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原子力規制庁 



原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会 

第２回合同審査会 議事録 

 

１．日時 

 平成２６年８月１日（金）１０：０４～１２：１３ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階Ａ会議室 

 

３．出席者 

 原子炉安全専門審査会 

  岡本 満喜子 国立大学法人長岡技術科学大学大学院技術経営研究科 准教授 

  勝田 忠広  明治大学法学部 准教授 

  代谷 誠治  国立大学法人京都大学 名誉教授 

  関村 直人  国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 教授 

  高田 毅士  国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 教授 

  中川 聡子  東京都市大学工学部 教授 

  中島 健   国立大学法人京都大学原子炉実験所 教授 

  松尾 亜紀子 慶應義塾大学理工学部 教授 

  村松 健   東京都市大学工学部 客員教授 

  米岡 優子  ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド テクニ

カルオペレーションマネジャー 

 核燃料安全専門審査会 

  浅沼 徳子  東海大学工学部 准教授 

  大江 俊昭  東海大学工学部 教授 

  岡本 満喜子 国立大学法人長岡技術科学大学大学院技術経営研究科 准教授 

  勝田 忠広  明治大学法学部 准教授 

  高田 毅士  国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 教授 



 

  田中 知   国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 教授 

  松尾 亜紀子 慶應義塾大学理工学部 教授 

  森山 裕丈  国立大学法人京都大学原子炉実験所 所長 

  米岡 優子  ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド テクニ

カルオペレーションマネジャー 

 原子力規制庁 

  山本 哲也  審議官 

  佐藤 暁   原子力規制企画課長 

  石井 洋一  企画官 

 

４．議題 

 （１）国内外の事故トラブル及び海外の規制動向に係る情報の収集・分析の進め方につ 

    いて 

 （２）スクリーニングと要対応技術情報の状況について 

 （３）要対応技術情報および対応策について（調査審議事項） 

 （４）過去の要対応技術情報（電源系統の設計脆弱性）の対応状況について 

 （５）その他 

 

５．配付資料 

  資料１   原子炉安全専門審査会審査委員名簿 

  資料２   核燃料安全専門審査会審査委員名簿 

  資料３   国内外の事故トラブル及び海外の規制動向に係る情報の収集・分析等の 

        進め方 

  資料４   スクリーニングと要対応技術情報の状況 

  資料５   ２次スクリーニングの検討状況 

  資料５－１ 要対応技術情報とするために更なる調査を必要とする案件（１／２） 

        「計装制御モジュールのハードウェア、コンフィグレーション及び手順 

        書の問題」について 



 

  資料５－２ 要対応技術情報とするために更なる調査を必要とする案件（２／２） 

        「発電所の配電系統電圧の妥当性」について 

  資料６   「空気と水の相互作用による消火系配管内部での腐食」に係る原子力規 

        制庁の対応方針について（審議） 

  資料７   要対応技術情報リスト（累積） 

  資料８   「電源系統の設計脆弱性」に関する対応状況（報告） 

  参考資料１ 国内外の事故トラブル及び海外の規制動向に係る情報の収集・分析並び 

        に原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会の調査審議の進め方 

  参考資料２ １次スクリーニング結果 

 

５．議事録 

○山本審議官 それでは、定刻になりましたので、ただいまから原子炉安全専門審査会と

核燃料安全専門審査会の第2回目の合同審査会を開催いたします。 

 今回も、前回同様、調査審議の進め方として両審査会に共通する事項もあることから、

合同審査会という形式で開催をさせていただきます。 

 それでは、議事に先立ちまして、事務局から本日の配付資料の確認をいたします。 

○佐藤課長 それでは、配付資料について確認させていただきたいと思います。 

 まず、資料1ということで、原子炉安全専門審査会審査委員の名簿でございます。一枚紙、

表だけです。次が資料2として、核燃料安全専門審査会審査委員の名簿でございます。続き

まして、資料3として、国内外の事故トラブル及び海外の規制動向に係る情報の収集・分析

の進め方ということでございまして、こちらは片面刷りの6ページ、6枚ものでございます。

続きまして、資料4として、スクリーニングと要対応技術情報の状況、こちらは片面刷り1

枚でございます。同じく資料5は、2次スクリーニングの検討状況ということで、こちらも

一枚紙で片面刷りでございます。続きまして、資料5-1ということで、要対応技術情報とす

るために更なる調査を必要とする案件（1/2）というようなことでございまして、こちらは

片面刷りの3ページものでございます。同じく資料5-2は、同じく要対応技術情報とするた

めに更なる調査を必要とする案件（2/2）ということでございまして、こちらは2枚の2ペー

ジものです。そして、資料6でございますが、こちらは「空気と水の相互作用による消火系



 

配管内部での腐食」ということでございまして、こちらも片面刷りの4ページ、4枚もので

ございます。そして資料6には、添付ということで参考資料をおつけしております。資料6

の添付としては、参考資料、スプリンクラーの種類と構成の概要ということで、こちらは2

枚ものでございます。そして資料7として、要対応技術情報リスト（累積）ということで、

こちらは2枚の資料でございます。そして、資料8として、「電源系統の設計脆弱性」に関

する対応状況（報告）ということでございまして、こちらは全部で6ページものでございま

す。そして、あと、参考資料として2種類おつけしていますけれども、一つは一枚紙という

ことで、国内外の事故トラブル及び海外の規制動向に係る情報の収集・分析並びに原子炉

安全専門審査会・核燃料安全専門審査会の調査審議の進め方という1枚ものでございまして、

もう一つ参考資料は、1次スクリーニング結果ということで、ちょっとページ番号を振って

いませんけれども、横長のものでございまして、ページ番号は上のタイトルのところにつ

いていますけれども、1/20から20/20までというものでございます。 

 乱丁、落丁ございましたら、お知らせいただきますと取り替えさせていただきたいと思

います。よろしゅうございますか。 

○山本審議官 それでは、まず、議事に先立ちまして、前回、第1回会合で御都合によりま

して御欠席になっておりました審査委員がいらっしゃいますので、ここで改めて御紹介を

させていただきます。 

 まず最初に、原子炉安全専門審査会の審査委員の方々を御紹介させていただきます。 

 岡本満喜子様、長岡技術科学大学大学院技術経営研究科准教授でいらっしゃいます。 

 中島健様、京都大学原子炉実験所の教授でいらっしゃいます。 

 松尾亜紀子様、慶應義塾大学理工学部教授でいらっしゃいます。 

 次に、核燃料安全専門審査会の審査委員を御紹介させていただきます。一部の方は、重

複される方もいらっしゃいます。 

 浅沼徳子様、東海大学工学部准教授でいらっしゃいます。 

 それから岡本満喜子様、長岡技術科学大学の准教授でいらっしゃいます。先ほども御紹

介いたした方でございます。 

 それから松尾亜紀子様、慶應義塾大学理工学部教授、先ほどの御紹介のとおりでござい

ます。 



 

 それから、森山裕丈様、京都大学原子炉実験所所長でいらっしゃいます。 

 以上の方々の御参画をいただいたところでございます。 

 それで、両審査会にそれぞれ御所属されておられるということもございますので、前回

同様、机上のネームプレートには色をつけさせていただいております。青色のネームプレ

ートは原子炉安全専門審査会、それから、赤色というかピンク色のネームプレートにつき

ましては核燃料安全専門審査会。それから、白色のネームプレートは両審査会を兼任いた

だいている審査委員をそれぞれ表しているものでございますので、御確認いただければと

思います。 

 それでは、ここから議事の進行につきましてでございますけれども、前回決定いたしま

した運営規程に基づきまして、合同審査会の議事進行は、共同議長が協議して務めるとい

うことになっております。前回の合同審査会におきましては、代谷会長に議事を進行して

いただいたということでございますが、今回は田中会長に議事の進行をお願いしたいと思

いますけれども、田中会長、代谷会長、両会長いかがでございましょうか。よろしゅうご

ざいますか。 

 それでは、田中会長、今後の議事の進行をよろしくお願いしたいと思います。 

○田中会長 よろしくお願いします。 

 それでは、さっそく議題のほうに移りたいと思いますが、議題の(1)国内外の事故トラブ

ル及び海外の規制動向に係る情報の収集・分析の進め方についてであります。本件につい

て、まず、事務局のほうから御説明をお願いいたします。 

○石井企画官 原子力規制企画課の石井でございます。 

 資料3について、では御説明させていただきたいと思います。資料3は、国内外の事故ト

ラブル及び海外の規制動向に係る情報の収集・分析等の進め方ということで、ここで審議

していただく項目が、どのようにしてスクリーニングされてきたかということについて御

説明申し上げる資料でございます。 

 この資料を御説明する前に、参考資料の1番というものを用意しております。後ろのほう

から2番目なんですが、こんな黄色の色がついているものでございます。これ、前回にお配

りして、この審議会の調査審議の進め方を御説明した資料です。これの真ん中の原子力規

制庁の欄を見ていただきたいんですが、国内外の情報を入手して、基礎的な情報を整理し



 

て、規制庁による検討・整理を行って、その結果をこちらの審査会のほうに報告をして、

調査審議をしていただくというフローが示してございます。今回は、ここの規制庁の基礎

的な情報を整理と、規制庁による検討・整理の部分、ここが、このままではちょっとわか

りにくいと思いますので、この中の詳細をこれから御説明するということでございます。 

 資料3に戻っていただきまして、資料3、簡単なフロー図が示してございます。 

 まず、国内外の情報が入手されますと、私の所属しております原子力規制企画課で1次ス

クリーニングというものを実施いたします。ここで実施いたしまして、必要なものは検討

安全情報として2次スクリーニングにかけるということになります。2次スクリーニングの

中では、1次WGと2次WGと二つのWGがございます。簡単に申し上げますと、1次は技術的な専

門家によって審議をする。2次は、規制側の対応が必要かどうかという観点で審議をすると

いうWGでございます。この2次スクリーニングの中で、要対応技術情報の候補というものを

抽出してまいります。それ以外のものについては、2次スクリーニングアウトの候補という

ことで、ここですっぱりと切ってしまうわけではなくて、候補として次の技術情報検討会

というところに諮るということになっております。 

 次の技術情報検討会というのは、これは庁内の幹部が構成員になっておりまして、ここ

でまた審議をするんですが、この2次スクリーニングで上がってきました要対応技術情報に

対する対応方針案を作成したり、2次スクリーニングアウトの候補の審議を行うというとこ

ろでございます。こちらの技術情報検討会では、上がってきた案件、要対応技術情報の候

補となったもの、それから2次スクリーニングアウトの候補となったもの、両方について審

議をいたします。両方について審議をいたしまして、要対応としてそのまま認められれば、

要対応技術情報として、赤字の「要対応技術情報」になります。 

 それから、要対応の候補と、それからスクリーニングアウトの候補の中で、まだこれは

調査不足で、ここでは判断できないというものについては、更なる検討要案件ということ

で、これはペンディングということになりますが、更なる検討要案件というところに入り

ます。2次の結果どおりスクリーニングアウトしてもいいというものについては、2次スク

リーニングアウトというところに入ってまいります。 

 その下に行きまして、こちらの原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会のほうに

は、「要対応技術情報」として上がったものだけが審議事項として上がってまいります。



 

ほかのものについては、一応、報告事項ということで、今日、資料はいろいろ入っており

ますが、報告事項ということで、これらスクリーニングアウトされたものについても、全

て報告をするという形になっております。こちらの審査会のほうで、その「要対応技術情

報」とその対応方針案について審議をして、意見をまとめていただくという流れになって

おります。 

 この詳細について、次の2ページ、3ページに書いてございますので、ちょっと説明をさ

せていただきます。 

 まず2ページでございますが、情報収集・分析方法の具体的な手順ということで1番目、

情報収集及び1次スクリーニング、この趣旨としましては、国内外の原子力施設の運転経験

情報を収集し、我が国の安全規制に関連する可能性のある情報を「検討安全情報」として

抽出することを目的とします。この作業のメンバーは、原子力規制企画課内の担当者にな

っております。 

 (3)検討対象とする情報でございますが、まず海外情報、海外情報につきましては以下に

示すNRCや IAEAの情報を中心に収集をするということで、そこにありますようなNRCの

Bulletins、それからGeneric Letters、Information Notices、Regulatory Issue Summaries、

それからIAEAのIRS情報と呼ばれているものがございます。IAEAの情報報告システムのもの

でございます。それから、あとは海外の規制当局、ほかのヨーロッパですとかいろいろな

海外の規制当局から出てくるような情報でございます。それから、bとして、国内情報とい

たしまして、規制庁が把握している国内のトラブル情報、もともといろんなトラブル情報

が法令報告対象としてこちらに報告されてまいりますので、そちらの情報になります。そ

れから、（一社）原子力安全推進協会と書いてございますが、「（一社）」というのは一

般社団法人です。一般社団法人の原子力安全推進協会、ここが提供するNUCIAの法令報告未

満の情報、こちらも一応収集をしております。 

 (4)としまして、1次スクリーニングの基準でございますが、詳細については添付の参考

資料がついておりますので、そちらが詳しい基準になりますが、ざっくりとお話をいたし

ますと、まず、aの基準でスクリーニングアウトをいたします。例えば、当事国固有の問題

または制度であり、我が国への反映事項が無い、それから、設備構成が異なり、我が国で

の同様の事故故障の発生が考えられない、それから、同様の事故故障に対して、我が国で



 

は対策を既に実施済みである場合、こういう場合にスクリーニングアウトをいたします。 

 それから、b.の基準といたしまして、aの基準をクリアした後、次の基準に該当した場合

は「検討安全情報」として2次スクリーニングに移行するということで、例えば、国際原子

力・放射線事象の評価尺度(INES)の評価が1以上である。それから原子炉停止機能、残留熱

除去機能、及び格納容器隔離機能、俗に言う原子炉の止める、冷やす、閉じ込めるの機能、

これの喪失につながる安全上重要な機器の劣化、それから複合的な要因による原子炉のス

クラム（緊急停止）、こういうものについてはスクリーニングアウトせずに2次に移行しま

すよという基準をつくってございます。 

 3ページに行きまして、2次スクリーニングのほうでございますが、これは1次、2次と二

つのWGがございます。趣旨といたしましては、1次スクリーニングにて抽出された「検討安

全情報」のうち、技術・規制の両視点により、何らかの規制対応が必要な情報を「要対応

技術情報の候補」として抽出し、残りを「2次スクリーニングアウトの候補」として処理す

ることを目的としております。 

 1次WGのメンバーは研究部門のメンバーを含めて、技術的な視点にて分析を行う。2次WG

は規制部門の担当課を含めたメンバーにより、技術的視点に加え、規制対応を考慮した視

点で分析を行うWGでございます。メンバーがそこに書いてございますが、1次のほうは技術

基盤課、それから安全技術管理官付ということで、システム安全、シビアアクシデント、

それから核燃料廃棄物、地震・津波の、主に研究部門です、研究部門の課長補佐クラスが

メンバーになっております。あと、事務局は一貫して規制企画課のほうでやっております。

それから2次のメンバーですが、2次は安全規制管理官ということで規制の実務、実際の規

制業務を行っているPWR、BWR、それから発電炉検査、それから新型炉・試験研究炉・廃止

措置、再処理・加工・使用、それから廃棄物・貯蔵・輸送、これらの規制管理官付の課長

補佐クラスがメンバーになっております。で、検討対象とするのは、1次スクリーニングで

抽出した「検討安全情報」ということになります。 

 それから3番目、庁内の技術情報検討会でございます。こちらのほうは、2次スクリーニ

ングにて抽出された「要対応技術情報の候補」について、その内容及び当該事案への対応

を検討し、原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会に諮る対応方針（案）を作成す

る。また、「要対応技術情報の候補」および「2次スクリーニングアウトの候補」について



 

検討した結果、その場では対応が決定できず、さらなる検討が必要と判断された案件につ

いては、「要対応技術情報とするためにさらなる調査を必要とする案件」として、継続し

て検討を行うということになっております。 

 4ページに行きまして、なお、1次スクリーニングにてスクリーニングアウトとした情報

については、その理由を確認するとともに、新たな情報により評価の見直しが必要になっ

た場合には、改めて検討を行うということにしております。 

 メンバーでございますが、原子力規制委員から1名参加していただいております。これは

更田委員のほうから常時参加していただいております。あとは規制庁の幹部クラスになり

ますが、長官官房付としましては技術総括審議官、原子力安全技術総括官、審議官、国際

課長。それから技術基盤グループからは、技術基盤課長とそれぞれシステム安全、シビア

アクシデント、核燃料廃棄物、地震・津波を担当いたします安全技術管理官、これも全て

課長クラスでございます、が出席いたします。それから、規制部門から原子力規制部とし

て規制部長、企画課長、それから各実務を担当するところのBWR、PWR、発電炉検査、新型

炉、再処理、廃棄物、地震のそれぞれの安全規制管理官、課長クラスから出席をしていた

だいております。あとは、(d)として事故対処室長にも出ていただいております。 

 それから、社外になりますが、独立行政法人日本原子力研究開発機構、JAEAの規制情報

分析室長、こちらからも社外の専門家として御意見をいただくために出席をしていただい

ております。こういう幹部のメンバーで、2次スクリーニングで抽出された「要対応技術情

報の候補」および「2次スクリーニングアウトの候補」について検討していただいて、要対

応のものについては、その対応方針案まで出していただくということをやっております。 

 以上が、この資料3の御説明になります。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいま、要対応技術情報が、炉安審・燃安審での課題として上がってくるまでの原子

力規制庁内での国内外の事故トラブル情報等のスクリーニングのプロセスについて説明が

あったところでございますが、この件について、御質問、御意見等ございましたらお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○村松審査委員 スクリーニングの基準について御説明いただいたわけですけれども、こ

の基準というのは、何でもかんでも取り上げてやっていたら時間がなくなりますし、そう



 

いうことで、なるべくポイントを押さえた基準にしておくことが効率的で、より深い検討

ができるようになるということで大事だとは思うんです。そういう意味では、今、参考資

料の1次スクリーニングの基準というところに非常に具体的に書いてありますけれども、こ

れ、基本的にはポイントを押さえたものになっていると思っているんですけれども、そう

はいいながらも、大事なものが抜け落ちてしまわないかという点では、なるべく体系的な

ものになっている必要があるんだろうと思いました。そういう意味で、抜けてないのかと

いうのがちょっと気になったところがあるので質問させていただきたいんですけれども。 

 例えば、組織的な因子とか、管理体制の不備とかというようなものは、このスクリーニ

ング基準の中では、どこで見るのかというのがちょっとわかりにくかったです。 

 それから、この定性的基準のアのところですが、三つ、原子炉停止と、それから残留熱

除去、放射性物質放出管理の機能ということがありますが、例えば、使用済燃料プールの

冷却水維持ですとか、あるいは非常用炉心冷却系というのは入っているのかとか。つまり、

安全上重要な機能というものを普通に列挙したときには、何か、重要度分類指針などです

ともっとたくさん書いてあるんじゃないかということでございます。 

 それから、カのところで、「プログラム上の不具合」というのがございますけれども、

これは、いわゆるソフトウェアの誤りとかそういうことなんでしょうか。それとも一般的

な運転手順とか計画とかという意味でのプログラムなのかというようなところがちょっと

わかりにくかったので、全部入っていますよということを確認したかったんですが、お願

いします。 

○田中会長 ありがとうございました。お願いします。 

○山本審議官 まず、御指摘いただいた組織的な要因ですね、品質保証の問題とか、最近

では御案内のとおりだと、もんじゅなどが点検の不備などがいろいろ重なっているという

ところがございます。こういう組織とか管理体制の不備に関しましては、今の御指摘いた

だきましたこの資料3の5ページの定性的基準というのが真ん中辺りにありますが、その中

のコ.不適切な傾向、類似事象が繰り返し発生する場合というようなことが書いてございま

すけれども、概念としましては、こういう組織的要因、あるいは管理体制の不備に関しま

しては、この定性的基準のコ.の項目に該当するということで、検討対象に入れているとい

うのがまず第1点でございます。 



 

 それから、二つ目の冷却系の機能が入っているかどうかということでございますが、こ

れも定性的基準のアのところで、安全機能の喪失につながるような機器の劣化ということ

で三つ挙げておりますが、二つ目に、残留熱を除去する機能と、広い意味で、これは原子

炉の冷却というふうに私どもは捉えてございますので、御指摘のようなECCSの冷却機能の

喪失につきましては、ここに該当するものとして対象に入れていくというふうに考えてご

ざいます。 

 それから、この定性的基準のカのところにあります、プログラムという言葉の使い方で

ございます。これはコンピュータのソフトウェアという意味ではございませんで、さまざ

まな作業を実施する、あるいは設計を行うに当たっての計画とか手順とか、そういう意味

で使っているものでございます。したがって、ここに設計、解析、それから機器のメンテ

ナンスという部分にかかりますプログラムというのは、これらを実施する上での計画、あ

るいは実施手順、こういったところでの不具合を対象とするということで、広い意味で捉

えているというものでございます。 

 一応、回答は以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございます。村松委員、よろしいですか。 

○村松審査委員 ありがとうございました。全部入っているというのがよくわかりました

ので、結構です。 

○田中会長 まず、高田委員のほうから。 

○高田審査委員 2点質問があるんですけれども、時間に関する問題です。一つは、資料3

の1ページ目のいろいろ、情報収集・分析のそのタイムフレームというのは、年に1回やる

のか、あるいは何か大きな情報が、新しい情報が入ってきたときには必ずやって、定期的

には半年に1回回すのかとかという、そういうその時間のスケールのことをまずお聞きした

い。 

 もう1点は、こういう国内外の情報を過去どれくらいまで遡って情報収集するのかと。も

う既に情報収集されて、分析結果があるものについては、それがどこまであるのかという

ことと、あと、それにどういうふうにつけ加えていくのかという、その過去の情報をどこ

まで遡って調べるのかという2点です。 

○田中会長 お願いします。 



 

○山本審議官 まず、この頻度でございますけれども、全体のこの審議は常時行っており

ますが、特に真ん中辺りに情報検討会というのがございますけれども、大体これは平均す

れば四半期に一遍ぐらいの頻度、多ければ二月に一遍程度というような頻度でやっており

ます。 

 それから、もちろん緊急を要するような海外の情報があったような場合、これは個別に、

特別に当然検討いたします。最近でも、ヨーロッパで原子炉容器の製造にかかる問題など

ありましたので、これは個別に重要なものとして取り上げているということで、一定の頻

度、それから緊急の場合は、それに応じて適切な対応をするというような形でやっており

ます。 

 それから、過去の例ということでございますが、もちろん、規制庁になってからまだ2

年たってないというような状況でございますが、この仕組み自体は旧組織の原子力安全・

保安院の時代から似たような形で、当時、保安院とそれからJNESですね、この両方の共同

作業で、この技術情報検討会という名称がありますけれども、当時も同じような名称を使

いまして、検討は行っていたというところでございます。したがって、保安院時代からで

すから約10年ぐらい前から、これは始めてきているというところでございます。 

 対象となっている情報は、当時からですから、十数年前からということになろうかと思

います。ただ、非常に重い案件が継続としていろいろ上がっていたことも当時ございまし

たので、情報としては、もう少し以前のものも対象としてやっていた記憶がございます。 

 いずれにしても、今回のこの積み重ねは過去のものを一応全部積み重ねた上で、継続し

てやっていくと、こういう形でやっているものでございますので、できるだけ幅広く情報

をとっていきたいと思ってございます。 

○高田審査委員 わかりました。どうもありがとうございます。 

○田中会長 では次、勝田委員、お願いします。 

○勝田審査委員 説明ありがとうございました。 

 4点質問があって、1点目は高田先生のやつと一緒です。 

 2点目なんですが、その技術情報検討会とあるんですが、例えば、ここで議論されている

簡単な議事録というんですかね、そういうものは公開されているのか、それとも、今日、

配付資料にあるような参考資料とか、資料7のように、ああいう中身のことだけをリストに



 

しているだけなのか、ちょっと教えてほしいのがまず1点です。 

 2点目は2ページ目のところです。1番目の(3)検討対象とする情報について、海外情報な

んですが。一見すると入手しやすいNRCのBulletinsとかそういうものが入っているんです

が、この(e)と(f)に恐らくヨーロッパの情報も入るかと思うんですが、もっと、例えばヨ

ーロッパですと原子力安全、規制のグループがあったと思います。ストレステストとかも

やっていましたし、恐らく何かいろんな情報も持っていると思いますが、そこら辺はどう

いうふうに反映しているのかというのをちょっとお聞きしたい。 

 それに反映して、とりあえずは、これはここに上げられている(A)～(f)で全てを包括し

ていると考えているのか、また、とりあえずはここから始めているということなのか、そ

こら辺を教えてください。 

 3点目です。今度は(4)のaですね。スクリーニングの基準なんですが、一つ目のマル、当

事国固有の問題（制度等）であり、我が国への反映事項がないと書かれています。これは、

もちろんそうだとは思うんですが、これに該当した場合があったときに、もう自分の国と

は関係ないからで終わらせてもいい場合と、そうじゃなくて、国内のほうに問題があって、

だから国内の制度に不備があって、それで該当しないという場合もあるかと思います。も

し国内の制度に不備があった場合に、それは、その国内の制度の見直しをするという遡っ

て考えていくようなことを行うかどうかという質問です。 

 以上です。 

○田中会長 ありがとうございます。事務局のほう、お願いします。 

○山本審議官 まず、技術情報検討会の議事概要、それから資料の公開でございますが、

これはホームページで公開をしてございます。簡単な議事概要と、それから使いました資

料を公開させていただいてございます。これは炉安審の、今、御議論をいただいています

が、その前から、規制庁が発足して、スタートしてから実施をさせていただいております。 

 それから、欧州の情報は、確かにヨーロッパはたくさん、いろんな国がございますので、

そのそれぞれの国の動向は、私どもの海外のそういう調査をやっている部門がございます

ので、必ずしも事故トラブルではなくて、規制の動向とか、どういう許認可をしたかとか、

そういうことも含めて情報をいろいろ入手してございます。その中に、こういう事故トラ

ブルに関する情報も当然含まれてまいりますので、それをできるだけ入手しているという



 

ことでございます。 

 できるだけ幅広く入手しているつもりでございますし、必要かどうかはいろいろまた検

証していきながら、情報の入手のあり方については検討していきたいと思ってございます。 

 それから、スクリーニング基準についての御質問でございます。国内の制度に不備があ

った場合は、それを正すべきではないかという、これは全く御指摘のとおりでございまし

て、これまでの大きな反省として、福島事故のことも踏まえますと、シビアアクシデント

という制度が日本国内にこれまでなかったということで、今回、新しい規制基準の中に入

れましたけれども、やはりそういった目でも、単に事故トラブルだけではなくて、そうい

う海外の規制動向も調査対象になってくるのではないかと思っております。 

 それで、先ほど言いましたように事故トラブルだけではなくて、規制の動向も私どもな

りにいろいろ調査をいたしまして、不足がないかという観点からも検討をさせていただい

ているという状況でございます。 

○田中会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 では次、関村さん。 

○関村審査委員 御説明どうもありがとうございました。私も幾つか質問点があったんで

すが、今、委員の方々から御質問があったところ以外のところで、今、1点に絞って御質問

させていただければと思います。 

 1次スクリーニングの基準のところ、定量的な基準に関しましては、炉心損傷確率、ある

いはINESの評価ということが上げられております。これの意味するところというのは、個々

のプラントに関する定量的な基準について検討した上でスクリーニングをしていくと、こ

ういうことかなと思いますが、その前の予備スクリーニングに関しましては、我が国で対

策を実施済みであるかどうか。多分、これは従前の考え方を踏襲するのであれば、水平展

開も含めて、対策がどのように実施されているかということかなというふうに思います。 

 そういう意味で、事故トラブルというのが個々のプラントに関して安全上どういう意味

を持っているかということを検討された上、スクリーニングをやるということをメーンに

していらっしゃるのか。それとも他のプラント、いろんな設計があったり、自然条件も違

うようなプラントに対して、この事象が影響を受けないかどうか、そういう観点からのス

クリーニング、どちらをどういうふうに重点を置いてやっていかれるのか、これについて



 

ちょっとお尋ねをしたいと思います。 

○田中会長 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○山本審議官 ここでのトラブル、あるいは事故トラブルの情報を収集して対策をすると

いうことは、やはりそういう事象、そういう事故トラブルが国内の他のプラントにおいて

も起きるかどうかという観点が一つ重要ではないかと思っております。ですから、そうい

う再発を防止するという、あるいは、類似の事象が潜在的に隠れているものについては、

それをきちっと対応していくと。そういう観点から、この情報を見ていくということにな

るかと思っております。 

 御指摘のように、その対象となるものには、やはり安全に対します影響ということで、

今も御指摘がありましたような確率論的評価のような考え方も取り入れて、対応を重点化

して、対応策を検討していくと、こういう流れになるのではないかというふうに思ってご

ざいます。 

○田中会長 よろしいでしょうか。 

 お願いします。 

○中川審査委員 内部の審議のプロセスはよくわかったんですけれども、やはりこういう

ものというのは共有するということがとても大切だと思います。先ほどの御説明でインタ

ーネットで公開しているというお話がありましたけれども、いろんな事象をただ羅列する

ということでは有用性は非常に低くなると思われ、例えば、あるキーワードを入れると関

係のものだけが出てくるようなデータベース化されたものがあるのか、ないのかと。現状

で結構ですので、どのような情報の整理が公開に向けてなされているのか、御説明くださ

い。 

○田中会長 お願いします。 

○山本審議官 データベースのような形で、そういうキーワード検索ができるような仕組

みには、残念ながら今のところはなっておりませんが、ただ、先ほど言いました公開して

おります資料というのは技術情報検討会の資料でございますので、もちろん一つは、どう

いうトラブルがあるかという一覧表は当然ございますが、その中で、先ほど言いましたよ

うなこの要対応とすべきもの、あるいは継続的に検討すべきもの、あるいはスクリーニン

グアウトしたものというような形で一応の分類はしてございます。 



 

 今日お配りしている資料が、まさにそういう形になっているわけでございますけれども。

そういう情報に対する一定の評価を加えた形での情報公開をしてございますので、そうい

った中で、その物事の軽重をその中で御判断いただくことが可能ではないかというふうに

考えております。 

○田中会長 よろしいですか。 

○中川審査委員 軽重ということではなくて、それぞれが、それぞれのシステムに非常に

関わりのあるものをピックアップしたいというような引き方は, 

現時点ではできないということでしょうか。 

○山本審議官 そういう形でのシステマチックな情報のとり方は、ちょっとこういう公開、

今、私どもが公開しているだけでは難しいと思います。ただ、ちょっと別の視点なのかも

しれませんが、先ほどの説明の中でありました日本国内のトラブルを集めておりますNUCIA

というような情報データシステムがございます。これは、まさにそういう対象の機器とか

事故トラブルの特徴を検索して表示することが可能になってございますので、ある意味で

は国内の全体的な、非常に細かいものを含めた、事業者が集めておりますNUCIAの情報、こ

れは一つのそういう、今御指摘のような活用の仕方が可能ではないかというふうに思って

おります。 

○中川審査委員 ありがとうございました。 

○田中会長 あと、いかがでしょうか。 

 大江先生。 

○大江審査委員 幾つかは皆さんと同じような質問があるんですが、それは省くとして、

一つだけお伺いしたいのが、2ページ目にあります検討対象とする情報、基本的には、これ

は規制側が出している情報をウオッチするということだと思うんですが、大きな事象、細

かい事象を含めて、これは現場で起こっている、ということは事業者さんが一番情報を持

っているということですね。 

 先ほど、NUCIAという情報で、国内についてはウオッチをされているということなんです

が、例えば海外の事業者さんの情報というのは、例えば、これは私の勘違いかもしれませ

んが、WANOという組織がたしかあったと思うんですね。そういうところを経由してウオッ

チすることは可能なんでしょうか。 



 

○石井企画官 WANOのほうは公開情報になっておりませんで、日本にもWANOの支部はあり

ますが、電事連を通じて、もし申し出たとしても、それは渡せないということで断られて

いますので、WANOは無理です。基本的に、海外の事業者が持っている情報というのは、彼

ら同士、要するにWANOのメンバー同士では情報交換しておりますが、一応非公開となって

いて、規制機関のほうまでオープンにしてもいいよという情報ではありません。WANOに限

らず、事業者だけが押さえている情報というのは、みんなそういう形になっております。 

○大江審査委員 わかりました。ありがとうございました。 

○田中会長 大江先生、よろしいですか。 

 お願いします。 

○村松審査委員 この分析の体制として、ワーキンググループによる活動が中心であると

いうことなんですけれども、やはり、継続的に作業として分析をする能力というのをこれ

からも強化していくということは重要なんじゃないかと思うんですけれども。そういう意

味で、私、個人的には、そのリスク評価の研究をやってきたものですから、以前からJNES

においても、事象の分析にリスク評価を使ってやっていくということをやっておられたと

いうことは知っているんですけれども、その方法というのは、この参考資料に描いてある

定量的基準のうちの前兆事象分析であると思いますが。これは、実際に起こったその多重

の故障等を含んだような事象が、どのくらい炉心損傷に近いかというのを確率で見て重要

度を検討していくような方法ですけれども。 

 これはその結果を分析することで、いろいろな隠れた依存性ですとか、あるいは、さら

に統計的に分析することで国内でのトレンドというんでしょうかね、そういうものを見る

といったようなことにも使えるので、我が国の独自の分析の能力というのを高めていく上

で非常に重要だと思っております。 

 ここに書いてあるので、実際そういう作業をやっていらっしゃるものとは思うんですけ

れども、今後もそういう活動をむしろ育てていっていただくのがいいのではないかと思い

ます、コメントですけれども。 

○田中会長 ありがとうございました。よろしいですか、何かございましたら。 

○石井企画官 本件につきましては、前兆事象に対する炉心損傷確率の計算をやって、常

にウオッチしているかというお話だと思うんですが、本件につきましては、JNESの時代か



 

らそういうところをやっている者がおりまして、規制庁とJNESが合体してからも、同じく

そういうことをやっているグループがございます。 

 先ほど話に出た、技術基盤グループというところがございまして、研究部門の一部分で

すが、技術基盤グループのPRAグループ、確率論的安全評価のグループ、そちらでこのASP

事象というものについては、その炉心損傷確率を計算して、いろいろとデータを蓄積して

いるというところでございます。そういう活動を今後も継続していきたいと思っておりま

す。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 米岡委員、お願いします。 

○米岡審査委員 1点だけ質問でございまして。ちょっと説明されるのは難しいかもしれま

せんが、2次スクリーニングの基準は、1次スクリーニングの基準のような、ある一定の定

量的なものとしてここで御紹介されていませんね。何らかの規制対応が必要な情報を抽出

するということになっておりますが、何らかの規制対応が必要か否かはどのように判断さ

れるのかを少し補足説明をしていただければと思います。 

○田中会長 事務局、お願いします。 

○石井企画官 何らかというのは、これが、まず我が国の規制基準の体系の中にあって、

既に対応されているのであれば、それは必要がないということになります。それが我が国

の規制体系の中になくて、そういうものについて、規制として何もアクセスできないよう

な状況にあるというのであれば、それは規制として何かやらなければいけないことなので、

規制対応が必要になるということになります。 

 さらに、規制としてやるほどのものではないんだけれども、注意喚起をする必要がある

と考えられるもの。例えば米国の情報なんかもそうですが、単に注意喚起をやっていると

いうものはあります。わざわざ基準を新たに設けることをしなくてもいいけれども、注意

喚起をして、事業者のほうでしっかりと管理をしてもらうというものもありますので、そ

ういうふるいで対応していっております。 

○田中会長 よろしいでしょう。 

○米岡審査委員 すみません、ちょっと確認ですけれども、1次スクリーニングの最初の予

備のirrelevantというか、該当しないものを取り除く段階では、日本に法規制があるもの



 

は該当しないといって排除はしないという手続で進まれるという理解をしてよろしいでし

ょうか。 

○石井企画官 全く同じものであれば、ものがあれば排除しますけれども、中身が違って、

そこまで日本では踏み込んでないねというものについては、そのままに、2次に上げます。 

○米岡審査委員 了解しました。 

○田中会長 よろしいでしょうか。 

○代谷会長 コメントなんですけれども、こういうことをやるのに、やはり情報収集とい

うところが非常に重要だと思うんですね。ここの検討対象とする情報というのをパッと見

るだけでは、割と簡単にインターネットか何かでパパッととってこれるものばかりのよう

な感じがするんですね。 

 先ほど御説明があったように、規制庁の職員の方が実際に、例えば諸外国に行って、そ

れで情報をとってくる、要するにこういう文書情報になっていないようなところのものも

含めて、できるだけ情報を集めるというか、こういう検討の対象にのせるというところが

やはり必要なんだろうと思いますので、そこのところ、大変な部分もあるとは思うんです

けれども、努力いただきたいということです。 

○田中会長 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○山本審議官 御指摘のとおりだと思ってございます。基本は、確かにそういう対外公表

資料を中心にはやってございますが、やはり、特に重要なものは直接海外へ出かけていっ

て情報を入手するということが重要でございます。先ほどもちょっと触れましたけれども、

原子炉圧力容器の素材に関する問題、たしかヨーロッパでありましたが、これも会議が行

われましたので、私どものほうから、当時はJNESの職員だったと思いますけれども、実際

にヨーロッパに出かけていって、直接情報入手をさせていただくというようなこともさせ

ていただいておりますので、まさにその事案の重要性、それから、その安全性にかかる影

響、そういったものを十分加味しながら、そういう対応も進めていきたいというふうに考

えてございます。 

○田中会長 ほかに。 

○岡本審査委員 すみません、1点だけ。資料、2ページ目の(4)1次スクリーニング基準のa

のところに「構成設備が異なり」という一文がありますれども、これは日本にはない設計



 

や構造のものについては、ある程度もう客観的にといいますか、形式的に対象から外すと

いうお考えなのか、あるいは設計設備が違いましても、例えば人間が起こすエラーという

ものは共通する可能性がありますので、そこの部分は検討に入れてスクリーニングをされ

ますのか、そこの基準のところを教えていただけますでしょうか。 

○田中会長 お願いします。 

○石井企画官 基本的には、「設備が異なり」というのは、例えば炉型が全く違う、旧ソ

連のチェルノブイリと同じような、ああいう炉型の場合は全く状況が違うので、システム

全体としては、これはもう違うねということでスクリーニングアウトしますが、個々のも

の、例えば蒸気発生器とか個々のそのコンポーネントについては日本でも共通なコンポー

ネントがありますので、それについてはスクリーニングアウトせずに検討対象といたしま

す。で、そこで起こるような管理上の問題が発生し得るようであれば、それは組織の問題

として同様に見ていくということはやっております。 

○岡本審査委員 ありがとうございます。 

○田中会長 よろしければ、いろいろと重要なコメントをいただいたと思います。特に、

情報収集するときにはアンテナを高くして敏感にやれとか、スクリーニングにつきまして

も、いろんな抜けがないように、あるいは水平展開等もしながらやってほしいというふう

なことでございました。貴重な御意見をありがとうございました。今後のスクリーニング

活動を実施する上で、本日の御意見等も参考にしていただいて進めていただけたらと思い

ます。 

 続きまして、議題の(2)スクリーニングと要対応技術情報の状況についてであります。ま

ず、本件につきまして、事務局のほうから御説明をお願いいたします。 

○石井企画官 では、スクリーニングの状況について御説明したいと思います。資料4、そ

れから資料5、資料5-1、5-2について、ちょっとまとめて御説明をしてまいりたいと思いま

す。 

 まず資料4でございますが、スクリーニングと要対応技術情報の状況ということで、前回

の技術情報検討会が開かれてからここまでのスクリーニング対象としたもの、5月3日～7

月1日にかけてスクリーニング対象としたものが1次は22件ございました。22件のうち19件

がスクリーニングアウトされております。3件は、まだ調査不足ということで継続検討にな



 

っております。 

 その結果、2次のスクリーニングにかけられたものというものは、ございませんでした。

今回、残念ながら2次のワーキングまで上がったものはないということでございます。 

 ただし、この資料4の右上にあります要対応技術情報とするために調査中の案件という、

前回までペンディングになっていたものが3件ございます。この3件について調査が進んだ

ものがございまして、それについて、1件は要対応技術情報とすることになりましたので、

それが一番右の真ん中の表の中に表してございます。2次スクリーニング結果の評価案とい

うことで、検討対象は3件あったんですが、要対応技術が1件で、更なる調査を必要とする

案件として残ったのがまだ2件ありますということになっております。要対応は資料6、そ

れから、更なる調査を必要とする案件として、まだペンディングになっているものは資料

5-1、5-2に詳細がございますので、また後で御説明をいたします。 

 それから、右下に参考として書いてございますが、対応中の要対応技術情報ということ

で、これは既に要対応技術情報として上がっていて、今、実際に対応中のものが6件ござい

ます。そのうち幾らか進捗したものがございますので、そのものについて情報提供という

ことで資料7と8に資料がございますので、これまた後ほど御説明させていただきたいと思

います。 

 次の資料5のほうを見ていただきたいんですが、資料5は、先ほどの資料4の2次スクリー

ニングの評価をもうちょっと詳しく、それぞれの件名について書いたものでございます。2

次スクリーニングでペンディングになっていたものになりますが、3件ございます。 

 まず、計装制御モジュールのハードウェア、コンフィグレーション及び手順書の問題、

二つ目が発電所の配電系統電圧の妥当性の問題、三つ目が空気と水の相互作用による消火

系配管内部での腐食、この三つでございます。三つ目の空気と水の相互作用によるという、

これについては、今回、調査が終わりましたので、要対応技術情報ということで、今回審

議をしていただきたいというふうに考えております。 

 次が、資料5-1と5-2で、まだペンディングになっております計装制御モジュールの話、

それから発電所の系統電圧の妥当性の話、こちらを簡単に御説明したいと思います。 

 まず、資料5-1、要対応技術情報とするために更なる調査を必要とする案件、二つのうち

の一つでございます。「計装制御モジュールのハードウェア、コンフィグレーション及び



 

手順書の問題」についてということで、こちら、内容は1.に書いてございますとおり米国

のIN2011-22で、タイトルは同じでございます。計装制御モジュールの云々の概要でござい

ます。 

 NRCは、近年のLER（Licensee Event Report）という個々のトラブル情報、トラブルが発

生するたびに出しているレポートになりますが、このLERで計測制御のモジュールに関する

以下のような問題が報告されている事例に注目し、認可取得者に対し注意喚起を促す情報

通知を発行したという内容になります。具体的には、プロセスコントローラの誤った調整

及び設定、計測制御（I&C）モジュールの接続部の劣化、計測制御の電源ユニットの故障、

プラント保守手順の問題、こういう問題について情報通知をして注意喚起をしたというこ

とでございます。 

 その個々の中身は、その後いろいろ書いてございますが、Millstoneの3号機で蒸気発生

器の水位制御がうまくいかなかったですとか、Indian Pointの2号機で、同じく蒸気発生器

の水位制御がうまくいかなかったという例、それからWolf Greekで、これもSGの水位制御

がうまくいかなかったという例でございます。 

 次のページに参りまして、2ページ目でRobionson2号機の原子炉トリップ時の不用意なジ

ャンパによるVCT体積制御タンクの水位の計測の不備がございます。その次はTurkey Point

で、原子炉保護系加圧器圧力高、圧力計の不具合の問題。Robionson2号の電源ユニットの

故障の問題で、これもSG系になりますが、給水制御系の弁の不調の問題。プラント保守手

順の問題ということで、Indian Pointの3号機、これは主給水ポンプのガバナ制御の問題に

なりますが、こういうような問題が増えてきているということから、NRCが注意喚起をした

ものでございます。 

 これにつきまして国内の状況でございますが、3ページに書いてございますように、3.

国内での状況ということで、我が国については、当該制御装置については、設計図書から

得られる機器情報やこれまでの保全情報を元に、機器が要求通り動作することを、工場及

び現地試験で確認をしていて、しっかりと品質管理をやっているので、同じような問題は

起きにくいのではないかということで、事務局としては考えておりました。 

 それで、4.2次スクリーニングの結果及び技術情報検討会以降の対応というところでござ

いますが、事務局としては問題ないと考えて、2次スクリーニングアウトの候補として、第



 

7回の技術情報検討会に諮りました。そこで検討を行った結果、このままスクリーニングア

ウトするわけにはいかないのではないかというコメントを受けました。再調査して、もう

一回調べる必要があるということで、スクリーニングアウトではなくて要対応技術情報と

するため、さらなる調査を必要とする案件とされました。これは現在、継続調査中です。 

 内容的には、(1)の当該情報によると、2010年～2011年の間に米国で計測制御モジュール

の関係のトラブルが複数発生しているので、我が国は十分な運用を行っているとはいうも

のの、同様の傾向はないか、しっかりと精査することと。二つ目が、引き続き、本情報に

含まれている各事例について、事業者の報告書まで遡って、国内で対応が必要な問題がな

いか十分吟味しなさいというコメントが、技術情報検討会のほうからありましたので、こ

れは継続調査中でございます。これが計装制御モジュールの話です。 

 次が資料5-2になります。資料5-2、要対応技術情報とするために更なる調査を必要とす

る案件の二つ目でございます。タイトルとしては、「発電所の配電系統電圧の妥当性」に

ついてというものです。 

 これは1.のところに米国情報が書いてございますが、米国情報RIS2011-12で、同じタイ

トルの妥当性の概要というものが書いてございます。 

 まず(1)で、このRISそのものの内容ではないんですが、全体として「劣化電圧保護」と

いうものについて解説がしてございます。これは、かなり昔の話です。発端は大昔の話で、

1976年ですので、もう今から40ほど前の話になりますが、Millstone2号機において、1976

年7月に、当該原子炉が自動停止した際に、外部送電線の電圧が352kVから333kVに低下した。

その結果、外部電源に接続される所内の電源電圧も下がり、原子炉停止に伴って起動しよ

うとした補機類が次々とトリップした。これを受けて、NRCは、全認可取得者に対して不足

電圧保護において、第2段の劣化電圧保護リレー（DVR）、Degraded Voltage Relayという

ものの設置を要求いたしました。 

 これはどういうものかといいますと、Millstoneの場合は、主要な電力系統から遠くの発

電所で、そこの発電所がトリップしたことによって発電パワーがなくなりましたので、今

度は外から、電気をもらうことになりますが、その電圧、外の電圧も低下してしまったと

いう事象です。低下して、これがもっと下がって、70％ぐらいまで下がってくれればいい

んですが、中途半端な電圧であった場合、非常系が起動いたしません。定格の70％ぐらい



 

まで下がりますと、保護電圧リレーが働きまして、非常用のディーゼル発電機が起動しま

して、そちらの非常用の電源に切り替わります。 

 切り替わってくれれば問題はなかったんですが、このMillstoneの場合は切り替わること

なく、中途半端な低い電圧で維持されていた。非常用のディーゼル発電機も起動しなかっ

たと。その状態でほかの補機類が次々とトリップしていった。 

 それはなぜかというと、不足電圧を補うために、誘導モーターの特性として電流を引っ

張ってきます。引っ張ってくるというか、電流が定格の回転数を維持しようとして過電流

になってしまう。電圧が不足した分だけ、パワーをもらうために電流をいっぱい食うこと

になります。食うことになって、そのために過電流になって、過電流のリレーにひっかか

ってトリップしていくという事象がMillstoneでは発生したということでございます。 

 これを受けて、NRCでは、第2段の電圧保護リレーというものを70％よりも上のところに

設けなさいという要求を出しております。米国では、こういうリレーが一応、全プラント

についております。 

 それについて、そのDVRをつけなさいというのがRISのこの内容ではなくて、その設定が

最近おかしなものが散見されるよというのが、このRISの内容でございます。それが(2)に

書いてございます。(2)で、米国情報(RIS2011-12)で問題提起された内容ということで、以

上の対応策に関して、多くのプラントで認可取得者による誤った劣化電圧保護方法の適用

が検査官から指摘されている。当該情報では、下記の事例が紹介されている。①特定の変

圧器以外から受電した場合に、劣化電圧保護機能が不適切にバイパスされてしまう。それ

から②劣化電圧保護リレーの作動電圧設定が不適切であり、ECCS系を動作させるのに低過

ぎた。それから③設計基準事象、特に冷却材喪失事象に対して、劣化電圧保護リレーの遅

延時間設定が不適切であり、解析条件に比べて安全系機器の起動タイミングが遅延する。 

 これは、DVRには単に設定だけではなくてタイマーがついております。瞬時の電圧変動と

かそういうものを拾ってしまうのも嫌なので、ある程度タイマーで時間を置いて、長時間

劣化電圧、低い電圧の状態が続いたらトリップさせるというような設計にしております。

そのために、タイマーがあるものですから、そのタイマーが悪さをして、かえってECCS系

の起動が遅れてしまうようなことがあり得るというような指摘が検査官からの報告で出さ

れているということでございます。というような指摘が最近になってNRCの検査官からされ



 

たので、それが幾つかの発電所で発見されたものですから、それについて注意喚起を出し

たというのがこのRISでございます。 

 それで、国内の状況でございますが、2ページに参ります。国内の状況でございますが、

我が国のプラントでは、非常用母線の不足電圧リレーは1種類のみであり、米国のような劣

化電圧が持続する事象を対象とした第2段の低電圧保護リレーは設けられておりません。以

前の米国の状況と同じでございます。70％の不足電圧リレーだけでございます。(2)番目と

しまして、国内のプラントで第2段の低電圧保護リレーが設けられていない理由は、送電網

の安定性について、米国の場合と事情が違うからだということが書かれております。 

 4.2次スクリーニングの結果及び技術情報検討会以降の対応でございますが、要対応技術

情報の候補として、第4回の技術情報検討会で検討を行った結果、以下の点について更なる

調査が必要であるため、「要対応技術情報とするため更なる調査を必要とする案件」とさ

れましたということで、現在、これは継続調査中です。継続調査の中身は、(1)、(2)にご

ざいますが、国内では外部電源の長期劣化電圧状態に対する備えはない。国内では電力供

給体制が異なるが、米国のような電力の需給バランスに起因する長期劣化電圧の発生が否

定できない。これは近い将来の話になるかと思いますが、電力の供給体制がまた変わって

きて、送配電の自由化が進むとこのようなことも考えられるのではないかということでご

ざいます。国内の事業者の対応を確認する。(2)は、DVRリレーのない状態で、外部電源の

電圧変動を仮定しても、最も厳しい過渡事象との組合せを想定した場合に、適切な運転操

作が可能か、確認するということで継続調査中です。 

 注の2番で、その後の調査で下記の内容を確認しているということで、国内では、送電網

に電圧不安定現象が生じないよう設備の構築と日常の運用がなされていて、通常500kVの送

電線の電圧低下は1％を目標に管理して、実際にもこれぐらいで運用されているということ

でございます。このために、現状ではかなり安定しているとは言えるという状況になって

おります。これについては継続して調査をして、必要であれば要対応情報としてまた上げ

たいと思っております。 

 説明は以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 資料4で、5月3日～7月1日までの間に行ったスクリーニングの状況説明、そして資料5-1、



 

5-2では、要対応技術情報とするために更なる調査を必要とする案件として事務局において

追加調査中の2件について説明があったところでございますが、これらの件につきまして、

御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。 

 勝田先生。 

○勝田審査委員 説明ありがとうございました。 

 まず、幾つか質問があって、資料4については、ちょっとこれは簡単な質問です。左上に

スクリーニング期間とか書いているんですが、これは、たまたまこの2カ月間であったとい

うことで、あるいは、この範囲でこれからもこの間隔で続けていくのかというまず質問で

す。 

 あと、左下に継続検討、3とあって、今回見ているのは右上に3とあるんですが、これは

たまたま数字が一緒だったという理解で。左下の3というのは、例えば第3回の合同委審査

会で議論がされると、そういう理解でいいのかという質問です。 

 続いてなんですが、資料5ですね、こっちが本番なんですが。まず、この文章を見たとき

に、資料5-1なんですが、ぱっと見てわかりやすい文章ではあるんですが、これが実際どう

いうふうになっているんだろうと見ようと思うと、やはり細かい数字が全然入っていなく

て、これをどういうふうに見ればいいのかという質問です。 

 ここの文章は言葉で全部書いているんですが、これは規制庁、皆さんが全部文章をつく

ったものなのか、それとも、もとの原文を当たっても、せいぜいこの程度の情報しかなか

ったのかという質問です。 

 例えば、5-1の1ページ目、1.(1)ですね。例えば、「不適切な設定」と書かれているんで

すが、これは、例えば原文では、当初は適切と考えていたのか、最初から不適切と考えて

いるのか、あるいはどのぐらい不適切だったのかとか、これをどういうふうに見ていいの

かよくわからないところがあります。「応答遅れ」というふうに書いているんですが、具

体的にはどの程度の応答遅れなのか。もちろん、応答遅れはあると思うので、それは、初

めはよしと思っていたのか、それは明らかに超えていたのか、そこら辺、細かいところが

わからなかったりします。 

 b.のところでも「急減速」と書いているんですが、どの程度の急減速なのかとか、いろ

いろわからないところがあります。細かいところを言ったら大変なので飛ばしますが、そ



 

ういうところのどういうふうになっているのか。 

 あるいは、飛んで3ページ目です。4.(1)、「計測制御モジュール関係のトラブル」と書

いているんですが、これは規制庁側で、例えば品名とか品番とか、メーカーとか、そこま

で確認できるものなのか、あるいはできないのか。しかも、これがたまたま欠陥品だった

のか、それともそもそもの設計ミスだったのか、そこら辺の情報がよくわからなくて、私

たちはどこまで見ればいいのかという質問があります。 

 5-2、これについてはもう簡単に一言なんですが。先ほどの説明だと、一言で言ってしま

えば、これはアメリカの自由化の問題であって、電力自由化によって経済性、競争があっ

て、こういう国内では起こらないようなことが起こってしまったが、2ページのところの下

の文章を見ますと、今後、日本でもこれからいろんな競争が始まることを踏まえて、国内

では起こり得ないというわけではなくて、やっぱり国内でも今後こういうのは、ある意味、

規制していかないといけないのかという、そういうふうに理解したんですが、そういうこ

とでいいのかという質問です。 

 以上です。 

○田中会長 ありがとうございます。企画のほう、お願いいたします。 

○石井企画官 ありがとうございました。では後ろの質問から、先に答えさせていただき

ます。 

 まず、5-2のほうの配電系統電圧の妥当性の話ですが、今後の電力自由化を見据えて、規

制課題と考えているのかどうかという話ですが、そうなる可能性があると考えております。

それで、現在、継続して調査中ということでございます。 

 それから、5-1の中身でございますが、確かに非常に簡潔にしか書いてなくて、中身はこ

れだけではよくわかりません。このInformation Notices、IN2011-22に書いてある原文も、

大体この程度の記述であって、中身の細かい何％から何％まで、減速したといっても何％

から何％まで減速したとか、最初から設計は適切だったんだけど設定を間違ったのかとか、

その辺の細かい話まではINの中には書いてございません。書いてございませんので、もう

少し詳しい情報ということでLERという情報もございますので、そちらに遡って、今調べて

いるというところでございます。これが二つ目です。 

 それから、資料4のほうの御質問でございますが、資料4で、スクリーニングの期間が5



 

月3日～7月の1日なっているのは、これは、基本的には技術情報検討会の検討期間に合わせ

て設定されております。技術情報検討会が2カ月から1カ月半の間で行われておりますので、

前回の技術情報検討会が5月12日に行われたんですが、それに出したときの案件が5月2日ま

での案件だったので、今回は5月3日～7月1日までの案件。今回は7月7日に技術情報検討会

が行われております。それで、3日～7月1日までの案件になっているということでございま

す。 

 それから、左下の継続検討の3件と、右上の要対応の情報の3件というのは、これはまた

別物でございます。たまたま数字が一致しているだけであって、要対応の3件と継続検討の

3件というのは、また別でございます。継続検討の3件は、また次回の技術情報検討会のほ

うにかけて、当然こちらの審査会のほうにも諮る案件となります。 

 その程度でよろしいでしょうか。 

○田中会長 どうぞ。 

○勝田審査委員 説明ありがとうございました。 

 では、資料5-1についてなんですが、もう仮に情報がなかった場合、その文献に書いてな

かった場合は、自分たちで独自に調査していって、それでももし仮にわからないというこ

ともあり得るのかどうか。そうなった場合にはどういうふうに対応していくのかというの

が質問です。 

 あと一つは、これは単なる要望なんですが、例えばMillstoneとかIndian Pointとか、プ

ラントの諸元とか、あるいは発電、その事業者の情報とか、簡単なそういう何かがくっつ

いていたら考えやすいかなという、それは単なる要望です。 

 以上です。 

○田中会長 ありがとうございます。何かございますか。 

○山本審議官 先ほど御回答いたしましたように、NRCからの情報では、この記載の程度の

情報の詳しさしかございませんので、先ほどの5-1の3ページにもありましたように、事業

者自らが報告書、LERというものを作成しておりますので、ここにはある程度詳しく書かれ

ているというふうに考えられますので、まず、こちらに遡って調査をして、どういう事象

であったかといったことをまず検討をさせていただければと思っております。 

 その上でまだ不明な場合はどうするかというのは、場合によっては直接聞くようなこと



 

も考えなくちゃいけないのかもしれません。まずは、この事業者報告書を精査していきた

いなというふうには思っているところでございます。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○代谷会長 今の5-1で簡単な質問なんですけど、ここに「ハードウェア、コンフィグレー

ション及び手順書の問題」と書いてあるんですね。私、これ、御説明を伺っていると、コ

ンフィグレーションに関するところというのは、ないように思うんですが。コンフィグレ

ーションというのがあるというのは、本当に配置の問題とかね、そんなような形のものが

あるということなんでしょうか。 

 ただ、ここの文章だけで見ていると、これはハードウェアと手順書の問題だなという気

がするんですけれども、そこはいかがなんでしょうか。 

○石井企画官 おっしゃるとおりかと思います。ただ、原文がこういうふうになっていた

ので、このまま書いてあるんですが、ここで言っているコンフィグレーションというのは、

配列というよりは機器の構成要素というような意味合いだと思います。 

 じゃあハードウェアとどう違うんだと言われると、その細かい英語のニュアンスの違い

というのはちょっとわからないんですが、もうちょっと大きなくくりで捉えたのがハード

ウェアで、コンフィグレーションは個々の小さな部品単位の機器で捉えてコンフィグレー

ションと言っているのではないかなと思っております。 

○田中会長 よろしいでしょうか。 

 あと、いかがでしょうか。 

 大江先生、お願いします。 

○大江審査委員 資料5-1の3ページのところ、国内の状況では、一応きちっとした管理を

やって、起動試験その他の試験をやりながら確認をしているんで、大丈夫なような状況に

あるという、そういう御説明だと思うんですね。アメリカでも多分こういうことをやって

いて、確認試験をやっていながらも、かつ起きているわけですよね。そうすると、やっぱ

りどこかに抜けがあるというのは常に頭の中に入れておいて整理をしたほうがいいと思う

んですが。 

 アメリカのその状況をもう少し詳しく、わかれば教えてほしいんですが。アメリカの試



 

験の中身と日本の試験の中身は相当違うものなのか。ちょっと言い方は悪いんですが、ア

メリカはずさんなのかということですね、その辺はいかがでしょうか。 

○田中会長 お願いします。 

○石井企画官 本件につきましても、やはり技術情報検討会のほうで同じ質問が出まして、

これ、差し戻しになった経緯はやっぱりそういうところがあります。米国だってちゃんと

やっているはずだろうと、その辺についてよく調べろということで、「更なる調査が必要」

ということで、LERなり何なりに遡ってもうちょっと調べる必要があると思っております。 

○大江審査委員 ありがとうございます。 

○田中会長 あとよろしいでしょうか。 

 村松委員。 

○村松審査委員 小さい質問なんですけれども、この当事国の対応のところの先頭に、今

のお話ですけれども、プラント過渡状態をこのようなものが引き起こし、さらに過渡事象

からの復旧を複雑にする可能性があるということなんですが、「過渡事象引き起こし」の

ほうは、いわばトリップするような事象の頻度をちょっと上げているだけかもしれないと

思うわけですね。それでも、もちろん炉心損傷頻度がそれに比例して高くなるわけですか

ら、決して重要でないとは思わないんですけれども、ただ、注意しておかなきゃいけない

のは、この「過渡事象からの復旧を複雑にする」というのが、安全管理上どのぐらいの影

響があるのかということについても、具体的に調べておく必要があると思うんですね。そ

の辺りは何か情報がありますでしょうか。 

○田中会長 事務局、ご説明ありますか。 

○石井企画官 すみません、そちらも詳しい情報はまだありませんので、それも検討課題

として一緒に調査してまいりたいと思っております。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 あとよろしいでしょうか。 

 では、いろいろと御意見いただきまして、ありがとうございました。これらの御意見等

を踏まえた上で、スクリーニング及び今後の追加調査をお願いいたします。 

 それでは、議題の(3)でございますが、要対応技術情報および対応策についてであります。

まず、本件につい、事務局のほうから説明をお願いします。 



 

○石井企画官 では、要対応技術情報およびその対応策ということで、資料6で御説明をし

たいと思います。 

 資料6「空気と水の相互作用による消火系配管内部での腐食」です。これと、これに係る

原子力規制庁の対応方針についてということで、これが今回の要対応技術情報ということ

になっておりますので、ここで審議いただいて、この対応方針案について御意見をいただ

ければと思っております。 

 中身でございますが、1.米国情報IN2013-06「空気と水の相互作用による消火系配管内部

での腐食」ということで、1.1スプリンクラー閉塞事例、米国情報では、予作動式スプリン

クラーの腐食閉塞に関する下記の3事例が紹介されているということで、3事例があるんで

すが、そもそも予作動式スプリンクラーとはどういうものかという御説明をまずさせてい

ただきたいと思います。 

 資料6の添付というのがあろうかと思います。その次に資料6の添付として、色刷りで、

スプリンクラーの種類と構成の概要と書かれた資料があるかと思います。そちらを見てい

ただきたいんですが。 

 まず、湿式スプリンクラー設備というものが書いてございます。絵を見ていただくと大

体想像つくと思うんですが、この湿式スプリンクラー設備というのは、ごく一般的に広く

用いられているスプリンクラーです。これは、スプリンクラーヘッドまで全て水で充填さ

れているという装置でございます。こちらは、ヘッドまで水が来ていて、ヘッドの部分と

いうのは大体ハンダのような、火であぶられると動作するような装置になっておりまして、

火であぶられたところのヘッドだけがパカッと開いて、そこから水が出るというものがこ

の湿式のスプリンクラー設備でございます。 

 その次、その下の乾式スプリンクラー設備というものがございます。これは、凍結防止

のために寒冷地等で使われているものなんですが、湿式流水検知装置というものから先に

ついては水を抜いてあります。これは凍結防止のために水を抜いて、かわりに加圧空気源

というところから圧縮空気を入れております。これによって凍結を防止するという装置で

ございます。 

 次のページに行きまして、今度は予作動式のスプリンクラー設備というものでございま

す。予作動式のスプリンクラー設備は、構成的には乾式に似ておりまして、スプリンクラ



 

ーヘッドと予作動式流水検知装置の間というものは水を抜いてあります。水を抜いてあっ

て、圧縮空気で満たされております。ただ、動作がスプリンクラーヘッドだけではなくて、

火災感知器がついておりまして、火災感知器との連動になります。火災感知器で火災を検

知すると、予作動式の流水検知装置が開いて水を送り込みます。水を送り込んで、さらに

スプリンクラーヘッドが火であぶられて動作すれば、その動作したヘッドのところだけに

水が噴出されるという構造になっております。 

 これは何のためにあるかというと、通信機器ですとか電算機だとか、誤作動で水がかか

ってもらっては困るようなところ。湿式タイプですと誤作動でも水がかかってしまいます

ので、それをなくすためにこういう設備がございます。このように配管の一部の水抜きが

されているものとして、乾式と予作動、あとは、その下にございます開放型スプリンクラ

ーヘッドを用いるスプリンクラー設備というものがございます。 

 開放型につきましては、ほぼ予作動式と似たような構成になっているんですが、スプリ

ンクラーヘッドが開放型になっております。最初からヘッドが開いたものになっておりま

すので、これは火災報知機が作動して、一斉開放弁というものが開きますと、すぐそのま

ま、全ヘッドから水が噴出するという構造になっております。 

 こういうような違いがございまして、腐食のしやすさという意味でいいますと、予作動

式と乾式のように中が空気で満たされていて、しかも閉塞された空間に湿潤な空気がよど

んでいるようなものについては腐食が発生しやすくなります。特に、予作動式と乾式につ

いては、水拭きが不完全であったりすると、なおさら腐食が発生しやすいということがあ

ります。開放型の場合は、同じく空気で満たされているんですが、開放型なので、ある程

度空気の流通があって中が乾きやすいので、さほど問題にはならなくて、問題になるのは、

大体予作動か乾式になっております。乾式の場合は、さらにスプリンクラーヘッドが上向

きにつくという特徴もありますので、やっぱり一番気をつけなければいけないのは、予作

動式になろうかと思います。 

 以上がスプリンクラーの説明でございまして、また1ページに戻っていただいて御説明申

し上げたいんですが。 

 1ページ目に戻りまして、Perry1号、それからMonticello1号、それからLaSalleの三つの

プラントで、それぞれ予作動式スプリンクラーで水抜きが不十分になって、内部で腐食が



 

発見された。また、腐食によって配管が閉塞していて、実は、スプリンクラーの機能を果

たさないようになっていたというようなことが散見されております。これについて、米国

のほうでは、このIN2013-06を出して注意喚起をしたということでございます。 

 1.2の当事国の対応でございますが、米国NRCは、下記の内容を周知していると。まず満

水あるいは完全に乾燥した配管系では腐食しにくいが、部分的に水が充填された配管系で

は腐食が生じやすい。特に予作動式では、適切に設計された場合でも、試験等で水の出入

りが繰り返されると腐食しやすくなる。それから、運転経験では、これは予作動式だけで

しか確認されていないけれども、乾式も発生する可能性があるので気をつける必要がある

と。それから、三つ目の○ですが、米国防火協会規格、NFPA25というものがあるんですが、

これの「水消火系の検査、試験、維持管理基準」に従った定期的な検査、5年に1度の閉塞

物検査、これは実際に水を流して閉塞物を確認するということです。これによって、系統

が機能喪失する前に機能低下を検知できるとしています。加えて試験等で実際に作動した、

通水された場合には、設備が適切に水抜きされていない可能性がある場合には、その都度

ちゃんと検査をして、水抜きがされていることを確認するということをNRCでは推奨してお

ります。 

 国内の状況ですが、2.国内の状況、国内において、消防法では、水系の自動消火設備に

ついて、6カ月ごとの機器点検でスプリンクラーヘッド他各機器の外観点検（腐食の確認含

む）、および年1回の総合点検で設備の全部または一部を作動させ、流水試験を実施するこ

とが義務づけられている。これにより、腐食閉塞を確認できるが、配管の一部を水抜きし

て圧縮空気を充填する種類の設備（予作動と乾式スプリンクラー）では、試験後の水抜き

が徹底されないと腐食が生じやすい。 

 国内で一般的に使用されている水系自動消火設備と腐食閉塞の可能性を表1にまとめま

したということで、表1で、先ほど説明した内容とダブりますが、湿式、乾式、予作動、開

放式スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、この5タイプが大体国内のプラントで使用され

ておりますので、これで比較をしておりまして、腐食の可能性の欄を見ていただきますと、

乾式と予作動のところは、適切に水抜きがされていないとスプリンクラーヘッドと流水検

知装置の間に水が残留し、腐食しやすいという問題があるというようなことが書かれてお

ります。 



 

 それから、2ページに戻りまして、その続きですが、国内の原子力施設のうち、実用発電

炉、研究開発段階炉、再処理施設に関して水系自動消火設備の設置状況を調査したところ、

表2に示すとおり、スプリンクラー設備と水噴霧消火設備が設置されている。しかしながら、

乾式スプリンクラーは使用されておらず、予作動式スプリンクラーはサイクル施設の一部

に設置されているが、新規制基準で消火設備が要求される箇所（安全重要施設設置エリア、

放射性物質の貯蔵エリア等）、これらについては新規制基準で消防法とはまた別に、こう

いう消火設備を要求しております。そういうものには、とりあえずは該当していないとい

うことを確認しております。 

 それが表2でございますが、表2に、国内の原子力施設についてまとめた表がございます。

そこにケーブル処理施設とかタービン動補助給水ポンプ室とか、いろんなところでスプリ

ンクラーが使われていることは確認をいたしましたが、再処理施設で予作動式が使用され

ている以外は、予作動式のスプリンクラーというのは存在しないということは確認をして

おります、ここが国内の状況です。 

 2ページに戻りまして、3.原子力規制委員会の対応（案）でございますが、発電用原子炉、

それから研究開発段階炉、再処理施設では、表2のとおりですので、新規制基準で消火設備

の設置が求められる箇所において、現状では、米国の事例で問題とされた型式のスプリン

クラーは設置されていない。このために直ぐに必要とされる規制対応はないとしておりま

す。 

 事業者は、今後、水系の消火設備を設置する際に、米国の事例と同じ型式のスプリンク

ラーを設置する場合は、海外の運転経験情報を反映して適切な点検を実施する必要がある。

そこで、原子力規制庁としては、今後の規制活動を通じてその取り組みを確認していくも

のとする。具体的には保安検査等で、それぞれの水系のものが追設されたような場合には、

そのメンテナンスの状況等をしっかりと確認していくということをしたいと思っておりま

す。 

 また、上記以外の施設、上記以外というのは、今回、発電炉それから再処理施設につい

て調べておりますが、それ以外の加工施設ですとか、RI、ラジオアイソトープ、放射性同

位体の使用施設というのは国内にはまだいっぱいございます。それらについてまでは調べ

ていないので、それらについても実態調査を行って、必要に応じて事業者への情報提供等



 

の措置を行うものとするということにしたいと考えております。これが事務局の対応案に

なっております。これについて、御審議いただければと思います。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 今回、規制庁事務局のほうから、要対応技術情報として上げられてきた案件でございま

して、米国のスプリンクラー閉塞事例に鑑みて、国内の状況及び対応策の案が示されてお

ります。この事例につきましての御質問、及び対応策に関する御意見がございましたらい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 大江先生、お願いします。 

○大江審査委員 まず一つ質問です。資料6の1ページにある、これ、「ラセール(LaSalle)」

と言うんですかね、そこのBWRの事象のところの「前回の試験後に」ということの、この前

回と今回との間隔というのはどのくらいの話なんでしょうか。例えばこれが、後ろのほう

を見ると、例えば5年に1度の検査ということであれば、5年放っていたということですよね、

その辺の情報は持っておられますか。 

○石井企画官 すみません、細かいところまではわかっておりません。おりませんが、多

分、5年に1回だとそんなに腐食はしないようなので、それ以上の間隔でやっているんだと

思われます。NFPA規格というものは、これは必ずしも事業者はこれを守りますということ

は言っておりません。そういう規格があることはあるんですが、必ずしもそれを守ってい

るわけではないので、それでNRCは、この5年に1回はやってくださいというようなことを推

奨したということです。 

 これは規制ではなくて、単なる指導なんです。強制力はないので、お願いベースで、こ

れはNRCが注意喚起をしたということでございます。多分、5年以上の間隔で試験をやって

いて、ひょっとしたら一番最初の建設段階からやってないのかもしれません。そこについ

ては、ちょっとまだ詳細はわかりませんが、かなりの期間放置されていて、腐食が発生し

たものと考えております。 

○田中会長 よろしいでしょうか。 

 大江先生。 

○大江審査委員 ありがとうございます。 

 それからもう一つですね、ここのところの問題というのは、予作動式スプリンクラーに



 

矮小化させることなく、スプリンクラーそのものが本当に必要なときに働いているかどう

かがちゃんとチェックされていますかという問題に捉えたほうがいいと思うんですね。 

 そういう意味で、ちょっと気になっているのが、2ページ目の国内の状況のところの、年

に1回の設備の点検で、流水試験ですからちゃんと確認しているという部分はいいんですが、

一部というのは、これは本当に重要なところがちゃんと確認できているのかどうかという

のは、その辺はどうでしょうか。 

 例えば、ここのところはなおざりに、どこか端っこのほうが動いていれば全体が動いて

いるということにしようということであれば、さっき言ったような本当に動いてほしいと

きに動かないという事態が起こるわけですね。その辺は大丈夫だという、そういう判断を

されるような、そういう試験のされ方をされているんでしょうか。 

○田中会長 お願いします。 

○石井企画官 こちらにつきましては、一応、事業者の現状のメンテナンスのやり方は、

全部についてやっているということは確認をしております。ただ、それは予作動とかそう

いうものについては、そうなんですが、湿式のものについて全てということ、例えば事務

所の部分なんかもありますので、そこまで全てではないですが、主要なものについては適

切にメンテナンスを行っているということは、確認はしております。 

○田中会長 よろしいでしょうか。 

 お願いします。 

○勝田審査委員 説明ありがとうございました。まさかスプリンクラーに詳しくなるとは

思わなかったです。わかりやすい説明をありがとうございました。幾つか質問があります。 

 一つは、まさしく大江先生と一緒で、単なる誤動作の話と、その腐食による機能不全と

いうんですかね、その二つの問題があると思うので、そこら辺はどうやって日本で考えて

いくかというのがまず一つあると思います。 

 あとは細かい質問なんですが、例えば、この米国の事例において、やたら腐食している

なと、ちょっと直感的な印象があって。それは結局、日本に反映させる場合に、日本は、

例えば梅雨とか雨が多いからちゃんと考えないといけないのか、むしろ今度は逆に、日本

は軟水で向こうは硬水だからこういうことが起こりやすいとかそういうふうに、これはま

た違う話になりますし、そういう検討もいるような気がしています。だから、そのまま日



 

本に反映していいのか、ちょっとよくわからないところがありました。 

 二つ目、そういう意味では、国内ではどうなっているかというところで、表1ですか、こ

れは腐食閉塞の可能性と書いているので、あくまでも可能性なのか、それとも、実際にこ

ういう腐食の事例が見つかったのか、ちょっとそこら辺を教えてください。 

 もう1点です。表2なんですが、国内の原子力施設の設置例と書いていて、これは設置例

なので、これからもまだいろいろ調べていく予定なのか、もう全てこれ情報が入っている

のかというのが一つと。 

 あと、予作動式、再処理施設だけ入っているということなんですが、ボイラー建屋とな

っています。先ほどの参考資料の説明だと、予作動式というのは、誤動作でも大丈夫なよ

うに通信機器とか、いわゆるコンピュータとか、そういうもののところに使っていると書

いていたんですが、ここはボイラー建屋になっているので、それは国内ではどういうふう

に考えているのか、何か情報があれば教えてください。 

 以上です。 

○田中会長 お願いします。 

○石井企画官 では、お答えいたします。 

 まず、米国との違いなんですが、米国と日本がどちらが、気候の違いもあって、どちら

が腐食しやすいのかというような御質問かと思うんですが。これは、消防の関係者にもい

ろいろ聞いて調べました。調べましたところ、米国のこういう消火系の配管というのは、

俗に黒管と呼ばれているもので、要はカーボン、普通の炭素鋼をそのまま使っているんだ

そうです。日本は、そのままというのは少なくて、大体内部が亜鉛めっきされているもの

を使っていると。なので、日本の場合は割と腐食はしにくいということでございました。 

 ただし、原子力発電所ではまだ発生しておりませんが、一般産業のスプリンクラーの設

備については、やっぱり腐食が結構発生していて、メンテナンスが悪いと腐食が発生して

穴があくというようなことは、よくある話なんだというふうに消防関係者の方からお話は

伺っております。ですから、米国よりはそんなに、頻度は少ないけれども、日本でも起こ

り得ることだということでございます。 

 それから、表の2番のところでございますが。表2で、これらの設備について、これで全

部なんですかという御質問ですが、現状この発電炉、研究開発段階炉、これはもんじゅの



 

話ですが、もんじゅ、それから再処理施設、これについては、これで全部でございます。

ただし、新規制基準でこういう消火系の設備というのは、さらに増える可能性がございま

す。安全重要施設ですとか放射性物質の貯蔵エリアにはそういうものをつけなさいという

ことになっておりますので、こういうような設備が増える可能性はございます。 

 ただ、水系かどうかはわかりません。ハロン消火器というものがあって、気体で消火す

るという設備もありますので、水系かどうかはわかりませんが、とにかく自動消火設備が

増えることは、それは間違いないです。 

 増えるんで、それは今後、増えるのであれば、それはこちらで申請されてきた段階でも

わかりますので、その段階はその段階で、また見ていくようにしたいというふうに考えて

おります。必要に応じて保安検査等で実地に入って、どんなメンテナンスをやっていると

かいうことを見ようというふうに考えております。 

○田中会長 どうぞ。 

○勝田審査委員 確認ですが、表2については、あくまでもこれは規制基準前の自主対策と

して各事業者がやっていたものをリストアップしたということでいいですか。 

○石井企画官 そうです。 

 それで、先ほどのボイラー建屋の話は、これも実は事業者のほうに聞いたんですが、何

でここで予作動を使っているんですかという話は、かなり昔の話なので、正確なところは

わからないけれども、多分、凍結防止が、かなり寒い地方でございますので、凍結防止が

一つで、もう一つは、その誤作動を恐れたんでしょうという話ですが、そんな精密機器も

ないのに何でということについては、ちょっとそこまではわからないということでした。 

○田中会長 関村先生。 

○関村審査委員 御説明どうもありがとうございました。 

 私、このInformation Noticesを読ませていただくと、今、お話のあったところに加えて、

大きく分けて三つの観点が重要かなというふうに思っています。今お話しいただいたとこ

ろを含めて、三つの観点が重要だというふうに思っています。それは今、この資料6をまと

めていただいたストーリーである消火系配管の健全性、特に新しい規制基準で要求されて

いるものに対して、どのような健全性の要求をきちっとしていくべきか、それに対して漏

れがないかどうかということで今日はストーリーをつくっていただいたというふうに考え



 

ていますので、これは非常に重要な観点を今お示しいただいているというふうに思います。 

 もう1点、原子力のさまざまな機器、これはサイクル施設も含めてなんですが、閉塞して

いる配管があり、その中で空気だけ、あるいは水だけが満たされているというところに空

気または水が混入した場合に、どのような健全性に対する影響を及ぼすのか、これは原子

炉の中心で言えば、例えば制御棒をどのようにコントロールするかというところも、空気

が混入した場合の話等々については、さまざまな検討がなされてきたというふうに理解を

しております。 

 それに今回の新しい規制基準において、消火配管についてもきちっと健全性を保ってい

く、そういう観点からどのような見方をしていくべきなのか、こういうところが重要かな

と思います。それは2番目の閉塞配管における空気または水の混入という観点です。 

 3番目の観点が、腐食という問題をどのように取り扱っていくかという観点かと思います。

先ほどもお話がございましたが、腐食というのは水と空気が一緒になったらすぐ起こるわ

けではなくて、どのような期間、腐食が起こるまでにかかるのか、その条件をどのように

把握していくのか。先ほど亜鉛のめっきがあれば、当然、炭素鋼に比べたら腐食が遅くな

るということですので、どういう材料が使われているか、したがって、検査あるいはメン

テナンスをどのように考えていくかというその期間、時間ですね、時間のファクターをど

のように捉えていくべきか。そこで不備がないかどうかということを、特に安全上重要で

あるということを考えざるを得なくなっている消火系配管について整理をしていくと、こ

ういう問題があると。 

 こういう三つの観点から、きちんと対応の方針をやっていくというようなペーパーにま

とめられていたこともあり得るのかなというふうに思いました。現在の規制におけるさま

ざまな審査においては、消火系配管をどのように設置するかというような観点で重要な議

論が行われていると。そのような観点からは、このようなまとめ方をするというのは非常

に重要なポイントだというふうに思いますが、それ以外の観点を、この Information 

Noticesの中からどうやって見出していくのかと、こういう観点をぜひ規制庁の中でも御検

討をいただければというふうに思います。 

 私からは以上です。 

○田中会長 ありがとうございます。事務局のほうからはございますか。 



 

○山本審議官 大変重要な御指摘をいただきました。このペーパーは、どちらかというと、

その設計対応の観点から中心にまとめた位置づけになっておりますけれども、御指摘のあ

りましたように、まさにこの設備をどのようにメンテナンスをやっていくかということは

極めて大事であります。特に、こういう腐食が時間とともにいろいろ進行していくわけで

ありますけれども、これをどう管理し、それを除去していくかということが大事でありま

す。 

 一般的には、保守管理は、全体の保守管理のプログラム等を設定いたしまして、機器ご

とにそれぞれの劣化事象、経年事象、こういう腐食も含めてでありますけれども、機器ご

とにその劣化事象を想定して、それに対応する適切な検査の方法と、それから頻度を設定

して回していくと、これは全体の大きな保守管理プログラムという仕組みが、現在の炉規

制法の中には今、動いているわけでありますけれども。ただ、それはどちらかというと安

全上重要な機器が今まで中心でありましたので、今回は、この消火系配管が新規制基準の

もとで非常に重要な設備として位置づけられてきておりますので、保守管理プログラムの

全体の中で、この消火系配管の検査の方法、それから頻度をどのように適切に設定してい

くかと、これも私どもの大きな課題だと思ってございますので。 

 これを実際に確認いたしますのは、先ほども説明がありましたが、保安検査の仕組みの

中で見ていく形になりますけれども、御指摘を踏まえて十分に対応を考えていきたいとい

うふうに思っております。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 中島委員、お願いします。 

○中島審査委員 ここで、予作動式スプリンクラーという型式でこれは腐食しやすいとい

うことで上げて、それはそれでいいかと思うんですけれども、例えば、アメリカでのこの3

件の例では、ちょっと1番がよくわからないんですけれども、この水抜きが出来ない部分と

いうことは、多分これは設計上の何か不備があったのかと。それから、2番のところは明ら

かにこれは設計要件に適合しない。設計は合っていたか、施工が悪かったかのどちらかだ

と。3番は、これを見ると、手順の、あるいは管理の方法の問題だというと、例えばほかの

型式のスプリンクラーでも設計施工がちゃんとできてなければ、何らかの不具合は当然起

こるだろうということが考えられるということで、そういう観点での確認が必要かなとい



 

うことで。 

 ちょっとそれに関連して、例えば現状、新規制基準前に設置された消防設備というのは、

多分炉規制の対象ではなくて、消防法か何かで見ているのかなと。そういうときに、多分、

新しい消火設備をつけたら消防署か何かが現場確認というか、多分作動検査とか確認をす

ると。そういう段階で、例えば既設のものはそういう観点で、いわゆる炉で言う設工認と

いうか、設計・施工の妥当性も確認していたのか。 

 あと、今度は新規制基準で今、消火系配管が非常に重要な設備になったとなると、今後、

そのもとで設置される消火系設備というのは、規制庁側が、いわゆる原子炉の重要施設と

しての設計・施工の段階、後の管理は当然そうかもしれないけれども、設計・施工の段階

も確認するということになるのか、ちょっとこの点を教えていただきたいと思います。 

○田中会長 お願いできますか。 

○山本審議官 もちろん、まず、既設のものにつきましては、消防法の対象になりますの

で、消防法の中での設計の確認、あるいは、その施工の確認というのが法律の中で、一定

の範囲内で実施をされているということかと思います。 

 それで、新基準におきましては、もちろん新しい火災設備、火災のこういう防護のため

の設備がスプリンクラーを含めて設置をされてまいります。特に設計段階においては、ど

ちらかといえば、その火災の発火原因に対して十分な消火能力があるかどうか、あるいは、

その火災の延焼防止という観点から、火災の防火の区分を設定いたしまして、防火なり耐

火能力、そういう観点から見ていくことになろうかと思います。 

 それで、スプリンクラーなど、こういう消防の防火設備の1個1個の仕様をどこまで見て

いくかというのは、非常に、ちょっと私どもも非常に課題だと思っております。これは、

設計の基本的な考え方は設置許可で見てまいりますし、それから工事計画においても、そ

この具体的な設計方針は工事計画として出てまいりますが、1個1個の配管までが工事計画

まで出てくるものではございません。したがって、それはむしろ事業者側のその設計の基

本方針の組織体制のほうの品質保証体制のほうで見ていくという部分もあろうかと思って

おります。 

 それから、検査においても、そういう観点からいきますと、全ての配管は全部使用前検

査の対象にするわけではありませんで、まず、事業者がきちっとやっているという品質保



 

証体制が行われているということを前提に、いわゆる抜き取り、抜き打ち的な手法を用い

まして、代表性あるいは網羅性を考慮して、その検査を実施していくと、こういうのが実

際の実務になろうかと思ってございます。 

 新基準で火災対策に関します装置が対象になったということで、しっかりやっていくと

いうのは重要でございますけれども、それの全体の、いかにして効率的にカバーして、全

体がしっかり見えるかということについては、引き続きいろんな形で工夫・検討をしてま

いりたいというふうに思っております。 

○中島審査委員 ありがとうございます。 

○田中会長 いかがでしょうか。12時になったんですけれども、ちょっとだけ時間をオー

バーさせてください。 

 あとはよろしいですか。 

 特に、この2ページ目の原子力規制委員会の対応（案）となっているところにつきまして、

もし、さらに御意見がございましたらお願いしたいなと思いますが、いかがでしょうか。

先ほど、関村委員のほうから重要な観点の御質疑がございましたが、それ以外のところに

ついて。よろしいでしょうか。 

 では、どうもありがとうございました。いろいろと御意見いただきまして、大まかな考

え方につきましてはまとまったかと思いますが、何人かの委員の方々から有用な御指摘が

ございましたので、それも踏まえつつ、本審議会における原子力規制委員会の報告として

まとめたいと思います。 

 なお、どういうふうに変更するかにつきましては、私と、それから代谷先生のほうに御

一任いただければと思います。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 じゃあ、続きまして、議題(4)でございますが、過去の要対応技術情報（電源系統の設計

脆弱性）の対応状況についてでございます。本件について、まず事務局のほうから御説明

をお願いいたします。 

○石井企画官 では、要対応技術情報となっております6件のものの進捗状況を御説明した

いと思います。 

 それは資料7のほうに6件の累積リストというものがございます。そこに簡潔に書いてご



 

ざいますが、今回は、一番最後にあります電源系統の設計脆弱性、これについて詳しく説

明したいと思いますので、資料8、これについて詳しく説明させていただきたいと思います。 

 資料8で、「電源系統の設計脆弱性」に関する対応状況というものがございます。これは、

昨年9月の第4回の技術情報検討会で、Bulletin 2012-01「電源系統の設計脆弱性」につい

て要対応技術情報とすることを決定して、対応を進めてまいりました。 

 それで、2.に1相開放事象についてという説明がございますが、簡単に申し上げますと、

外部電源からもらっている3相中の1相が開放したような状況になってしまったと。普通、1

相がなくなれば電源電圧が落ちると思うんですが、これが落ちずに、電圧がそのまま保た

れてしまったと。そのためにほかの機器が、電源が一見正常なように見えて、非常用のデ

ィーゼル発電機に切り替わらなかったために安全系の施設がトリップしてしまったという

事象でございます。これについては、日本でも起こり得るということで対応をしておりま

す。 

 その対応が、どういうことになっているかといいますと、すみません、時間の関係で細

かい説明は省きますが、規制委員会の対応としてどういうことをやったかということが5

ページに書いてございます。 

 原子力規制委員会の対応。原子力規制委員会では、「4.国内原子力発電所の状況」を踏

まえ検討を重ねた結果、設置許可基準等の1相開放事象に係る条文解釈を改正し、規制基準

が「1相開放により電力供給が不安定になったことを検知し故障箇所の隔離等により電力供

給の安定性回復を図ること」を要求していることを明確にしたと。もともと基準にはあり

ましたので、それの解釈の改定をしたということでございます。 

 そこに書いてありますように、10月に、事業者について、国内の発生状況を、同様な事

象が発生し得るかどうかという報告を指示して、12月に報告を受理し、6月4日に解釈改正

に関するパブリックコメントを開始して、7月4日パブリックコメントを終了して、7月9日

には、1相開放事象に係る条文解釈改正の委員会決定をして、即日施行をしております。詳

しくは、その下に書いてあるような条文で、1相開放についても、地絡、短絡、低電圧、過

電流と同じように、間接的ではあったにしろ、それを検知して、ちゃんと対応できるよう

にしておいてくださいというのが、この解釈ですよということを一応明確化したという事

例でございます。 



 

 現状の対応について、以上、報告させていただきました。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 資料7につきましては、本審議会発足以前に要対応技術情報としてされていた6件のフォ

ローアップ状況のリストの説明、また、資料8につきましては、先月、原子力規制委員会に

おいて規制基準の解釈変更を行って、規制要求事項の明確化を図ったという報告でござい

ました。 

 本件につきまして、御質問等ございましたらお願いします。 

○中川審査委員 3相というのは、なかなかたちの悪いところもありますので、分析が大変

なんだろうと思うんですけれども、トランスの結線の仕方、それから電圧の昇圧・降圧の

仕方などによって断線などが発生した場合にも、いろいろな状況が出てくるかと思います。 

 その原子力の発電所それぞれ、個々のその電力系統を把握して、事前にいろいろなケー

スで分析をして、それから結線の仕方も含めて個々の状況で分析しておけば、いろいろな

防止策というのが見出せるかと思うんですけれども、現状として、どのような事前分析が

なされているのか、それともなされていないのか、事業所に任されているのかどうか、そ

こら辺のところを教えてください。 

○田中会長 事務局、お願いします。 

○石井企画官 現状としては、規制庁としては、各事業者の報告に基づきまして、その電

源系統の構成等を勘案して、このようなものに対して対応できるのかどうかということで

検討しております。その結果、何らかの保護装置を設けないといけないということで、保

護装置の要求をしたというところでございます。 

○山本審議官 申し訳ありません、ちょっと補足しますが。1相開放事象ですね、これは科

学技術的に、事前に検知する装置というのは、まだ技術的に開発されておりませんので、

事前に検知することは難しいということがあります。 

 ただ、1相開放の状態を事前に検知できなくて、外部電源と接続した状態で電力を供給し

ますと、当然、電力の供給不足が起きますから、機器のいろいろ動作状況に不調が発生い

たします。それを見て、これは1相開放事象が起きているんだということを運転員が認識を

して、非常用電源に切り替えるという対応をすれば安定的に電気が供給できます。 

 したがって大事なことは、その1相開放という事象を認識せずに対応していると電力供給



 

不足が非常に長時間にわたってしまいますことから、今回はまずそういう事象があり得る

ということを運転員に認識をさせて、万が一それが起きた場合には、切り替えの必要な対

応を行ってもらうというのがまず第1段でございます。 

 それで、今後、技術的な開発が行われて、1相開放が検知できるようなハードの装置がも

し開発できれば、それを今後また導入をしていくということを考えていくというものでご

ざいます。 

○田中会長 中川さん、よろしいでしょうか。この辺のところ、電気の専門家として。 

○中川審査委員 いえ、いえ、専門家というわけではないんですけれども、地絡事故なん

かは、なかなか簡単なものじゃなくて、高抵抗地絡とかいろいろな状況があって、あたか

も地絡しているようには見えないというようなこともあるので、なかなか難しい状況では

あると思いますけれども。やはり丹念に分析をして、こういうケースになった場合は、こ

れは何かまずいんじゃないかという、そういう境界線みたいなものが押さえられておくと

いうことが大切かと思いますので。今後の話だと思いますけれども、個々の発電所におい

て、そういうケースごとに分析が進められていくことを望みます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、議題(4)についてはこれで終わりにしたいと思います。 

 今後、国内外の運転経験から得られた新たな知見があった場合、本審議会において十分

に調査、審議し、このような規制基準解釈の改定、あるいは規制基準そのものの改定等、

適切な規制活動がタイムリーに行われるように原子力規制委員会に助言していきたいと思

います。 

 議題(5)でございます。その他となってございますが、何か、今後この審査会の進め方等、

一般的なことでも結構でございますけれども、何かその他として皆さんのほうから御意見

をいただきたいと思います。 

 高田先生、お願いします。 

○高田審査委員 資料3のほうで、スクリーニングアウトされたものも全部報告をここです

るということになっていたと思うんですけれども、本日、報告いただかなかった19件です

かね、1次スクリーニングでアウトになったやつですね。それは、何か公開とかしてもらえ



 

るんでしょうか。 

○石井企画官 個々には時間もありませんので御説明しておりませんでしたが、一応、参

考資料2というところに、1次スクリーニング結果として20ページにわたって書いてござい

ます。ここに22件の案件全て載っておりますので、これで御確認いただければと思います。 

○高田審査委員 わかりました。ありがとうございます。 

○田中会長 よろしいでしょうか。 

 あと、特にございませんでしょうか。 

 勝田さん、お願いします。 

○勝田審査委員 今日はありがとうございました。別に質問というわけじゃなくてコメン

トなんですが、本当に非常に重要な仕事をされているというのがわかりました。ありがと

うございました。 

 一般的な話になるかもしれないんですが、やはり時間とか人的資源がある中で、こうい

う作業をやっていくというのは非常に大変なことだと思います。今日の皆さんのコメント

を踏まえてやればやるほど、大変な労力が必要となると思います。現在、審査会合も行わ

れていて、確かに事業者に対しては運転者責任ということで規制庁がチェックしているん

ですが、やはり規制庁側も監督者としての責任があって、実際、これからどんどん増える

であろう、真面目にやろうとすればするほど仕事量が増えていくわけですから、果たして、

じゃあ誰が自分たちの、ちょっと言ってしまえば、休んでしまいがちな気持ちというんで

すかね、そういうのを誰が監督して、どうやって自分たちを律していくかということが本

当に必要になっていくかと思います。 

 それを、監督責任を持つ人を誰が監督するかという問題になるかもしれないんですが、

福島事故から3年たって、ついつい忘れがちになってしまうところもあるかもしれないので、

ぜひ今後も頑張ってほしいという要望です。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 あと、一般的なことでも結構でございますけれども。 

 お願いします。 

○米岡審査委員 質問なんですけれども、今日は詳細な御説明をいただかなかった資料7

の要対応技術情報リストをちょっと拝見させていただきましたところ、これはもう過去の



 

事例と思いますが、1ページ目にあるもんじゅの保安検査の、保全計画の点検間隔が変更さ

れていたという件なんですけれども。対応状況を見ると、個別の対応の報告がここでされ

ているように私には読めてしまうんですけれども、私の理解では、この委員会では、こう

いったものを皆さんが水平展開する必要があるとか、規制する必要があるとか、広く注意

喚起をする必要があるというようなことに対しての対応を検討するというふうに理解して

おりまして、こういう個別の対応というのもその一つの選択肢としてあり得て、それも、

この対応の検討をする一つの対象であるという理解でよろしいでしょうか。 

○田中会長 お願いします。 

○山本審議官 御指摘のとおりでありまして、まず、この1枚目にありますもんじゅについ

ては、もちろん当該事業者である原子力機構に対して、さまざまな法令の措置も含めた今、

対応を行っているところでございます。 

 御指摘のように、このもんじゅが、こういう保守管理の不備を起こした問題が、ほかの

事業者とも共通要因的なものがもしあるならば、これは、これから根本原因分析とかを今

やっておりますけれども、そういったものの中でほかにも展開すべき事案が出てくれば、

こちらの審査会でまた、このもんじゅの事例を踏まえた対応策を御検討いただくというこ

とになるかと思っております。 

 ただその意味では、まだこのもんじゅの案件は対応を実施中ということでございまして、

まだ結論は出ておりません。いずれそういうことがあれば、また御検討いただければとい

うふうに思ってございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 あとはよろしいでしょうか。 

 では、よろしければ、以上で本日の議事は全て終了しましたので、これで合同審査会を

終わりにしたいと思います。 

 あとは事務局のほうでお願いします。 

○山本審議官 それでは、最後に事務局からの連絡でございます。 

 次回の審査会の開催日程につきましては、私どもの検討状況、それから委員の皆様の御

都合などをお伺いした上で、改めて事務局から開催日程について御連絡をしたいと存じて

ございます。 



 

 それから、本日、議事進行を務めていただきました田中会長でございますけれども、既

に公表されておりますが、今年の9月19日付で原子力規制委員会の委員に御就任されると、

こういう予定になっておるところでございます。したがいまして、田中会長におかれまし

ては、その段階でこの審査会の会長職、それから審査委員を辞任されるという御予定にな

っておるところでございます。 

 したがいまして、次回以降のこの審査会におきまして、改めて審査会長を選出する必要

がございますので、その場合には、そういう対応をしていただくということで御承知をい

ただければというふうに考えてございます。 

 事務局からは以上でございます。どうもありがとうございました。 

○田中会長 では、これにて終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

以上 


