弁は補助給水ポンプ上部エリア（E.L.17m）

に設置されており、当該弁本体に設置された操作ハンドル及び開度計を用いて蒸気発生

器への給水流量を調整する（写真 3-8）。 

 

写真 3-6 ３号主蒸気逃がし弁

及び操作ハンドル 

写真 3-7 ３号主蒸気逃がし弁開度計 
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写真 3-8 ３号タービン動補助給水ポンプ流量調整弁前弁 

 

給水流量の調整に際して、運転員は携行する有線通話装置により中央制御室との連

絡を確保する。 

操作ハンドル及び開度計は流量調整弁前弁本体に設置されており、これらの識別は

容易であることを確認した。また、操作時の照明は運転員が携行する照明器具により

確保されることを確認した。 

補助給水ポンプ上部エリアは補助給水ポンプとは別のエリアであり、タービン動補

助給水ポンプ駆動蒸気配管が敷設されていないこと等から、当該エリアが全交流電源

喪失時に高温環境となることはないと考えられる。また、タービン動補助給水ポンプ

の流量調整は 2次系冷却設備における操作であることから、高放射線環境下になるこ

とはないと考えられる。 

 

 

④１次冷却材ポンプ（RCP）封水注入系統及びサーマルバリア冷却系統の閉止（図 3-1 経

路③） 

運転員は、中央制御室（E.L.22m）から制御建屋階段により E.L.26m まで移動し、ド

アを通じて原子炉周辺建屋に移動する。その後、原子炉周辺建屋の階段により E.L.17m

の原子炉格納容器アニュラス部へ移動する（図 3-1経路③）。 

原子炉格納容器アニュラス部には、冷却材ポンプシール戻りライン隔離弁（冷却ルー

プ当たり 1弁）及びサーマルバリア冷却ライン隔離弁（冷却ループ当たり 2弁）が設置

されており、操作ハンドルによりこれらの弁を閉止する（写真 3-9）。 

 

 

写真 3-9 ３号 A１次冷却材ポンプ封水注入ライン格納容器隔離弁（CS-196A） 
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操作ハンドルは各弁本体に設置されており、それらの識別は容易であることを確認し

た。 

原子炉格納容器アニュラス部は放射線管理区域であるが、全交流電源喪失時には、管

理ゲートを経ずに弁操作現場へ向かうとしている。これらの弁の閉止は炉心の燃料の重

大な損傷前に行う措置であり、高放射線環境下とはならないと考えられる。 

 

 

⑤交流電源の確保 

全交流電源喪失時には、第二事務棟 6階の事故対策本部からの指令により、社員 1名

（第二事務棟常駐）及び委託消防隊員 2 名（第一事務棟待機）が背面道路（E.L.33m）

に移動し、空冷式非常用発電装置にケーブルを接続する。その後、原子炉周辺建屋の安

全補機開閉器室（E.L.17m）において空冷式非常用発電装置受電盤の遮断器を投入する。 

第二事務棟から空冷式非常用発電装置までのアクセスルートは複数計画されており、

ルートの被害状況に応じて選択することが可能である。調査日は降雪条件下であったが、

通常の発電所の管理のとおり除雪によりアクセスルートは確保されていた。 

空冷式非常用発電装置へのケーブル接続は、端子接続後にケーブル固定具をねじ込む

必要がある。このため、要員は狭い空間に腕を入れて作業を行う必要がある（写真 3-

10～3-12）。 

 

 

写真 3-10 ３号空冷式非常用発電装置 

 

 

写真 3-11 ３号空冷式非常用発電装置（接続盤） 

 

⑫ 
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写真 3-12 ３号空冷式非常用発電装置接続訓練の状況 

 

 

空冷式非常用発電装置接続盤が地震時に機能しない場合に備え、原子炉周辺建屋の耐

震壁に直接取り付けた耐震性の高い空冷式非常用発電装置中継・接続盤を利用した給電

が可能であることを確認した（写真 3-13）。 

 

 

写真 3-13 ３号空冷式非常用発電装置中継・接続盤 

 

 

なお、空冷式非常用発電装置の燃料への利用を見込む補助ボイラー燃料タンク（E.L.

31m）については、同タンクの周囲に重油の漏えい対策として堰が設けられていること

を確認した（写真 3-14）。ただし、当該タンクについては、耐震重要度分類がＳクラ

スでないため、地震時に損傷して使用できないと工学的に判断しており、燃料が漏出す

る可能性が否定できないこと、また、防油堤の容量がタンク２基分の容量に満たないこ

とから、補助ボイラー燃料タンクの耐漏えい機能に係る耐震裕度を詳細評価において把

握した上で、必要に応じて漏出対策を強化するよう指摘した。また、補助ボイラー燃料

タンクの重油が利用できない場合には、非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの燃料

をタンクローリーにより供給の上、利用する計画である。 

原子炉周辺建屋（外壁） 

空冷式非常用発電装置中継・接続盤 
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写真 3-14 補助ボイラー燃料タンク 

 

 

安全補機開閉器室における空冷式非常用発電装置受電盤の遮断器投入は、遮断器を、

治具を用いて挿入する必要がある。この治具は当該受電盤近傍に設置された「遮断器点

検用工具収納箱」に格納されていることを確認した（写真 3-15）。 

 

 

写真 3-15 ３号安全補機開閉器室（緊急時遮断機投用治具） 

 

 

⑥炉心冷却のための給水（タービン動補助給水ポンプの水源切替） 

復水ピットが枯渇する時点までに、タービン動補助給水ポンプの水源を C－2 次系純

水タンクに切り替える。切替操作は、原子炉周辺建屋 E.L.17mの補助給水ポンプ上部エ

リアに設置された、復水ピットタービン動補助給水ポンプ側止め弁の閉止及びタービン

動補助給水ポンプ 2次系純水側ライン止め弁の開放を弁本体に設置されたハンドルの手

動操作により行う。各弁の操作ハンドルは弁本体に設置されており、操作対象設備の識

別は容易であることを確認した（写真 3-16、3-17）。 

 

⑬ 
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写真 3-16 ３号復水ピットタービン動補助給水ポンプ側止め弁 

 

 

 

写真 3-17 ３号タービン動補助給水ポンプ２次系純水側入口ライン止め弁 

 

 

⑦使用済燃料ピットへの給水 

使用済燃料ピットへの給水は No.1 淡水タンクから消火栓を介して行う（写真 3-18）。

消火栓からの給水は消火ホースをピット柵に括り付けて行う（写真 3-19）。 
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写真 3-18 ３号使用済燃料ピットエリア（屋内消火栓） 

 

 

写真 3-19  ３号使用済燃料ピットエリア（消火ホース括り付け部） 

 

 

使用済燃料ピットエリアの空間は大きく（約 20m（L）×約 71m（W）×約 22m（H））、

ピットからの蒸気により、防護措置実施時の視界が阻害される可能性は小さいと考えら

れる。 

使用済燃料ピットには水位ゲージが設置されており、目視による水位確認が可能であ

ることを確認した（写真 3-20）。また、使用済燃料ピット水位及び水温を遠隔計測す

る携行型の機器が準備されており、必要に応じてピットの水位及び水温が計測可能であ

ることを確認した（写真 3-21）。 

 

消火ホース括り付け部 

（使用済燃料ピットの柵） 
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写真 3-20 使用済燃料ピット水位ゲージ 

 

 

写真 3-21 ３号使用済燃料ピットハンディ水位計等 

 

 

使用済燃料ピットへのアクセスは第二事務所から背面道路側に設置された大物搬入口

又は原子炉周辺建屋内通路を通じて行う。 

調査日は降雪条件下にあったが、通常の発電所の管理のとおり、背面道路の除雪によ

り、屋外のアクセスルートは確保されていた。原子炉周辺建屋内の通路・階段には仮置

き資材等はなく、使用済燃料ピットエリアへのアクセスルートは確保されていることを

確認した。 

 

 

 ⑧海水からの給水 

海水からの給水は海水取水ポイントの取水口から４台の消防ポンプを連結して使用済

燃料ピットに給水することを確認した（写真 3-22）。消防ポンプは取水口付近の橋の

上からクレーンを用いて取水ポイントに設置する（写真 3-23）。取水ポイント周辺の

フェンスには海水取水ホース用開口部が設けられていることを確認した（写真 3-24）。 
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写真 3-22 消防ポンプの設置作業状況 

 

 

 

写真 3-23 消防ポンプの取水ポイントへの設置作業状況 

 

 

 

写真 3-24 海水取水ホース用フェンス開口部 

 

 

 

⑭ 

⑥ 
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消防ポンプ燃料の補給は、当該消防ポンプを停止し、ガソリン携行缶を用いて給油す

る。その際の火災の発生に備え、消火器を用意していることを確認した（写真 3-25、3

-26）。 

 

写真 3-25 使用済燃料ピットへの海水補給訓練（消防ポンプへの燃料補給） 

 

 

写真 3-26 消防ポンプへの燃料補給用ガソリン携行缶及び消火器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ 
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⑨アクセスルート・操作現場における資機材の固縛状況 

地震時等において屋内のアクセスルートを確保するためには、ルートに置かれた資機

材の倒壊を防止するための措置が重要である。 

事業者は、社内標準「大飯発電所現場資材管理所則」を定め、安全確保上重要な機器

（保安規定においてモード要求されている機器）の近傍エリア（保安機器エリア）にお

ける資機材の保管を原則として禁止していることを確認した。保安機器エリアにやむを

得ず資機材を保管する場合には、「大飯発電所現場資材管理所則」に定めた固定要領に

より、地震等による安全確保上重要な機器への影響を防止するための資機材固定措置を

講じていることを確認した。また、保安機器エリア以外の場所に資機材を置く場合にお

いても、キャビネット等の金具による壁への固定やロープによる固縛等の倒壊防止措置

が主要な資機材について講じられていることを確認した（写真 3-27、3-28）。 

 

 

写真 3-27 ３号機定検連絡室（資器材整理・固縛状況） 

 

 

 

写真 3-28 ３号主蒸気ヘッダ室（作業用資機材固縛状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

198



 

 22 

ただし、調査日において、E.L.26m の制御建屋－原子炉周辺建屋間のドアの原子炉周辺

建屋側には資材が仮置きされていたが（写真 3-29）、地震時の通行障害となる可能性を

指摘し、調査日中に仮置き資材を固縛したとの報告を事業者から受けた（写真 3-30）。 

 

 

 

写真 3-29 ３号機定検連絡室（資機材整理・固縛状況：整理前） 

 

 

 

 

写真 3-30 ３号機定検連絡室（資機材整理・固縛状況：整理後） 
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また、安全補機開閉器室は保安機器エリアに該当するが、当該室において、ガス遮断

器移動用ローラーが固縛されていない状況であることを指摘した（写真 3-31）。 

 

 

 

写真 3-31 ３号安全補機開閉器室（遮断器移動用ローラーの保管状況） 
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４．緊急安全対策において整備した施設の保管状況の調査（屋外） 

 

【確認事項４】緊急安全対策において整備した施設の保管・維持の状況について確認する。 

 

①空冷式非常用発電設備、接続盤等（３，４号機原子炉建屋北西側） 

空冷式非常用発電装置は、２～３ｍｍの鋼板からなるコンテナに覆われており、仮に

落石が発生した場合においても設備の機能に与える影響は小さいものと考えられる(写

真 4-1)。しかしながら、現在設置されている 4 基の空冷式非常用発電設備は比較的近

接した場所に設置され、同一の斜面に面しているため、地震時の残存性の向上の観点か

ら、落石に対する防護対策の強化、将来的な分散配置等を検討するよう指摘した(写真

4-2)。 

 

 
写真 4-1 空冷式非常用発電装置   写真 4-2 空冷式非常用発電装置設置状況 

 

②ホイールローダー 

ホイールローダーの待機場所は設置高さ E.L.33.3ｍであり、津波の影響を受けない

場所に配備されていることを確認した。 

 

③消防ポンプ用ガソリン（保管庫：３箇所） 

保管庫内のガソリンドラム缶は転倒防止のためワイヤーで固縛(写真 4-3)されている

ことを確認した。しかしながら、これまでの説明ではガソリンドラム缶と携行缶を一緒

に保管するとされていたが、現地調査では確認できなかった。携行缶の保管場所を明確

にするよう指摘した。 

 

 
写真 4-3 ガソリンドラム缶固縛状況 

⑫ 

② 
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④消防ポンプ・ホース（保管場所：吉見トンネル、陀羅山トンネル） 

吉見トンネル及び陀羅山トンネル内に設置されている消防ポンプ（SG冷却用、SFP冷却

用）、ホースの設置状況に特に異常が無く、トンネル覆工コンクリート片等の落下に対し

ては鋼製ラック（報告書提出当初、設置されていなかったが、ヒアリング時の指摘を踏ま

えて設置されたもの）、防水対策としてフードを被せる等の防護対策がとられていること

を確認した。消防ポンプについては、継続運転の際に必要な携行缶からの給油が簡易に行

えることを確認した (写真4-4)。また、消防ポンプを停止することなく給油できる機材を

確認し、火災に対する安全管理の徹底の必要性を指摘した(写真4-5)。 

 

 
写真 4-4 吉見トンネル消防ポンプ設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-5 給油機材 

 

 

 

③ 
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IAEA MISSION TO JAPAN 
PRELIMINARY SUMMARY 

31 JANUARY 2012 

 

This report provides the preliminary summary of the IAEA mission to review NISA’s approach to 
the Comprehensive Assessments for the Safety of Existing Power Reactor Facilities. The full report 
of the mission will be provided to the Government of Japan when it is finalized by the IAEA. 

To strengthen global nuclear safety, the IAEA Action Plan on Nuclear Safety asks Member States 
to undertake promptly an assessment of nuclear power plant (NPP) protections against site specific 
extreme natural hazards and to implement the necessary corrective actions in a timely manner.  

At the request of the Government of Japan, the IAEA reviewed the Nuclear and Industrial Safety 
Agency’s (NISA) approach to the Comprehensive Assessments for the Safety of Existing Power 
Reactor Facilities and NISA’s approach to the review of the results of the licensee’s assessments. 
NISA issued its Instruction on Comprehensive Assessments for the Safety of Existing Power 
Reactor Facilities in July 2011.  

The IAEA safety review mission was conducted by a team of five IAEA and three international 
experts with support from IAEA public information and administrative staff from 23-31 January 
2012. The mission consisted of meetings at NISA’s offices in Tokyo and a visit to the Ohi Nuclear 
Power Station (NPS) that provided an example of how the Comprehensive Safety Assessment was 
being implemented by the licensee. 

The scope of the IAEA mission covers the NISA review process of the Comprehensive 
Assessments for the Safety of Existing Power Reactor Facilities and uses the IAEA document A 
Methodology to Assess the Safety Vulnerabilities of Nuclear Power Plants Against Site Specific 
Extreme Natural Hazards and the associated IAEA Safety Standards to identify whether NISA’s 
Comprehensive Safety Assessment process appropriately considers: external hazards, evaluation of 
safety margins, plant vulnerabilities and severe accident management.  

The mission was divided into four areas: 

x Regulatory Review and Assessment Process; 

x External Hazards and Evaluation of Safety Margins; 

x Plant Vulnerabilities against Station Blackout and Loss of Ultimate Heat Sink; and 

x Severe Accident Management. 

The first day of the mission was devoted to presentations by NISA on the instructions and review 
process of the Comprehensive Safety Assessment and by Kansai Electric Power Company 
(KEPCO) on the results of the Comprehensive Assessment for the Safety of Ohi Unit 3. The 
mission team also presented its initial review comments and areas for additional discussion. The 
second and third days included detailed discussions and travel to Obama, Japan. The fourth day the 
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team met with KEPCO officials and toured the Ohi NPS. The remainder of the mission was 
devoted to clarifying the issues and preparing the report. On the final day of the mission, the 
preliminary summary report was provided to the Director General of NISA and a press conference 
was held. 

NISA explained the Comprehensive Safety Assessment process, which comprises a Primary and a 
Secondary Assessment, to the mission team. On 11 July 2011, the Chief Cabinet Secretary, the 
Minister of Economy, Trade and Industry (METI) and the Minister for the Restoration from and 
Prevention of Nuclear Accident issued a Confirmation of the Safety of Nuclear Power Stations in 
Japan. This document explains that the national Government will implement Comprehensive 
Safety Assessments utilizing the stress tests as introduced in Europe for further ensuring safety and 
ensuring peace of mind. The results of the assessments will be confirmed by NISA and their 
validity will be further confirmed by the Nuclear Safety Commission (NSC). For the technical 
review of the assessments NISA receives support from the Japanese Nuclear Energy Safety 
Organization (JNES). 

The Primary Assessment will inform the decision whether to restart operations at suspended NPPs 
and the Secondary Assessment will inform whether to continue or halt operations at operating 
NPPs. The Secondary Assessment is explained as being based on the stress tests in Europe and the 
deliberations of the Investigation and Verification Committee on the Accidents at the Fukushima 
Nuclear Power Station (TEPCO).  

The distinction between Primary and Secondary Assessments was also explained. The Primary 
Assessment is to assess the degree of margin of safety. The Secondary Assessment is for the 
purpose of implementing an overall evaluation at all NPPs, including those that are currently in 
operation and also those that are subject to the Primary Assessment. NISA confirmed to the IAEA 
mission team that the Comprehensive Safety Assessments would be considered as completed when 
both the Primary and Secondary Assessments had been completed, reviewed and confirmed by 
NISA. 

The Comprehensive Safety Assessments were conducted following the implementation of the 
emergency safety measures that were directed by METI on 30 March 2011. The emergency safety 
measures assume that an earthquake/tsunami causes the loss of all AC power and the loss of the 
ultimate heat sink. In addition, on 7 June 2011, METI directed the nuclear utilities to complete 
additional measures regarding the working environment in the Main Control Room, 
communications inside the NPP premises, protective gear for high-level radiation areas, measures 
to prevent hydrogen explosions and heavy equipment for removing rubble. The mission team 
observed some of the measures that were implemented at the Ohi NPS. 

On 21 July 2011, NISA issued Assessment Procedures and Implementation Plan the 
Comprehensive Assessments for the Safety of Existing Power Reactor Facilities which sets out the 
expectations for licensees when undertaking the Comprehensive Safety Assessment. The nuclear 
utilities were informed of the NISA document via a letter on 22 July 2011. NISA has confirmed 
that it has received 15 Primary Assessments. NISA has started to review the submitted Primary 
Assessments, and the review of Ohi NPS Units 3 and 4 is at an advanced stage. In addition to the 
documents referred to above, the mission team received a draft copy of the NISA review of the Ohi 
NPS Primary Assessment upon arrival in Japan. This document, together with the visit to Ohi 
NPS, enabled the mission team to consider a practical example of a Primary Assessment and a 
NISA review. 
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The IAEA mission received excellent cooperation from all parties, receiving information from 
NISA, JNES, and KEPCO. The mission identified a number of good practices, and also made 
recommendations and suggestions to enhance the effectiveness of the Comprehensive Safety 
Assessments. 

The conclusion of the team is that NISA’s instructions and review process for the Comprehensive 
Safety Assessments are generally consistent with IAEA Safety Standards. 

Good practices identified by the mission team are the following: 

x Based on NISA instructions and commitments of the licensees, emergency safety measures 
were promptly addressed in NPPs in Japan following the accident on 11 March, 2011; 

x NISA conducted an independent plant walkdown of emergency measures implemented by 
the licensee. This walkdown was appropriate and enhanced confidence that postulated 
actions could be performed; 

x NISA demonstrated a notable level of transparency and interested party consultation related 
to the Comprehensive Safety Assessment and its review process; and 

x By observing the European stress tests, NISA is demonstrating its commitment to further 
enhance nuclear safety by gaining experience from other countries. 

The mission team identified issues that would enhance the overall effectiveness of the 
Comprehensive Safety Assessment process and further regulatory activities, and made the 
following recommendations: 

x NISA should clarify its guidance regarding the expectations for conducting and reviewing 
Comprehensive Safety Assessments. The instructions can be improved by being more 
descriptive without being prescriptive, and by setting standard expectations;  

x NISA should ensure that if any future actions by the licensees are needed for its safety 
decision, then they are documented and subjected to follow-up inspection as appropriate. 
Otherwise, NISA should confirm that interim measures are implemented prior to facility 
operation, as applicable; 

x NISA should conduct meetings with interested parties near the nuclear facilities that are 
subject to Comprehensive Safety Assessment, in addition to those activities already 
undertaken; 

x NISA should ensure that the definition of the safety margin capacity with appropriate 
confidence level is specified and communicated to the licensees;  

x NISA should ensure that the seismic safety margin assessment includes the system 
walkdowns for checking completeness of the basic safety function success path, and the 
seismic/flood capability walkdowns for identification of interactions and collecting as-built 
and as-operated information to be used in safety margin calculations; 

x NISA should ensure that in the Secondary Assessment the provisions for mitigation of 
severe accidents should be addressed more comprehensively. Such an assessment should 
form a basis for medium and long term implementation plans of the licensees; and  

x In the medium and long term following the Comprehensive Safety Assessments NISA 
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should require licensees to develop comprehensive accident management programmes in 
compliance with recently issued IAEA Safety Standards in the area of severe accident 
management. 

In addition, the mission team had the following suggestions: 

x NISA should seek to identify, document and implement lessons from the experience gained 
during early assessments and reviews to confirm or improve its guidance and to maximize 
consistency for subsequent reviews;  

x NISA should ensure that the Secondary Assessments are completed, evaluated and 
confirmed by regulatory review with appropriate timescales; 

x The effectiveness of safety improvements by implementation of the upgrades aimed to 
increase safety margin against seismic and tsunami hazards should be checked by 
conducting Seismic and Tsunami Probabilistic Safety Assessment using methodologies 
consistent with IAEA Safety Standards and international practice; and 

x For the Secondary Assessment, NISA should consider closer integration of accident 
management and on-site emergency preparedness measures by verification of additional 
components, taking into account the relevant IAEA Safety Standards as well as lessons 
learned from the European stress tests. 
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本報告書は、既設の発電用原子炉施設の安全性に関する総合評価についての原子力安全・

保安院(NISA)のアプローチをレビューする IAEAミッション報告の予備的な要旨である。ミ

ッションの報告書本文は IAEAがまとめ上げた段階で日本政府に提出される。 

 

 世界の原子力安全をさらに強化するため、国際原子力機関(IAEA)の「原子力安全行動計

画」は、加盟国に対して、各原子力発電所サイトの過酷な自然災害に対する防護について

の評価を迅速に実施すること及び時宜に即した必要な是正措置を講じることを求めている。 

 

 IAEA は、日本政府の要請を受けて、「既設の発電用原子炉施設の安全性に関する総合評

価」についての原子力安全・保安院(NISA)のアプローチ及び事業者の評価結果の審査に対

する NISAのアプローチをレビューした。NISAは 2011年 7月に、「既設の発電用原子炉施

設の安全性に関する総合評価」に関する指示行っている。 

 

この IAEAの安全レビューは、2012年 1月 23日から 31日にかけて、5人の IAEA職員と

3人の国際的専門家で構成されるレビューチームにより、IAEAの広報部門職員、管理部門

職員の支援をうけて実施された。この IAEAのレビューは、東京の NISAでの会合、及び総

合的安全評価が事業者によりどのように行われたかの事例となる大飯原子力発電所への訪

問により行われた。 

 

 IAEAのレビューの範囲には、既設の発電用原子炉施設の安全性に関する総合評価につい

ての NISAの審査プロセスが含まれ、外部ハザード、安全余裕の評価、発電所の脆弱性、シ

ビアアクシデントマネジメントが NISA の総合安全評価で適切に考慮されているかどうか

を確認するために、IAEAの文書である「サイト固有の厳しい自然災害に対する原子力発電

所の安全の脆弱性を評価する手法」とそれに関連する IAEAの安全基準が用いられた。 

 

 IAEAのレビューは、以下の 4分野に分けられている。 

x 規制審査及び評価プロセス 

x 外部ハザード及び安全余裕の評価 

x 全交流電源喪失及び最終ヒートシンク喪失に対する発電所の脆弱性 

x シビアアクシデントマネジメント 

日本への IAEAレビューミッション 

予備的な要旨 

2012年 1月 31日 

別添７ 
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 初日は NISAによる総合安全評価に関する指示及び審査プロセスについての説明、そして

関西電力株式会社(KEPCO)による大飯原子力発電所 3 号機の安全性に関する総合的評価結

果についての説明にあてられた。また、IAEAのレビューチームも、レビューにあたっての

最初のコメントや追加の議論が必要な分野を提示した。2日目と 3日目は、詳細な討議を

行い、その後福井県小浜に移動した。4日目は、KEPCOの職員と対面し大飯原子力発電所視

察を実施した。本チームは、残りの日程において、課題の明確化と報告書の作成に専念し

た。最終日には、NISA院長に報告書ドラフトの要旨を提出し、記者会見を行った。 

 

 NISA は、一次評価と二次評価から構成される総合安全評価プロセスを IAEA のレビュー

チームに説明した。2011年 7月 11日に、内閣官房長官、経済産業大臣、原子力発電所事

故収束・再発防止担当大臣は、「我が国原子力発電所の安全性の確認について」と題する文

書を公表した。本文書では、日本政府として、安全・安心をさらに確保するため欧州諸国

で導入されたストレステストを参考に総合的安全評価を実施すると説明している。この評

価の結果は NISAが確認し、さらにその妥当性を原子力安全委員会(NSC)が確認することと

されている。NISA は、同評価の技術的審査において、独立行政法人原子力安全基盤機構

(JNES)の支援を得ている。 

 

 一次評価により定期検査で停止中の原子力発電所について運転再開の可否を判断するた

めの情報を提示することとされており、二次評価では運転中の原子力発電所について運転

の継続又は中止を判断するための情報を提示することとされている。二次評価は、欧州諸

国のストレステストの実施状況、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員

会の検討状況も踏まえると説明されている。 

 

一次評価と二次評価の区別も説明された。一次評価は、安全余裕の程度を評価するもので

ある。二次評価は、稼働中の発電所、一次評価の対象となった発電所を含めた全ての原子

力発電所を対象に、総合的な安全評価を実施することを目的としている。NISA は、IAEA

レビューチームに対して、総合的安全評価は、一次評価と二次評価が完了し、NISAによる

審査と確認が終わった時点で完了と見なされると説明した。 

 

 この総合的安全評価は、2011年 3月 30日に METIが指示した緊急安全対策が履行された
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後に実施された。この緊急安全対策は、地震/津波によって全交流電源喪失及び最終ヒート

シンク喪失が発生することを仮定している。さらに、METIは 2011年 6月 7日に、事業者

に対して、中央制御室の作業環境、原子力発電所構内での通信、高線量対応防護用具、水

素爆発防止対策、がれき撤去用重機の配備について追加的措置を完了するように指示した。

IAEAのレビューチームは、大飯原子力発電所で履行された措置の一部を観察した。 

 

 NISAは 2011年 7月 21日に、「既設の発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価の

評価手法と実施計画」、すなわち、総合安全評価を実施する際に事業者に対して期待する事

項を公表した。この NISA文書は、2011年 7月 22日付け書簡によって原子力事業者に通知

された。NISAは、これまでに 15件の一次評価を受理していると説明した。NISAは、提出

された一次評価に対する審査を既に開始しており、大飯原子力発電所 3号機及び 4号機の

審査は進んだ段階にある。IAEAのレビューチームは先に言及した文書に加えて、大飯原子

力発電所の一次評価に対する NISAの審査書素案のコピーを日本到着時に入手した。本文書

と大飯原子力発電所視察とにより、一次評価と NISAによる審査について、具体的事例をも

とに検討することが可能になった。 

 

 IAEAのレビューでは全ての関係者から素晴らしい協力が得られ、NISA、JNES及び KEPCO

から情報を入手することができた。IAEAのレビューチームは、多くの良好事例を確認する

とともに、総合的安全評価の有効性を向上させるための勧告と助言を行った。 

 

 本レビューチームは、総合的安全性評価に関する NISAの指示及び審査プロセスは基本的

に IAEAの安全基準と整合していると結論づける。 

 

 本レビューチームが特定した良好事例は以下の通りである。 

x NISAの指示と事業者の対応により、2011年 3月 11日の事故の後、日本の原子力発

電所において緊急安全対策が迅速に実施された。 

x NISAは、事業者が実施した緊急対策に関して、発電所のウォークダウン（現場踏査）

を独自に実施した。このウォークダウンは適切なものであり、求められた措置の実

施についての確実性を高めた。 

x NISA は総合的安全評価とその審査プロセスについて注目に値するレベルの透明性
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及び利害関係者との協議のあり方を示した。 

x NISAは、欧州のストレステストを視察することで、他国の経験に学んで原子力安全

をさらに向上させるとの決意を行動に移している。 

 

 本レビューチームは、総合的安全評価プロセスとそれ以外の規制活動の全般的な有効性

を向上させると考えられる課題を特定し、以下の勧告を行った。 

 

x NISAは、総合的安全評価の実施または審査において何を期待するのかを明確にする

べきである。指示の内容は、指図するような(prescriptive)書き方でなく説明する

ような(descriptive)書き方にすること、また期待する水準を設定することにより改

善できる可能性がある。 

x NISAは、安全性を判断するにあたって事業者に追加的措置を求める場合、それらが

適切に文書化され、その後検査の対象となることを確実にすべきである。そうでな

ければ、NISAは、適切な場合には、当座の措置が定められた通り運転前に履行され

ていることを確認すべきである。 

x NISAは、既に実施されているものに加え、総合安全評価を受ける原子力施設近隣の

利害関係者との会合を行うべきである。 

x NISAは、適切な信頼性を有する許容安全余裕の定義が明確にされ、事業者に伝えら

れることを確実にすべきである。 

x NISAは、耐震安全余裕評価において、基本的安全機能の成功パスの完全性をチェッ

クするためのシステムウォークダウン、及び安全余裕の計算に使用するために相互

の影響を特定し、竣工時及び運転時の情報を収集するための地震／洪水耐性ウォー

クダウンが含まれることを確実にすべきである。 

x NISAは、二次評価において、シビアアクシデント緩和のための対策がより包括的に

取り扱われることを確実にすべきである。そのような評価に基づいて事業者の中長

期の実行計画が立てられるべきである。 

x NISAは、総合的安全評価実施後の中長期的取り組みとして、事業者に対して、シビ

アアクシデントマネジメントの分野で最近公表された IAEAの安全基準に準拠した、

包括的なアクシデントマネジメントプログラムの策定を求めるべきである。 
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 さらに、IAEAのレビューチームは、以下の助言を行った。 

x NISAは、求める内容を確定または改善し、以降の審査の一貫性を最大限に確保する

ため、初期の評価及び審査の経験から得られた教訓を特定し、文書化し、実行する

よう努めるべきである。 

x NISAは、二次評価が適切な時期までに完了し、評価され、規制当局の審査によって

確認されることを確実にすべきである。 

x 地震及び津波によるハザードに対する安全余裕の向上を目指した設備改造による安

全性向上の効果は、IAEAの安全基準及び国際的慣習に準拠した方法による地震及び

津波の確率論的安全評価の実施により確認すべきである。 

x NISA は、二次評価において、関連する IAEA の安全基準及び欧州のストレステスト

から得られた教訓を考慮し、追加的な機器を検証することにより、アクシデントマ

ネジメントと発電所内の緊急時対応手段とをより総合的に取り扱うことを検討すべ

きである。 
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