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原子力事業者防災訓練報告会 

第２回会合 

議事録 

 

１．日 時 平成２５年１１月２２日（金）１０：３０～１６：３２ 

 

２．場 所 六本木ファーストビル１３階会議室Ａ 

 

３．出席者 

  ホームページ掲載のとおり 

 

４．議 題 

 ○沸騰水型軽水炉を設置する原子力事業者の防災訓練（平成２４年度）の報告 

 議題１ 東北電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告 

 議題２ 東京電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告 

 議題３ 中部電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告 

 議題４ 北陸電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告 

 議題５ 中国電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告 

 議題６ 日本原子力発電株式会社の原子力事業者防災訓練の報告 

 議題７ 総括 

 

５．配布資料 

  ホームページ掲載のとおり 

 

議事 

○更田委員 おはようございます。それでは、原子力事業者防災訓練報告会の第2回を開

催いたします。 

 本日は、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。 

この、事業者のほうで行われたサイト内の防災訓練についての報告会、３回に分けて開

催をする考えでおります。今まで第1回、PWR事業者、それから日本原子力研究開発機構に
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ついて、10月4日に報告会を行いました。本日がその第2回ということで、BWR事業者の方

にお集まりをいただいています。第3回目に関しては、発電所以外の施設等をまとめて、

これまだ期日を定めておりませんけれども、開催をする予定でいます。 

ちょっと座席表を御覧いただくと、こちら側に規制委員会、規制庁がおりまして、そち

ら側に事業所の方にお座りいただいているんですが、これは決して審査だとかという対立

形式のものではなくてですね、みんなが訓練で得た知識を共有をして、チェックをして、

議論をして、規制庁は規制庁なりの評価というものを評価書といったようなものを作成い

たしますけれども、それは規制庁の見解であって、もちろん、事業者間においても独自に

経験の共有等はされていると思いますし、それから本日、御出席いただいているJANSI、

原子力安全推進協会のほうでも産業界としての独自の取り組みをされていると思いますが、

私たち規制委員会、規制庁もこういう形で議論の仲間に入れていただいて、私たちなりの

質問などをさせていただいて、少しでも改善を図ろうというものであります。 

ですから、○だとか×だとかというのではなくて、こういったところについてはもっと

工夫ができるからやろうとか、これはいいから、ほかもまねしたらどうであるとか、そう

いったことをざっくばらんに議論しようと思っておりますので、発言等に関しても、例え

ばある電力の報告をされているものに対して、こちらからももちろん議論をいたしますけ

れども、電力他社の方、それからもちろんJANSIの方から忌憚のない御意見をいただけれ

ばと思います。 

それから、今、申し上げたJANSI、原子力安全推進協会の方、ちょっとですね、会場の

関係もあってどこに座っていただこうかというところもあって、ちょっと申し訳ないです

けど、隅っこのほうに座っていただいていて申し訳ないですけれども、ぜひ、活発に参加

をいただければと思っております。 

それでは、ちょっと進め方等について、重なる部分もあると思いますけれども、事務局

の方から説明をしてもらいます。 

○志間事故対処室長 事務局を務めさせていただきます、事故対策室長の志間と申します。

よろしくお願いします。 

本日、3点ほどまず確認させていただきたいと思います。 

まず、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。本日の配付資料、議事次第と

座席表、それと事業者の皆様からの報告資料になります。報告資料は議事次第、議題とし

て記載させていただいております議題1から議題6が事業者からの報告議題になりますが、
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その議題番号がそのまま資料の右肩に記させていただいたものが資料になります。資料、

議題1から議題6までございます。また、それぞれの報告資料につきましては、別紙といた

しまして原災法に基づき提出を受けた平成24年度の訓練結果報告書が添付されております

ので、こちらもあわせて御参照いただけるようお願い申し上げます。 

続きまして、2点目の確認事項でございます。各事業者様からの御報告は15分程度で、

これを目安に御報告いただけるようお願い申し上げます。また、その後に25分程度の意見

交換の時間を設けております。 

また、最後に、この会合の全体最後に全てを総括する意見交換する機会を、時間を設け

ておりますので、そちらでも意見交換をさせていただければと思います。 

続きまして、最後に3点目でございます。御発言の際には議事録をとる関係から、御所

属と御氏名を名乗ってから御発言いただけるよう御協力をお願い申し上げます。 

事務局からは以上でございます。 

○更田委員 よろしいでしょうか。全体にわたって何か御質問なり御意見があれば伺いま

すけれども、よろしいですか。 

 訓練そのものに対してもそうですし、こういったその知識の共有、経験の共有のあり方

についても御意見があれば伺えればと思います。今日やろうとしているこの報告会にして

も、時間の無駄だからやめたほうがいいという極端な意見もあるでしょうし、非常にいい

からもっとやれというのもあるでしょうし、こういうやり方をしたらいいのではないかと

いうような、訓練そのものを少しでもよくしていくためにどんな取り組みがというような

御意見でも結構ですので、それは最後の総括をするときにでもおっしゃっていただければ

と思います。 

 それでは、早速になりますけれども、最初、東北電力のほうから御説明をお願いします。 

○東北電力株式会社（小保内） おはようございます。東北電力の小保内です。 

 では、ただいまから当社の平成24年度の防災訓練結果について報告させていただきます。 

御存知の様に当社は東通と女川と2サイトあります。本日は2サイトまとめて本店の原子

力運営の小笠原のほうから説明しますけれども、今日は東通、女川、それぞれ防災訓練の

担当課長が来ていますので、いろいろ補足説明、またあと質疑応答、議論等に参加させて

いただければと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

○東北電力株式会社（小笠原） 東北電力の小笠原と申します。 

 それでは、資料に従って平成24年度の防災訓練の結果につきまして、御報告させていた
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だきます。 

説明の内容でございますが、東通、女川とそれぞれ2サイトございます。説明の中身に

つきましては、最初、訓練の概要とか特徴点をちょっとお話させていただきまして、その

後、実施体制、あと想定の事象ですね、それと訓練の項目内容、それとあと最後に評価・

改善点ということで、大体こういった同じ流れで東通、女川とそれぞれ2段階、ツーステ

ップで説明をさせていただきたいと思います。 

まず、東通の訓練の概要からでございます。平成24年度の総合訓練といたしましては、

11月3日土曜日に実施しております。こちら、青森県でも防災訓練がやってございまして、

そちらとある程度連携をさせた訓練ということでやってございます。 

訓練の目的でございますが、こちら矢羽根二つ目下に1、2、3と重要な3点の検証項目を

目的として挙げてございまして、この中でも東通の特徴といたしましては1番目ですね、

休日の当番体制からの初動対応を訓練としてやっていたと。限られたリソースを活用して

対策本部の運営と現場の対応をうまくできるのかどうかと、こういったことが検証の重点

項目の大きな特徴かなというふうに考えております。 

あと2番目、3番目につきましては、少し細かい話でございますが、冷却中に原子炉隔離

時冷却系が故障停止するというようなもの、あとそれに対してどういう復旧対策をとれば

いいのかということにつきまして、こういう2番と3番目のチェックポイントを与えて、あ

と細かいシナリオを与えずに各班でいろいろ考える形で訓練を進行していったというとこ

ろでございます。 

その次のページ、これが実施体制になります。ここに示しましたとおり、まず、最初で

すね、当番の初動体制というものからスタートいたしまして、その後、休日参集をかけま

して、対策本部、各班体制のほうに移行していったと。これに周辺としては本店、あと青

森支店が加わりまして、全社的な合同訓練をやっていると。さらに訓練評価者、それと記

録等、参加者総勢約100名ということになっております。 

訓練の評価につきましては、この訓練の参加者以外から評価者を選任いたしまして、客

観的に評価を行うこと。あと、訓練終了後には参加者で反省会を実施して相互観察、意見

交換をやったと、こういったような進め方をしてございます。 

ここで社内の、これは外部評価ということで評価体制をしいてございます。今回の訓練

では社内の第三者評価というものは取り入れてございませんけれども、当社では地元の大

学のヒューマンファクターの専門家の先生から訓練、視察いただいておりまして、適宜意
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見をいただいて、それをちょっと反映していくというような取り組みをやってございまし

て、この訓練ではやってございませんが、外部の有識者の方を入れた視察と御意見をいた

だくというような取り組みもやっているというのを補足させていただきます。 

次が、想定事象でございます。こちらにつきましては、地震、あと津波、これらの被害

が伴います原子力災害ということで、まずは全交流電源の喪失で除熱機能が喪失するとい

うことで、10条該当ということになります。その後、原子炉隔離時冷却系の故障停止とい

うことで15条に該当いたしまして、あと安全対策を適宜実施していくと。そして、事象の

収束、安定冷却までやっていくと、こういったようなシナリオでございます。 

次に、防災訓練の項目及び内容でございますが、こちらにつきましては、ここに御覧の

とおり通報訓練、あと被ばく医療訓練、あと緊急時対策要員の動員、それとあとシミュレ

ータを使いました操作訓練、あとはモバイル関係の電源機能等喪失対応訓練ということで

電源車、消防車、それとあと燃料補給と、こういったような訓練を組み合わせて総合訓練

をやってございます。 

こちらが訓練の様子を示した写真になってございまして、こちらが緊急時操作訓練とい

うことでシミュレータでの訓練風景になります。こちらが被ばく医療訓練ということで、

これは除染室で汚染傷病者を除染サーベイをしているような風景。あと、こちらにつきま

しては燃料補給のタンクローリー車の出動の風景になってございます。 

今回の訓練の評価でございますが、まず、検証・目的、特徴として一つ挙げております

限定したリソースでの休日の対応がうまくできるのかということにつきましては、休日の

当番体制で、この通報連絡から社内関係との情報共有、それとあと現場の対応等々、それ

と参集要員の引継ぎ等、こちらが適切に行えたということを確認しております。 

それとあと、対策本部、各班でいろいろと考える訓練をやっていくということで、一つ

は原子炉隔離時冷却系、故障停止するというシナリオを入れてございますけれども、故障

停止する前に停止リスクを考慮いたしまして、さらに、もし停止した場合には水位の予測

がどうなるのかと、こういったような解析結果も踏まえて時間余裕なども見て、それで実

際にどういう注水方法を次に用意しておくべきか、そのためにどういう確認をしておくべ

きかと、こういったような戦略立案を訓練の中で一部大枠のシナリオだけ与えて考えるよ

うな訓練をやって、それが適確に対応できたということでございます。 

目的の3番目、これは2番目とある程度関係しますけれども、実際には地震・津波で使お

うとする機器が被災している可能性がございます。仮に被災していたということであると、
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実際にはどういったものを、パラメータあるいは、どういう確認をしておくべきかという

もので、次に使う機器で何を、地震・津波に被災していたとしたらどういうことを確認し

ておくべきかというので、確認項目の検討などもやったりした訓練でございます。こちら

も適確に対応ができたというふうに評価してございます。 

今後の改善点ということでございますが、①番目、一つ挙げてございます。これは極め

て現場での創意工夫の観点でございますけど、PHSにつきまして、1対1で現場と連絡をと

っていたということでございますけれども、途中で第三者、別の方から連絡を入れたいと

きにPHS1対1で電話をしているとつながらないということがございまして、グループ通話

を利用するような方法を検討していこうということで、こちらにつきましては運用のほう、

既に改善をしてございます。 

あともう一つは、やはりシナリオをさらにブラインド部分を増やしまして、よりシナリ

オレスの訓練に高度化していきたいというものでございます。こちらにつきましては、今

年度の訓練から取り入れを実施してございます。 

③番目でございますが、やはり少ない人数での初動対応といいますと、非常に当番者の

一番総括になる人、こちらの人の管理範囲が極めて広範囲になるということでございまし

て、実務、ちゃんと対応できるためには、やはり初動の社内外の連絡、あるいは所内への

連絡召集、こちらがまず初動としては非常に重要でございますので、当番者5人いるうち

の役割分担、あるいは対応フローというものを整理しておく必要があるということで、こ

ちらも既にマニュアル等で整備をしているというような状況です。 

あと、④番目でございますが、これは対策本部内での情報化共有ツール、こちらの導入

ということでございますが。事象進展に伴う今後の見通し、あるいは判断、こういったも

のをやるために、基準レベル等が記載された図面を緊対所へ配備をしていくということで、

例えば原子炉の水位変化と基準レベルがわかるような所定のフォーマットを用意したり、

あと、系統状態の一覧表ということで、各系統が、どれが使えてどれが使えてないのかと

いうものをあらかじめ、マルバツがつくれるようなフォーマットを用意しておくと、そう

いったような工夫が必要だということで、こちらは導入のほうを今、既に配備をしている

というような状況でございます。 

あと、参考資料で要素訓練の実績というものを記載してございます。モニタリング訓練

あるいはアクシデントマネジメント訓練、それとあと電源機能等喪失訓練ということで、

電源確保、注水等の個別訓練等々いろいろとやって、期間中の改善点あるいは今後の改善
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点などを抽出して適宜、充実化を図っているという状況でございます。 

東通については以上でございまして、続きまして女川のほうの訓練につきまして概要説

明いたします。 

こちらは女川の訓練の概要でございます。こちらにつきましては、平成25年3月27日に

実施してございます。対象プラントにつきましては、女川の1～3号機となります。 

訓練の目的、あと重点的な検証項目でございますが、こちらにつきましては、基本的に

はオーソドックスな内容となってございまして、1番が使う資機材をちゃんと習熟できて

いるかの確認。あと、対策本部の組織間の連携ができているかの確認。 

2番目につきましては、各要素訓練でやってございます電源喪失の訓練、これを本部と

の連携を含めた実測時間の測定。 

あと、3番目でございますけども、こちらにつきまして、あえてポイントといいますの

は、女川のほうでは、やはり情報共有化ツールの改善というのに力を入れてございまして、

前回、もっと改善したほうがいいということで、後でお話しいたしますけれども、新しい

情報共有化ツールを導入いたしまして、そちらの有効性を検証していったというものでご

ざいます。 

次のページが実施体制になります。こちらにつきましては、平日の訓練ということで、

対策本部、各班、あと評価者、あと避難誘導訓練をやってございますので、そちらの参加

者などということで、総勢276名。こちらは女川での所内の総合訓練ということで対応し

てございます。 

訓練評価につきましては、東通で申しましたとおり同じような評価ということで、訓練

参加者以外からの評価者での評価、それとあと反省会での相互観察に基づく意見交換と、

こういったことを実施してございます。 

続きまして、想定事象でございます。女川につきましては、1号機～3号機ございますの

で、3プラント同時被災というので想定事象として挙げております。 

内容につきましては、地震、それとあと津波による被害、これに伴いまして全交流電源

喪失で除熱機能がなくなって10条。その後、原子炉隔離時冷却系の注水を継続して、サプ

レッションプールの水温が100℃になった段階で圧力抑制機能喪失ということで15条。そ

してあと、各注水対策をやって安定的な冷却継続までの訓練で終了ということでやってご

ざいます。 

訓練の項目及び内容でございますが、大体、先ほど東通で紹介したものとほぼ同じでご
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ざいますが、平日の訓練でございますので、避難誘導訓練等、若干項目が多くなってござ

います。 

続きまして、次が訓練の様子でございます。対策本部内での対応の状況。あと、電源車

での電源給電の状況、あとシミュレータを利用した操作訓練の状況。それとあと、ここで

は今回は海水ポンプ室に海水が流れ込むというような事象を想定いたしまして、復旧のた

めの排水作業、こちらの状況となってございます。 

続きまして、訓練の評価の結果でございます。基本的には、与えられた基本動作につい

てはしっかり対応できたというのが目的の1番でございます。 

2番目につきましては、個別訓練でやっている時間計測、これを総合訓練の中でもやっ

てみて、大体同じように短時間で対応ができるということを確認したというものでござい

ます。 

それとあと3番目でございますが、情報共有のツールということで、ホワイトボード上

に故障機器の情報を系統図とともに整理をして掲示をして、適宜更新するということで、

プラントの状態がどうなっているのかということの情報共有がよくできたということ。あ

と②につきましては、モバイル系の発電所の敷地内での現地作業がいろいろと錯綜します

が、そちらにつきまして対策に使用する車輌がどこに、どういうふうに位置しているのか

ということを適宜更新していることで、対策本部内の情報共有を図ったと。こちらにつき

ましては、作業員が具体的にどういうふうに、どの辺にいるんだというものも一緒にわか

って、対策の指示が出しやすくなるというような効果もあったというふうに聞いてござい

ます。 

続きまして、今後の改善点でございますが、まず、第①番目としましては、基本的には

女川のほうはシナリオに沿った対応というものをベースとして訓練を進めてきましたけれ

ども、一部、ブラインド化の範囲をどんどん広げていきまして、より高度化した訓練をや

っていきたいということで、こちらにつきましては今年度の訓練で取り組んでいく予定に

してございます。 

あと、もう一つでございますが、複数号機にわたるさまざまな多重故障につきまして、

ちゃんとした資源配分、重要度判定などちゃんとできるような訓練の高度化ということで、

具体的には号機ごとの管理者を配置をしまして、その管理者のもとでしっかりと号機別に

それぞれ管理をしていけるような体制を構築しようということで。これにつきましては、

既に今年の訓練で対応をし始めているところでございます。 



 

 9

②番でございますが、休日・夜間を想定した訓練の検討ということで、こちらは現在、

今後の計画について検討中でございます。 

③番でございますが、こちらにつきましては、通報文について、やはり自治体等の方の

状況を考えますと、やはり視覚的によくわかりやすい絵とかをつけた速報の発信も必要な

のではないかというふうに考えてございまして、こちらにつきましては速報のフォーマッ

ト等改善をしているというような状況でございます。 

要素訓練の実績につきましては、モニタリング訓練、電源機能喪失時等の対応訓練とい

うことで種々、東通と同様にいろいろ取り組んでいるということを記載させていただきま

す。 

最後でございますが、このような訓練を通じまして、現在、我々ちょっと課題認識をい

ろいろ持ってございまして、訓練の企画として、今後どういうふうに我々考えていったら

いいんだろうということを悩んでいる点大きく分けるとが二つほどございます。 

まず、1点目は訓練指標の設定でございます。現在の状況では、きちんとした通報連絡、

安全対策というものは定められた時間内、あるいは正確にちゃんとできるという基本動作

の確認がまずは訓練指標として挙げてございまして、それが訓練のベースラインだという

ふうには認識してございますが、さらにステップアップするためには、内容の高度化、室

的な向上というものを図っていく必要があると。そのためにどんな訓練指標を設定してい

くのがいいのかということ、こちらを検討課題として認識しているというのが1点目でご

ざいます。 

あともう1点でございますが、こちら中長期計画を訓練でどう策定していくのかという

ことでございます。我々、訓練の計画につきましては、これまでは年度計画として、過去

の訓練実績を踏まえて、いろいろな訓練の手法を変えたりしながら年度計画を立てて訓練

を実施してきてございます。ただし、やはり訓練の質的な向上というものを図っていく必

要がありまして、中長期的にどうステップアップしていくのかというのを少し体系的に考

えていかなきゃいけないのではないかというふうに考えております。そのときに、休日の

訓練あるいは冬季の訓練、ブラインド訓練、いろいろと訓練のやり方を変えていくという

ことを考えていかなきゃいけないわけでございますが、これらをどういうふうに体系立て

てステップアップしていくのかと。 

具体的にいきますと、東通のほうでは割と新しい手法、新しい環境条件を取り入れなが

ら、毎回、品を変えながら訓練をやっていくというのが東通のやり方になってございます。
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一方、女川のほうでは、やはりベーシックなやり方をまず踏襲をして、今の状況を常に改

善をしていくと。それで習熟をまずやっていくということを主眼に置いた訓練をやってお

ります。 

こちらにつきましては、まだ我々、両サイト、ちゃんと中長期的に管理していくという

ようなところまで至っておりませんので、そういった中長期的なステップアップのやり方、

訓練の企画の仕方というものをどうしたらいいのかということを今、いろいろと悩んでい

るというところでございまして。こちらにつきましては、他社さんの取り組みとかお話を

いろいろ今回聞ければ、ありがたいなというふうに考えているところでございます。 

説明については、以上でございます。 

○更田委員 ありがとうございました。それでは、御質問、御意見あればお願いします。 

 ちょっと繰り返しになるかもしれませんけど、縮めて言いますと、これだけは他社にも

知っておいてほしいというような教訓みたいなものがあったらお願いしたいのと、もう一

つは女川、東通ならではという点、例えばサイトの特性であるとか、アクセスルートの特

徴等々に関して言うと、特に女川、東通ならではというのが、訓練の結果として何か得ら

れたというものがあれば教えていただきたいです。 

○東北電力株式会社（小笠原） 後半の質問のほうを先に御回答させていただきたいと思

いますが。東通、女川での訓練の特徴ということでございますが、訓練の企画、やり方と

いうのは先ほど来申しましたとおりでございますが。もう一つは、東通につきましては冬

場、冬季訓練なども入れていたりですね、あるいはサイト特性としては冬、環境が厳しい

ということで、過去には冬季訓練などもやって、冬季の環境での実効性というのを確認し

たというところがございます。 

 女川につきましては、特に自然環境的には割りと、東通と比べると温暖なところでござ

いますので、どちらかというとこの自然環境の面では、割とオーソドックスな訓練をやっ

ているという状況でございます。 

 それとあと、他社さんに、ぜひ、この辺がポイントかというところ、何かというところ

でございますが、他社さんでも取り組んでいるのかもしれませんけれども、やはり、我々、

女川のほうでも今後取り組む必要があるというふうに思ってございますが、やはりシナリ

オをあまり特定をしないで対策について各班から適確な対応を考えさせる訓練が必要――

決められたとおりの対応ができているのかという確認をするという観点よりも、だんだん

と訓練をやりながら考えてきたわけですが。 
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 例えば、RCICで冷却が継続しているという状態になったときに、仮に、これ停止したら

次の注水手段を、先、先を読んで準備をいていかなきゃいけないと。ただそのときには、

消防車による代替注水、あるいは消火系による代替注水ですね、既設設備を使った代替注

水、あるいは電源を先に復旧して、ECCS系でも恒常的な注水に戻したほうがいいんじゃな

いかと。それは割りといろいろな作業の準備で、断面、断面で変わってくるときがござい

ますので、そういった対策の優先順位だとか。 

 あと、実際に、じゃあこれを優先順位で決めた場合に、消火ポンプの代替注水を優先し

ようと。電源確保優先して消火ポンプを動かそうと、そういったようなことを考えた場合

に、それでは消火ポンプについては、地震と津波があって、実際に目視では大丈夫そうだ

けれども、本当に被水した可能性があった場合にすぐ使えるのかと。そうしたら、やはり

抵抗測定などをやらなきゃいけないというような、そういった頭をどんどん回していく。

そういったような訓練を実際、総合訓練の中で考えるような要素を取り入れて訓練をやっ

ていっているというようなところがありまして。 

 こちらにつきましては、東通で先に取り組んでおりますが、女川のほうにも展開してい

きたいと思いますし、こういう事務局でいろんなシナリオをきちっと用意するというより

も、ある程度大枠のシナリオの中で各班が考えるような訓練のほうにシフトしていったほ

うがいいだろうというふうには、今、思っているところでございます。 

○更田委員 ありがとうございます。 

 渡邉さん。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 今の更田委員の質問に関連する話

なんですけども、東通にはちょっと特異な状況があると考えていまして。隣接する他社の

プラントがあるので、訓練のときに、その隣接する他社のプラントが知らん顔は多分して

いないと思うんですね。そうすると、そこをどううまく利用するか、あるいは、どうやっ

て協力関係を結んでいけるかというのを、ぜひ考えていただきたいというのが一つありま

す。 

 それともう一つは、今、小笠原さんがおっしゃっていた幅広にいろんなことを検討する

ということを、ぜひ、やっていただきたいんですけれども。そのやり方そのものを、多分、

これから検討していくんだと思うんですね。その場合に、私の個人的なイメージなんです

けども、いわゆる確率論的安全評価の中で使っているイベントツリーの表記方法みたいな

ものをうまく活用していくことです。それをどういう格好で順序立てていくかというのを
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シーケンシャルに見ていく、道具として使っていくと、それなりに視覚的にものがわかっ

て、対策というか頭の中の整理がしやすいというイメージを持っているので。ちょっと試

みをしていただきたいなという気がします。これは要望です。 

○東北電力株式会社（小笠原） ありがとうございます。今の御意見でございますが、1

点目につきましては、我々、東通につきましては、青森の5事業者というか、当社、あと

東京電力さん、あと原燃さん、電発さん、あとRFSさんですね、こちらと防災関係の協力

協定というものを結んでございまして。防災訓練につきましては、お互い協力するという

ことで、相互に参集訓練をやりましたり、あと、日ごろから定期的に会合を開きまして、

訓練の成果ですとかを視察したり、意見交換を実施していると。そういったような取り組

みもやってございまして、一応、協定としてそういった枠組みをつくって、今、少しずつ

やり方を改善をしながら協力体制の強化に努めているというような状況であるということ

でございます。 

 2点目、イベントツリーを活用すると。まさにこれも非常に重要なことだというふうに

考えてございます。ここ、先ほどあまり詳しく説明いたしませんでしたが、今度は相互訓

練以外に、東通につきましてはアクシデントマネジメント訓練ということで、ここに図上

訓練の実施というのがございます。ここで少しブラインド訓練の練習なんかもやりながら、

今年のブラインド訓練のほうにつなげていっているところもございますが。こうした中で、

そういうイベントツリーとかも見ながら、次にどういう事故進展が考えられて、どういっ

た手を打つべきかという思考を回すような、ここはまさに思考を回すのがメインの訓練に

なってございまして、こういったような取り組みもやってございます。もう少しイベント

ツリーについては、実際の訓練だとか実際の対応の中でうまく使えるようなツールが考え

られればいいのかもしれませんけども、それはちょっと課題として今日、御意見として聞

いていきたいというふうに思っております。 

○東北電力株式会社（小保内） 東北電力の小保内です。 

 今、渡邉先生おっしゃったイベントツリーというのは、非常にやっぱり有効なツールだ

と思います。ただ、事象を先に読むというのは非常に重要なんですけど、じゃあ、それに

どう対応するんだということに関しては、やはり個々の対応、事例についての訓練をきっ

ちりしておくというのが非常に重要だというふうに感じています。 

といいますのは、女川も3.11のときに少なからず被災したわけですけど、例えばそのと

きに私、感じたのは、火災がやはり起きました。幸か不幸か、少し前に地域の消防署の方
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を含めて火災の訓練、管理区域の中での訓練も実施していました。そういうところの経験

があったんで、じゃあ、そういうときには防火服を着て、かつAPDはどういうふうに持っ

ていって、ということで、やはりベースができていたと思います。 

そういうことで、先を読むところでそういうツールを活用して。ただ、実際にそれをエ

グゼキュートというか実行する上では、やはり日々の細かい要素の訓練というのは非常に

重要なんだなというふうに思っています。 

○更田委員 梶本さん。 

○独立行政法人日本原子力基盤機構（梶本） そのイベントツリーの使い方、あるいは解

析予測のことについては、今後どんどん進めていくことがやっぱり重要だと思います。た

だ、イベントツリーで推論すると、時間の順序でヒットするのではなくてバラバラでヒッ

トしますので、事故当初には数百のシナリオが上がってきて、とても人間が判断できる状

況にはならないということになります。 

 このツールはもちろん、どんどんどんどん高度化していけばいいわけですから、そうい

うことにトライアルすることについては非常に重要だと思います。 

 ただ、最初の段階では、やっぱり訓練のときのレビューに使って、一体どういう位置付

けの事故だったのか。そのままいくと、どういう回避できたのか、それが幾つかあったの

か。それらがシビアアクシデントの中でどの程度の位置になっていたのかということをレ

ビューしたりとか、それを訓練の状態とかと比べてレビューする際には非常に有効に使え

るというふうに思いますから。このイベントツリーについては段階的に導入をしていくと

いうようなことで、将来に向けてどんどん活用を進めていく。レビューの視点と、それか

ら事故時の判断、その二つの面で使っていくのがいいと思います。 

 あともう一つは、このRCICのところで、途中で故障して、そこから先、その担当者が全

部、自分たちで一生懸命推論していくというパターンをとられたということで、これはい

いことだと思いますが。このRCICのときには水位が高いところでとまるのか、それとも低

いところでとまるか、水位制御をしますから。その水位によって、その後の事故の進展は

非常に大きく違ってきます。ですから、レビューの際でもいいんですが、推論していた人

たちがどういう推論をしたのかということをしっかりレビューしていくというのが、その

後の訓練に非常に役に立つんじゃないかと思います。 

○更田委員 安井さん。 

○安井緊急事態対策監 先ほどの問題提起の中でもあったんですけども、まず、訓練とは
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何かというのは、ちょっと変な言い方なんですけれども、習熟のするようなものと、それ

から実践的というんですか、対応力を、対応力というのは不測の状態で対応能力を上げて

いくもの、まあ幾つかあると思うんですけども。 

 その中で、今回、先ほどの東通のお話の中にありましたけれども。RCICが止まるという

事態もあるんですけど、それ以外にもあるシーケンスをやっていると、いろんなことが起

こり得るわけですね。それで、先ほどの図上訓練の中に入っているのかもしれないんだけ

ども、そういう一つの道を歩んでいるときに、ほかに起こり得る予想外、あるいは、今、

起こっていることがうまくいかないことのための準備を、どのぐらいカバーしたという評

価になっているんですかね。 

 あそこでは「良」と単純に書いてあったんだけれども、RCICが止まることだけ考えてい

たって仕方なくて、ほかにも何かよくないこと起こるかもしれないわけですね。それはど

のくらいカバーをすることが今回できたという、実績的にはどういうことだったんですか

ね。 

○東北電力株式会社（栗原） 東通発電所技術課の栗原と申します。 

 今のお話ですけれども、ちょっと定量的にというのはなかなか難しいところかとは思う

んですけれども、例えばですけれども、考えられる要素としては非常用ディーゼル発電機

がまず第一の電源、次に東通の場合は大容量電源車と、あるいは次に電源車というところ

がありますけれども、その順番も追ってって確認をするということで、第一の手段が落ち

れば次の第二の手段はどうなのかというところも含めて、そういったところですね、例え

ば電源であればそういったところ。あるいは、万が一、除熱ができないんであれば次の格

納容器ベント等に行く手段ですね、この辺のステップも潰していったというようなところ

でございます。 

○安井緊急事態対策監 もしかしたらうまく、僕の説明が悪かったのかもしれないんです

けども、そういうことじゃなくて、まさに事故のシーケンスの中で先ほどRCICがとまると

いう話をされていたけれども、例えばSR弁が開固着をするかもしれないし、まあ、何だっ

てあるわけですね。そういうのをどれだけカバー、不測の事態をカバーというものを、ど

んくらいやることを、あるいは、やれたかとかということは、評価とか今後の訓練の課題

の中に織り込まれていこうとしているのか。これ、いいかどうか僕らもまだ非常に開発途

上というんですか、訓練手段をまだ模索している段階だと思いますんで、何が正確かがわ

からないんだけれども、そうした観点について、どんなふうにお考えですかね。 
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○東北電力株式会社（小笠原） もう一回説明させていただきますと。そういう意味では、

今回の東通の訓練では、いろんな不測の事態がある中で、RCICが停止したという、まず訓

練企画の中から大枠を与えまして、もし、そういうリスクがあったらどういったことをや

るべきかというのを抽出する訓練。それがちゃんと幅広にできていたかというようなとこ

ろは見ているというところでございます。 

 ただし、それ以外の不測の事態について、何があって、どれだけ洗い出しているかとい

うところまでは、まだいっていないというところでございます。こちらにつきましては、

先ほど第三者評価のところで、地域の地元の大学の先生方からも御意見いただいておるん

ですけれども、やはり筋書きのないところで、いろんな不測の事態があるのに対して、い

かに対応能力を上げていくかというのは、よく考えたほうがいいよというようなアドバイ

スは常日頃いただいておりまして、それに対して、じゃあ訓練としてどういうふうに企画

をして、どこまで幅を広げて考えさせていったらいいのかというところは、ちょっと難し

いところでございます。 

 図上演習などである程度幅広に、いろんなものを洗い出しするという図上演習も今後は

必要なのかもしれません。総合訓練の中で通報連絡と全体の連携と流れていく中で、そう

いった訓練を入れていくというのは、なかなかまだ難しい状況かなとは思うんですが。ま

ずは洗い出しをして、頭をいろいろと回転させるという訓練を図上で先にまずやって、そ

こで1回練習をして、それをじゃあ総合訓練にどう組み入れたらいいのかというのを次に

考えていくというような段階的なステップを踏むのがいいのかなというふうには、今、思

ってございます。 

○東北電力株式会社（栗原） 東通の栗原です。 

 今、小笠原が申したとおりなんですけども、その辺が先ほど一番最後の結末にありまし

た、訓練の評価というところですね。今までは一通り「良」としていたんだけども、そこ

をどこまで評価して良とすればいいのかというところが、今、非常に悩みどころです。そ

こをどこまで深めていくのかというところです。 

 あと訓練のやり方としては、最近取り入れているのがブラインド化なんですけれども、

そこで訓練を進める第三者を置いて、そこで、例えば事象が進展しているときにマルチフ

ァンクション、突然ポンと入れてですね、そうすると、あなたたち準備していなかったか

らこういうことになりましたよねと、そういう気づきをさせたりとか。図上演習も同じな

んですけども、じゃあ今日は、一番最初はブラインドではなかったんですけど、2回目以
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降はブラインドにしまして、これから図上演習をやりますということで考えてもらったと

ころで、お話を聞いたところで、このところは考えてなかったですよねと、そういうとこ

はちょっと弱かったですねということで気づきをさせていただいているということで、今

その辺の深さを出しているところでございます。 

○山本審議官 審議官の山本でございます。 

 ちょっと視点がありますが、16ページのところに、自治体等の通報箇所への情報提供に

ついて検討するというようなことを書いていただいております。今回の訓練は、必ずしも

所内の緊急体制がどうかということで訓練をなされておりますので、必ずしも情報発信と

いう観点の訓練まで、どこまでカバーされているかちょっとわかりませんが。しかし、こ

ういう事故が起きた場合にいかにその事態を把握して関係自治体、もちろん、私どものよ

うな国の機関、それから地域の住民の方に必要なタイミングを、必要な情報をきちっと提

供し、かつそれがわかりやすくするというのは非常に大事な点でございますので。今回の

訓練の、必ずしも目的ではないと思いますけれども、そういう情報発信の観点からの、 

高度化のための取り組みもまた進めていただければというふうには思っております。 

○更田委員 久郷さん。 

○原子力安全推進協会（久郷） ありがとうございます。ちょっと先ほどの議論に戻らせ

ていただきたいんですけれども、訓練評価の件では、先日、我々、EPの関係のセミナーを

やったときに、INPOからそういう評価を専門にやっている人間がやってきてくれまして、

電力さんの前でいろいろ説明をしてくれました。 

 彼らが、実はサザン・カンパニーとか、それからモンティセロの訓練のリードレビュー

ア、そういう人たちがどういう手順を使って評価を、訓練の後にどういう評価をしている

かという、いろいろな資料をドッと置いていってくれています。そういう資料を、今度

我々の中で、また近々予定されています検討会の中で、各電力の皆さんにちょっと紹介を

して、どういう評価を第三者として、あるいは自分たちの中でリードレビューアがどう見

ているかというのをちょっと深めていく視点を紹介していきたいと思っております。 

 ちょっと戻りました。すみません。 

○安井緊急事態対策監 そういうマテリアルは、我々も含めて皆で共有できる状態になる

んですか。 

○原子力安全推進協会（久郷） 我々というところが、ちょっと微妙なところなんです。

彼らはINPOですので、我々の協力協定に基づいて情報を置いていってくれたんです。もち
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ろん、了解をいただければ、こういうものがありますよというのを紹介できると思います

ので、ちょっと必要に応じて共有していきたいと思っております。 

○更田委員 先ほど、訓練に外部有識者といいますか、地域の大学の方ということがあり

ましたけれども、それはそれで結構なことだと思うんですが、これ観戦武官といいますか、

同業他社の人が見に行くというのがお互いに非常に意味があることだと思いますし。それ

から当然JANSIでも、その訓練のために人を送ってということは、これはお考えになるん

じゃないかと思うんですけども。 

 まさか同業他社の訓練の質が上がってしまったら困ると、そういう考え方は原子力業界

はとらないと思うんですけれども。そういう意味で、これは別に東北電力だけに申し上げ

ているんではないですが、相互に担当者を送ると、多少うざったいと思うかもしれません

けれども、規制庁の職員を呼んでいただくのも結構ですし、それからERCとの接続である

とか、あるいはメディア対応であるとか、実際に発生した場合には、国との関係、それか

らメディアとの関係、自治体との関係というのは相当なリソースを割くことになるだろう

と思いますので。 

 これは訓練にもいろんなレベルがあって、非常にシンプルな習熟訓練を積み重ねること

も重要ですし、事態が輻輳したブラインド訓練ということも、高度な訓練も行うのは必要

で、レベルにもよると思うんですけども。他社からの参加、あるいは国の参加、自治体の

参加等々について、また御検討いただければと思います。 

○原子力安全推進協会（本田） 原子力安全推進協会の本田と申します。 

 今お話しのあった相互に伺いながらのレビューなんですけれども。当協会のほうで原子

力防災訓練検討委員会というのを、本年の5月に設置しております。その中で、各原子力

事業者さんに参加いただきまして、訓練結果の共有ですね、良好事例の共有とか、それか

ら訓練に伴う課題の解決、こういったことを行っておりますけれども。その活動の中の一

つとして、やはりいろいろ相互に集まって訓練の計画段階からいろいろ参加させていただ

いて、良好事例の共有とか、それから気づきとか、そういったものを出し合いながら、お

互いに情報共有して、訓練を行う事業者に対してアドバイスを行ったり、そういった活動

もしていこうということを考えておりまして、今後、少し具体化について検討していきた

いというふうに考えてございます。 

 それから、東北電力さんの御発表の中でブラインド訓練といったような話も出ておりま

すけれども、そういった事前にシナリオを提示しない訓練につきましては、やはり判断力
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とか応用力を高めるといった上で有効というふうに考えてございまして。当協会のほうで

本年の1月に防災訓練のガイドラインといったようなものを策定いたしまして、その中で、

こういったシナリオを事前に提示しない訓練の手法といったものについて提示してござい

ます。こういったものを事業者さん、段々とり入れて参考にしていただいて、段々訓練を

行っていただいているというところでございまして。その辺のブラインド訓練、シナリオ

を提示しない訓練につきまして、なかなか日本では緒についたばかりでございますので、

そういった訓練を有効に行うための手法については、いろいろ当協会のほうでセミナーと

か、そういったやり方について支援を申し上げたいというふうに考えているところです。 

 以上です。 

○更田委員 今、御紹介くださったような活動であるとか、JANSIが加える評価のような

ものというのは、やはり公表されてパブリックと共用されないと、私はほとんど意味がな

いに近いと思っていますので、ぜひ、検討していただきたい。 

米国INPOの例に倣っていても、やはりJANSIが各電力の訓練等々に対して、どういう評

価を与えているのか。SなのかAなのかBなのかCなのか。それをきちんとJANSIの立場でも

って、パブリックに向かって発信できてこそ、今後、今、産声を上げたばかりとおっしゃ

ったけども、それはこちらも同様ではあるんですが、ただ、そのJANSIというものの権威

というか、JANSIに対する信頼というものと、それから各事業者に対する信頼にもつなが

っていくと思いますので。やはり公表、一般との知識・情報の共有ということに、ぜひ、

努めていただきたいと思いますし、JANSIが開催されるそういったセミナーですとか会合

等とは、できればこうやって公開でやっていただくのが望ましい姿だと思いますけど、い

かがでしょうか。 

○原子力安全推進協会（久郷） おっしゃることはよくわかります。かなり議論が、実は

その部分についてはありまして、JANSIというのはセルフレギュレーション、自己規制の

ための組織として、事業者の中で家庭教師役をするという位置づけで発足したこともあり

ますので。要は、家庭教師ということは、生徒が学校でいい成績をとるために家庭で一生

懸命ドリル、エクササイズをするというそのための、一生懸命こうしましょう、解き方は

こうですよとかと教えると。そういうような役割を一応基本にしております。したがって、

家でどれだけ参考書の問題集をいい成績とったからといってということをオープンにする

のもどうかなというのも、実はあります、そういう議論もあります。 

 ただ、今、更田委員がおっしゃられたようにJANSIそのものの存在もさることながら、
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各社がどれだけ一生懸命頑張ってレベルが上がってきているかということを自主的に外に

向かって言うというのは、例えばJANSIから言わなくても電力さんが、自分たちはJANSIの

こういう中を通じてレベルを上げました、こういう指摘を受けて、こうしましたというよ

うなやり方もあるかなと思いますので。やり方については、少し検討させていただければ

と思っております。 

○東北電力株式会社（小笠原） すみません。先ほど話がありました、いわゆる観戦武官

の範囲でございますけれども、こちらの当社の状況を簡単にお知らせいたしますと、女川

と東通の訓練につきましては、それぞれのサイトから視察者を入れて、お互いに訓練状況

は見合って、全部取り入れるというわけではないんですが、そこからヒントを得て自分た

ちの訓練の改善にはつなげていっているという実績があります。 

 あともう一つ、他事業者との関係でございますけれども、東通につきましては、先ほど

申しましたとおり5社で協定を結んでいまして、訓練の相互視察もその活動の一環になっ

てございまして、そこでは5事業者、相互に観戦武官をやっているというような状況にな

っています。 

あと、他電力さんには全サイト回るわけでは、いかないんですけども、やはりちょっと

我々当社として少し見ておきたいというような訓練がありましたら、例えば今年ですと九

州さん、それとあと中部電力さんの防災訓練には視察させていただきまして。特に本店で

の即応センターの運用、シナリオがどういうふうに運営されているのかというので、我々

のほうも、その辺の自分たちの本店の訓練の中に取り入れて、シナリオに入れて対応をし

たりということも今年やってございまして。 

視察につきましては、JANSIさんの枠組みもありますけども、自分たちでも興味ある、

あるいは調査に行きたいというところは、積極的に今後とも見て回っていきたいというふ

うには思ってございます。 

○更田委員 JANSIの活動のあり方については、ちょっと今日の、本日の趣旨からずれま

すので、ずれるということは、深く関連はするんですけどずれますので、ぜひ、公開の席

でNRA、JANSIについて相互間で議論をしたいと思います。といいながら申し上げたいこと

は山ほどあるんですけど、この点はちょっと趣旨がずれてしまいますので。 

 それでは、東北電力について。渡邉さん。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） すみません、個別のことをちょっ

と伺いたいんですけど。東通で、2ページに出ているように休日訓練やったということで、
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実際にこの要員召集するまでの時間がどのくらいかかったのかとか。多分この訓練という

のは、当然みんな事前にわかっている、この日、訓練やるのをわかっていて、ある意味、

用意ドンで始まっているようなイメージがあるんですけど。実際にはそうじゃなくて、だ

らだらした中で突然、緊張感が走るような格好になるわけですから。時間的余裕というか、

実際の時間をどう見積もるかという評価をしないといけないと思うんですね、休日の場合、

特に。 

 このいわゆる東通の場合、通常どのぐらいかかるべきものなのかというのは、これで多

分把握できると思うんですが、先ほど冬季の話とかになった場合に、どれだけ時間が延び

るかとか、そういう観点からの評価というのは実際やられているんでしょうか。 

○東北電力株式会社（栗原） 今お話しがありましたように、訓練については事前に呼び

出しをやりますということで、おっしゃられたとおりなんですけれども、じゃあ、歩いた

場合、あるいは冬季の場合等々を含めて、大体このくらいの時間がかかりますねという、

厳しい状況も想定して、大体の時間は想定してございます。実際に歩いてみて、実際にそ

の辺の最悪の場合でも、このくらいの時間があれば来れるだろうという評価はしてござい

ます。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 実際にかかった時間、今回かかっ

た時間を聞いてもしょうがないような気もするんですけど。 

○東北電力株式会社（栗原） このときには呼び出し訓練ということで、呼び出して、あ

とは車で参集ということでした。ただ、至近で予定されている訓練では、実際に呼び出し

をかけて歩いてくるということを今後、実際は明日なんですけど、明日の訓練では呼び出

しを受けて発電所まで歩いてくるという訓練をやる予定になっております。 

○更田委員 それでは、よろしければ次にいきたいと思いますので。ありがとうございま

した。 

 

 次は、東京電力株式会社のほうから説明をお願いします。 

○東京電力株式会社（五十嵐） それでは、東京電力のほうから御報告をまずはさせてい

ただきます。 

 私は、東京電力の原子力運営管理部におります五十嵐でございます。よろしくお願いい

たします。 

 主に私のほうから御報告をさせていただきますが、本日は後ろのほうに各発電所から関
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係責任者を呼んでございますので、活発な御議論を頂戴できればというふうに思っており

ます。 

それでは、資料に従いまして弊社から御報告をさせていただきます。御案内のとおり、

三つの発電所がございます。まず、順番に御報告をさせていただきたいと思います。 

めくっていただきまして、まず、福島第一のほうでございます。福島第一は、今まさに

緊急体制をとった状態の中での訓練ということでございます。ほかの発電所とは少し毛色

が違いますが。実施いたしましたのは、この25年の2月に実施いたしまして、訓練内容は1

～6までに掲げているところでございます。特に主要ポイントとして、今、常に休日は96

名体制でございます。それがコアの人数で、何かありましたら対応していくと。この人間

がしっかり対応できるかというのが、今回の訓練の一つの主眼でございました。そういう

意味では、その辺を中心に御報告させていただければというふうに思います。 

これが状態でございます。やはり全号機はプラント停止という状態で、現実に沿った対

応を考えました。あわせまして、まず地震、それから大津波、そして全交流電源喪失、そ

して5、6号機においては直流電源喪失と、こういうシナリオを考えてございます。パラメ

ータが監視不能、それから注水ラインが損傷を起こしているということを前提にしており

ます。 

次に4ページのほうに進んでいただきます。訓練の内容及び訓練状況でございます。こ

れは、一つは通報訓練という形で、起こりました発生事象に対して、速やかに報告ができ

るのかというふうなことが中心になってございます。それから、社内の電話での着信確認、

こういうところができるかと、こういうところも進めました。 

それから、二つ目が被ばく医療関係でございます。ここも相当、最初、事故を起こした

ときに混乱いたしましたので、今、重要免震棟の医務室で、まずはけが人を収容するとき

にサーベイ。そして、そのけが人を一旦、5、6号側のER室に搬出して、そしてそこから公

設消防さんの救急車、そしてヘリで送り出すと、こういうふうなところを模擬した訓練を

実施いたしました。 

それから、避難誘導訓練というのも、非常にマスクを着けた状態で作業をしてございま

すので、スピーカー付きの車輌で回って指示ができるかというところも訓練をいたしまし

た。 

5ページ目でございます。5ページ目は、このようながれき除去の重機がちゃんと使える

のかと、こういう訓練を実施いたしました。 
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それから、6ページでございますが、これはアクシデントマネジメント訓練、すなわち

AMGに沿いまして、特に炉注水がとまってございますので、その注水ラインの損傷程度に

応じて、消防車を使っての注水訓練、これも実施いたしました。 

それから次のページに、5･6号機の中操でパラメータが見えないということがございま

したので、専用の小型発電機の起動訓練を実施いたしております。 

次の8ページでございますが、モニタリングポストにおいても、局舎に送る発電機。発

動機付き発電機でございますが、その起動訓練も実施してございます。 

それから、火災も同時に想定いたしましたので、9ページのところには火災、これは実

際の放水訓練も実施いたしてございます。 

それから、次のページでございます、10ページでございます。10ページが評価結果でご

ざいます。ここは評価結果、3点ございまして。まず一つ目、10ページでございますが、

先ほどの休日当番体制のみでやれたかということでございます。ここのところは、基本的

に対応ができているということを確認してございます。 

ただし、ここは各電力さんも同じだと思いますけれども、最初の初動のときのホワイト

ボードでいろんなデータを書くと、こういうところの情報の記録業務ということについて

は、その部分はできるんですけども、これがいろいろな情報がこれからどんどん入ってき

た中で、継続的にこの今の数だけで十分遂行できるのかなというところは、少し課題を残

しているかなというふうに評価をしております。 

それから、AMG（アクシデントマネジメントガイド）の手引きの対応という形は、大体

その目標時間というか、ある設定の中でできているということを確認してございますので、

ここはある程度やはり緊張感を持ってやれたかなというふうに思っております。 

評価結果(３)の目標達成でございますが、ここは概ね良好ということですが、ちょっと

ここは割愛させていただきまして、そういうところを受けました改善事項を12ページでご

ざいますが、改善事項を御報告いたします。改善事項におきましては、やはり最初の現在

の体制では免震重要棟内に当番制でやっております。ということで、こういうところが、

誰が交代性でも誰がやれるようにできると、誰でもできるというふうなことで、やはり個

別の要素訓練の必要性を感じてございます。 

それから、もう一つは、本部長自身の指揮命令系統というふうなところの負荷というこ

ともございまして、後で御紹介をさせていただきますけれども、インシデント・コマン

ド・システム、ICSと言われる米国のやり方を模倣いたしました柏崎のやり方みたいな、
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そのICSの導入みたいなものを念頭に1Fも今、改善してございまして、その辺を早く実施

に移していくということが必要かなと考えてございます。 

それからあとは、今後はやはり、たくさんのところに情報を提供するわけですので、そ

ういうふうな社外へのところを模擬した訓練の必要性。それから、先ほど申し上げました

けれども、最初の情報共有ですね、そういうところの業務というところについての混乱の

ないようにしていくと、こういうところが改善していくというところに残ってございます。 

引き続きまして、13ページ、福島第二原子力発電所でございます。 

福島第二は、14ページにまず訓練概要が書かれてございます。25年2月に、福島第二の

場合は朝から昼間で、15時ぐらいまで目一杯訓練を実施いたしました。参加人数は所員と

して緊急時要員になってございますうちの158名ということで体制を整えました。 

それから、15ページでございます。まず、プラントのシナリオでございますが、プラン

トの運転状況は全プラント冷温停止中ということの今の状態を模擬してございます。シナ

リオにおきましては、やはり地震ということを念頭にいたしまして、2号機にチャレンジ

ングな要素を入れました。すなわち、2号機はRHR配管が作業中の接触によって壊れるとい

うようなことを前提に実施いたしました。そのほかは、1Fと同等の全交流電源喪失という

形になってございまして、炉注水が停止することによって、異常な原子炉の水位低下とい

う形で10条、15条の発信を模擬したところでございます。 

16ページのほうでございますが、訓練内容は先ほどのとおり通報訓練、福島第一のとお

りで通報訓練と。あと、避難誘導訓練と。ここは実際に作業員を高台まで誘導する図上訓

練ということも実際――実際にというか、作業員を高台まで誘導する図上訓練を実施して

ございます。それから、緊急用の被ばく医療訓練と。こういうところも、ここは実際はヘ

リコプターは使いませんでしたが、グラウンドの搬送をしてございます。 

それから、17ページでございます。あとはモニタリング訓練、そしてアクシデントマネ

ジメント訓練。ここにある写真は、電源車による電源確保訓練でございますが、福島第二

の2号機を、実際にケーブル接続訓練を対象に実施したところでございます。 

続きまして、18ページでございます。18ページは、モニタリング用ポスト電源。先ほど

も福島第一と同じようにモニタリングポストの仮設電源訓練。それから、原子炉のもしく

は使用済燃料のプールへの注水訓練という形で、実際の消防車の配置、それから淡水によ

る送水確認と。ここは基本的には展開ですね、ホースの展開ということを中心に実施して

ございまして、海水による送水確認におきましては、実際の消防車までは海水のくみ上げ
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ということも実施してございます。 

続きまして、19ページでございますが。格納容器の冷却訓練という形では、バックアッ

プボンベ関係による開閉訓練をやってございます。あとはガラ撤去。先ほどの福島第一と

同じように、実際の重機の操作訓練。それから最後に、19ページの下のところにございま

すが、水素爆発の防止訓練という形で、トップベントを実施するための屋上への人員移動

と、こういうところの実動訓練も実施してございます。 

20ページ以降が評価結果でございます。評価結果でございますけれども、まず(1)(2)の

20ページのところは、これは防災業務計画に従って、しっかりできましたということを書

いてございますので、少し割愛させていただきまして、21ページでございます。 

21ページにおきましては、それぞれの班が何をやっているかという形で評価をいたしま

したが、ここもやるべきことはできているということでございまして、22ページのところ

に改善事項という形で書かさせていただいてございます。 

一つは、やはり概ねできておりますけれども、細部においては、各機能班の業務支障に

一部不明瞭ということで、例えば、ロジみたいなものは総務班でやっていくのか、例えば

復旧班でやっていくのかと、こういうふうなところもございましたし、例で書いてござい

ますのがLCOの判断、こういうところをどういうふうに適確にやっていくのかということ。

それから、後半のほうは、先ほど例で言いましたけども、各班が行う業務という形と実際

のやっている仕事、すなわち総務課の人間が総務班だけにいるわけではありませんので、

そういうところにしっかりとメンバーが混乱しないように、その班の、緊急時班の訓練を

していくということを、必要を感じてございます。 

それから、今回はブラインド訓練を実施いたしましたが、やはりブラインドでやった以

上、いろいろこのデータはああだこうだと問い合わせがあるわけですけども、シナリオラ

イターとしては整合性をとっているつもりですけど、どこか非常に不要が、ちょっとおか

しくなっているところがあって、これはおかしいだろうというところもあって、しっかり

とブラインドにする以上は、どんな問い合わせに対してもパラメータ的に物理的な現象に

合ったものをしっかりと出していくということが必要かなというふうに考えてございます。 

すみません、ここまでちょっと早口でしたが、ここからは柏崎刈羽発電所の御報告をい

たします。 

この点は、先ほど更田委員さんのほうからお話しがありましたとおり、皆さんに多分参

考になるんではないかなと、一番ですね、と思いまして、ちょっとここは丁寧に御報告を
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皆さんの前でしたいというふうに思います。 

まず、24ページでございます。24ページは、柏崎1～7号を対象に訓練内容は、また同等

の訓練内容でございまして、発電所の参加が210名、その下に本店と書いてございますが、

ここは本店ともあわせて、本店の体制との訓練も合同で実施をしたところでございます。 

25ページでございます。25ページは、柏崎7機ございますので、2機の2、4号停止中と、

それと1、3号と5、6、7号が運転中という形にいたしました。 

それでシナリオは、まず震度6強の大地震、そして外部電源がなくなってございます。

プラントは安全に自動停止をしてございます。1、3、5、6号というのは、RCICは手動起動

したんですが、7号機だけは失敗という形で、7号機はチャレンジング要素を出してござい

ます。それから、1、4号側は電動駆動の消火ポンプは失敗と。したがって、次にバックア

ップがあるのがディーゼル駆動という形で、モーター駆動の消火ポンプもとめてございま

す。 

次に、3号機を除きまして、1号と5、6、7号、運転中のプラントが、その後、大津波が

来て全交流電源がなくなって海水機器も使用不能という形で10条を出します。3号機は直

流電源が故障させてまして、それで10条を出してございます。という形で、そして3号機

もその後、逃がし安全弁の開固着により原子炉圧力が急低しましたので、RCICの駆動蒸気

圧がなくRCICが停止すると、こういうようなものをシナリオに入れました。 

次のページでございます。26ページでございますが、その訓練状況でございます。まず、

通報訓練、ここにつきましては、先ほどのとおりで通報文を速やかに作成して出していく

という形で、実際は発電所がもうだめになっていると、通信手段が。したがって、本店経

由で速やかに自治体も含めまして関係箇所への通報ができるかということを、社内通信網

を使ってできるかというふうなことを訓練いたしました。それから、緊急被ばくは特段大

きなところはございません、このとおりでございます。 

それから、対応要員という形でこの参集を実施いたしました。ここは先ほど東北さんも

お話しございましたけども、私どももこれとは別に参集訓練というものをやってございま

して、概ね1時間以内には徒歩で来れるとか、そういうような確認は別途やってございま

す。それから、モニタリング訓練でございますが、これもモニタリングはやっておる、こ

れは普通どおりでございます。 

それから、電源機能の喪失対応訓練でございますが、これは電源車による電源確保。こ

れは高台のガスタービン発電機とケーブル損傷を想定いたしまして、個々の電源車を発電
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所の建屋内まで持ってきて、その接続訓練。それから、原子炉の注水と。これは消防車を

海側まで持っていきまして、そこでのホース展開。それから、重機による瓦礫撤去と、こ

ういうのを相互訓練と、こういうところをやってございます。 

28ページでございますが、ここで評価結果が(1)、(2)、(3)と三つ挙げてございます。 

まず一つ目でございます。これは確実に実行できているということですので、これは私

どもこの訓練をやってみて、ある程度できているというふうに認識をしました。 

(2)でございます。ここが一つのポイントでございますが、私どもの組織体制において、

しっかりとこのICSが機能するかというふうなことを確認いたしました。ここに書いてい

るとおり、ICSは後でもうちょっと御説明いたしますけれども、指揮命令をしっかりして、

指揮命令者のもとに統括されている、統制されているというふうな形で、たくさんの被指

揮者、すなわち下にいる部下がたくさんいると、これは非常に困るという形で、7名以下

ぐらいにまとめて所長のもとに統括していくということなんですが。 

その心は、基本的にはオペレーションと戦略、ストラテジーというところをしっかり分

けて、オペレーションができる人間に責任を委譲して、決められたことの対応については

しっかりとオペレーション部隊の責任者が実行していくと。そうすることによって、スト

ラテジーを考えていく、戦略を考えていく所長、本部長に時間的な余裕だとか混乱もなく

判断ができ得ると。すなわち、ワーワーワーワーうるさい状態で、所長一人にいろいろな

情報が集まっていて、それは現場でしっかりやれと、こういうところが、それも全て、所

長これは、所長これはというようなことが、やはり相当1Fの教訓として私どもございまし

た。 

そういうこともありまして、この復旧統括というのがオペレーションの責任者です。こ

れは大湊側と荒浜側と二つに分けております。ここの復旧統括が混乱していないように、

それぞれのオペレーションをやる意味で、その下にいる発電班長、各号機で決めてござい

ますが、そういうところを集めまして、定期的にブリーフィングをやると。少しうるさい

ときは静かにしろと、これからブリーフィングをすると、そういうふうなことをやって、

そのブリーフィングでプラントの状況を共有して、そして復旧統括が戦略室にいる所長に

対して報告をしていくと。こういうふうなことを訓練でやったわけでございますが、これ

は非常にいい方法だというふうに私どもは自画自賛してございまして、ぜひ、こういうも

のをもっと実効性のあるものにしていきたいというふうに考えてございます。 

それから29ページでございますが、もう一つは、相当、先ほどからデータが混乱いたし
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ます。それと緊対室の中が相当うるさくなります。したがいまして、基本的にはそのブリ

ーフィングの中で静かな環境をつくって確実にプラントを共有するとと同時に、この発話

みたいなものも含めまして、プラントの情報をチャットシステムというものを使いまして

情報共有をしていると。したがって、どこにいる人間もこのチャットを見れば、どういう

ことが行われているのかということは、プラント状態も含めましてわかるというふうなも

のを実施いたしまして、このツールも非常に実効性があるというふうに私どもは思ってご

ざいます。もちろん、これはチャットシステムですから電気がいるわけですから、こうい

うところを実際に使えるのかと。もし、それが使えなくなったら、どういうふうにしてや

っていくのかと、こういうところも考えていく必要があろうかというふうに思っておりま

す。 

続きまして、30ページを御覧ください。これは必要なマネジメントガイドに従って必要

なガイドで進めていくということで、これは順調にいきましたということでございます。 

31ページでございます。この柏崎においても改善事項がございまして。先ほど私がとう

とうと述べてしまいましたが、こういうふうなことが本当に実効性が上がるように、自立

的かつ実効的に行えるということのためには、何回も何回もやらなきゃだめだというふう

なことを考えてございます。これは、特に電力にいる人間はみんなそうなんですけども、

軍隊のようなやり方じゃないんですね。しかし、ああなりますと非常に短く、端的に何を

命令しているのかということを言わなきゃだめだと。これは相当難しい発話になります。 

したがいまして、この発話も社外の御専門の先生に来ていただきまして、いかに短く端

的に伝えていくのかと、こういうふうなこともこういう繰り返し訓練の中に入れる必要が

ございまして。ちょっと後で御紹介いたしますけど、発話訓練なんかもやってございます。 

二つ目の四角は、やはりオフサイトセンターへ派遣した要員ですね。ここについては、

情報がちょっとおろそかになるということもございまして、その連携についてはさらに強

化をしていく必要がございます。それから、先ほど言いましたチャットシステムが使えな

いときにどうするかと、ここについては課題があると。それから、やはり昼間で今回やり

ましたけども、夜間・休日ということについては、パーツ、パーツでは確認していますけ

ども、そういうところの本当に大がかりな総合訓練みたいなものをどうしていくかと、そ

ういうことでございます。 

最後に、今は、例えば所長を中心に進めてございますが、例えば所長がいなくて代務者

というのがしっかり対応できるのかというふうなことは、やはり常日頃、所長の能力を身
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に着けておくというようなことも必要かというふうなところが課題でございます。 

32ページ、33ページは参考でございます。先ほどのICSということを書かさせていただ

きました。この後の御議論の中で、また必要でしたらお答えをしていきたいというふうに

思います。 

33ページは訓練実績でございます。発話訓練が19番目に、25年9月17日に書いてござい

ますが、それを除きますと大体私ども19回で約、延べ4,000人近い人間が今まで一生懸命

やってございます。約2年半にわたりましてですね。前半を見ていただきますと、前半は

やはり電源機能復旧訓練みたいなもの、そして夜間にやったり、休祭日にやると。いかに

電気が必要かという形でそれを中心にやってございましたが、先ほどいいましたICSが非

常にいいんではないかという形で、ICSを繰り返し訓練をしてございます。これはやっぱ

り一朝一夕ではなかなか難しくて、先ほどの発話も含めまして、何回か訓練をこのとおり

したところでございます。 

東京電力からは以上でございます。 

○更田委員 御質問、御意見ありますか。 

 福島第一原子力発電所ですけれども、1Fについてはこれ、訓練想定がかなり異なるんだ

ろうと思うんですね。例えば、タンクからの汚染水漏れがあったときに、汚染水の移送で

あるとか、それからトレンチから水があふれていますとか、かなり、要するにほかの、特

定原子力施設ならではのものは多様にあると思うんですけれども、そのシナリオみたいな

ものの検討というのは、どこまで進んでいるんですか。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 委員の御質問は、どこがというのは、どこのセクション

が決めるかという意味ですか。どのように。 

○更田委員 いいえ。まさに内容そのもので、どういったものに想定を置いているか。例

えば、2Fや柏崎刈羽であれば、SBOであるとか、そういったもののシナリオを考えるんで

しょうけども、1Fの場合であるならば、これまたそこ独自の、今の要するにそのプラント

の置かれているその状態に応じたシナリオを考えなきゃならないわけですね。どこにプラ

イオリティを置いているかと。 

 そういった検討というのは、例えば海側のトレンチであるとか、あるいはタービン建屋

からの漏えいであるとか、あるいはタンク。タンクもフランジ型もあれば溶接型もあれば

横置きもあればと。そういったものからの漏えいであるとか、あるいは雨であふれるだと

か、そういったシナリオの検討と、それから、それに対応する訓練というのはどこまで進
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んでいるかということです。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 五十嵐でございます。お答えいたします。 

 それぞれの今の、例えば汚染水だとか、タンク水、あとは滞留水といわれているような

ものは、そこは訓練というよりも個別の業務の中でどういうふうに対応していくのかとい

うのを、まさしく今、しっかりと決めていくという段階でございます。 

 この訓練は、すみません、いただいたご質問。この訓練はどちらかというと、やはり炉

注水を中心に、今それがだめになったもの。そのために例えば消防車とか用意をしていた

り、電源車を用意している。これが有効に使えるのか。先ほど言いました発動機付発電機

みたいなものを置いているけれども、それがやっぱり有効に機能するのかと、こういうと

ころを中心に今回シナリオを決めながらやってきたと。 

○更田委員 いや、私が申し上げているのは、普段の汚染水の対処のことを申し上げてい

るんじゃなくて、緊急時ですね。地震が来ました、津波が来ました、電源喪失が起きまし

たと。例えば、海側の線量が非常に高くなったと。そこでいる作業員を、常に1Fの中には

あれだけの作業員が動いているわけで、そうすると作業員の退避をさせなきゃいけないで

すよね。じゃあ、具体的な例を挙げれば、1Fでの避難訓練みたいなものはされてないんで

すか。今、海側のトレンチ付近で瓦れきの撤去だとか、遮水壁の作業をしている人たちに

対して避難訓練はされていますか。 

○東京電力株式会社（佐藤） 1Fの原子力防災グループの佐藤と申します。 

 今の避難訓練に関しましては、ある意味で言うと、その線量が構内の中で上がったとい

う大くくりのもので想定しまして、それについては一斉放送をして、それがどのくらいの

ところに届くか、あるいは届かない場合には構内に対してスピーカー車を回して、作業し

ている箇所、箇所について、どれだけそういった避難指示が届くか。あるいはトランシー

バーを持っていたり、その作業員の方の携帯電話ですとか、そういったものがどこだけつ

ながるのかと、そういった実質的な作業に伴った上での通報連絡訓練みたいなことは、何

回か実施しております。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 五十嵐です。 

 委員の言うとおり、ちょっとこれ、我々課題だとやはり思っていまして。実態としては

今、言ったこともやっておりますし、私が記憶しているのは、例えば先々月か、ダストが

上がったときにですね、ダストが上がって速やかに避難をしていただいたときがあります

けれども、その現状として、例えば大雨が来た、台風が来たときの対応というのは、御案
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内のとおりだと思うんですが、やはり、そういうのをちゃんと訓練でも考えなきゃだめだ

と。例えば、地震でタンクが倒れたとか、汚染水のトレンチが割れたとか、そういうこと

はまさしくお話しのとおりだというふうに思っていますので。ちょっとその辺はしっかり

と、福島第一と相談しながらしっかりと決めていきたいなと、今ちょっと思っているとこ

ろでございますけれども。 

○安井緊急事態対策監 安井です。 

 やっぱり、プラントの持っている最大リスクというんですか、そこを見据えて対応して

いかないと、例えば、炉注水も確かにシンボリックに大事な部分はあるんですけども、あ

そこの中の炉内の出力とか温度上昇の時間とかを考えれば、速度的には相当余裕があるも

のですんで。習熟訓練としてやる範囲は、それはそれでいろんな電源とかそういうのも大

事なんだけれども、やっぱりこのプラントの今持っている大きなリスクとして、それは、

しかも、いろんな施設も、通常の発電所のような完全なSS設計とかになっているわけでな

いところもあることも事実ですから。 

 やっぱり、ちょっとそういうリスクに応じたシナリオを設定していかなと、よく言いま

すけど、何でもかんでも、いつでもSBOというだけでは、やはりちょっとこの、真のリス

クにやっぱり対応していっていないんじゃないかと。ちょっと言い方悪いですけど、やっ

ぱりリスクを見つけてそれに対応していけなければ、また同じことが起こってしまうこと

になってもいけませんので。 

 ちょっとそういう姿勢でやらないと、この問題、本質論においてちょっと考え方おかし

いんじゃないかと、正直言うと若干思っているんです。私は思っているんです。やっぱり

そうしないと、結局、ほかのと同じことをやっていればいいというもので、このプラント

は特にないんじゃないかと、非常に強く思います。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 今、安井さんのおっしゃるとおりでやっていまして、こ

れ24年度の報告でございまして、最近のことを踏まえまして、今の御指摘のとおりで我々、

反省をしながら、もっとリスクと正面に向き合って訓練を考えていかなきゃいけないとい

うふうに、やっぱり我々も思ってございます。 

○独立行政法人日本原子力基盤機構（梶本） JNESの梶本です。 

 ちょっと柏崎のほうに飛んでしまいますが、29ページのところで、評価結果の中で最も

有効であろうと思われるのは、そのICSのインシデント・コマンド・システムの導入と、

それに伴う統括のブリーフィングと情報共有ツールであると、チャットシステムであると
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なっています。次のページには、今度はPCの利用とか、壁に貼ったAMGの一部とか、そう

いうのがいろいろあるんですけど。こういうシステムを導入することは物すごく重要で、

特に本当に事故のときには、これが大混乱を起こす一番のところなので、ここをしっかり

ちゃんとすることは重要だと思います。 

 ただ、ここの説明で、このチャットシステムと、それから壁に貼ってあるのと、それか

らPCとかいろんなツールが用意されていますが、これらのそれぞれの役目とかカバーして

いる範囲は重複しているのか、それとも独立して動いているのか、多重性のためにやって

いるのか。役割がちょっとよく見えないところがあって。このチャットシステムが有効で

すよと言われても、このチャットシステムがどの程度の情報をどのくらい蓄積していて、

誰がどのぐらい把握していて、何台配置されているというのがちょっと非常にわからなか

った。そこのところをちょっと説明していただければと思います。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 五十嵐です。お答えいたします。 

 ちょっとチャットシステムもまだ進行形で、なかなか完成ができておりませんので、今

みたいな御指摘を踏まえて、我々また検討していきたいと思います。今やっておるところ

は、まだそこまでは至っておりません。したがいまして、まずは命令だとか指示、そして

それに対してとった行動、こういうふうなものにもっと集中できるようにですね。それ以

外の、例えば今のプラントの状況はこうですとか、そういうふうな発話ですね、何々班が

どこかに行きましたとかという、そういう発話を極力なくすということの前提からこれが

出てきまして。 

 そういう意味では、そういうものがダアーっとどんどん、どんどん出てくれば、じゃあ、

医療班は行ったんだなと。それで、今は、けが人は収容されたんだなと。こういうのが例

えばオフサイドセンターに行っている人間もこの端末を見ながら、遠隔のリモートの端末

なんかがもしあれば見ながら、そういうのが共有できると。大事なところが、指示が指示

どおり実行されたかとかいうのは、それはちゃんと発話をして、そういうふうにすると。

というところで、まだ、その役割の明確だとか、パラメータの区別とか、今はまだそこま

ではいっていなくて、ザーッと今、出ているところでございます。 

○独立行政法人日本原子力基盤機構（梶本） そうすると、今の状況では、その取り交わ

された会話がそのままどんどんどんどん残っている、出るという状況だということなんで

すね。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 現在はそのとおりであります。 
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○独立行政法人日本原子力基盤機構（梶本） わかりました。そうすると、今のまま、も

う少しこれから改善されるんでしょうけども、例えば間違った行動をとってしまって、途

中で修正したと。ところが後で見る人が、途中からしか見ていないので、前に間違ってい

たというのが気がつかなかったりとか、そういうことが起こる可能性、十分ありますけれ

ども、そういうのもこれから改善点として全部見ていくというふうに考えてよろしいわけ

ですね。 

○東京電力株式会社（五十嵐） そうですね。そういうのももしありましたら、そういう

ことになります。 

○更田委員 この御紹介のあったインシデント・コマンド・システムですけれども、最後、

32ページのところで赤い四角でICSとは何ぞやということで書かれているんだろうと思う

んですが、二つ目、三つ目、四つ目、それから以下、例えば役割分担の明確化であるとか、

柔軟な組織構造であるとか、技量や要件の明確化。これ、特段、目新しい話でもないだろ

うと。指揮命令系統の明確化でも、もとより当然のことだろうと。 

 そうすると、一番最初に書かれているものだけが非常に具体的で、一人の監督者が管理

する人数を最大7名以下に制限すると。その監督者にとっては、確かに自分が話さなきゃ

ならない相手は7名以下になるというのはいいように思うんですが、これ、同じだけの人

数が関わるとしたらば、要するに縦長の組織をつくることになるわけですよね。同じ人数

だったら、一人が見る人間の数を減らすということは縦長の組織をつくるわけで。 

 そうすると頂点から末端までは、連絡が要するに、伝言なり何なりの回数が増えるわけ

ですよね。これ、監督者が果たさなきゃならない責任からすると、自分が伝えなきゃなら

ない相手が7名以下になるというのは確かにいいかもしれないけど、末端の、あいつのと

ころまで声が届くのっていうのに間に入る人間が増えることになるわけですよね。明確に

これがいいというのは、どういう判断でこれをとられているんですか。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 後ろにいる人間が補足を。私、五十嵐のほうからまずお

答えしますと、私も何回も訓練で参加して感じておりますのが、委員がおっしゃるとおり、

縦には長くなっているんですけども、それが今みたいに一番頂点の本部長さん、所長の指

示みたいなものが、そのままストレートに行くと、単に縦長の組織なんですね。だけども、

所長の指示は、例えばそのRCICがだめになったと、次の代替手段の高圧系がないんで減圧

していくと。減圧するときに、まず何を使うんだ、どうだ、こうだと、こういうところは、

この復旧統括がみんな握っているんですね。だから、一番上からいちいち所長が末端の人
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間に、あのポンプ動かせとか、このポンプ動かせとか、そういうことじゃなくて、復旧統

括がオペレーションとしては、その指示を出しているということなんで。 

 このシステムというのはそうらしく、縦から長くなりますけども、それぞれオペレーシ

ョンの権限は付加されるわけです。そのオペレーションの責任者に。そうじゃなくて、全

体を見て、もちろんベントだとかいろんなものがあるわけですね、海水注入とか。そうい

うところというのは、その戦略の所長が持っているということですので。 

 所長から一気に末端から行くと委員のおっしゃるとおり。だけど、そこで責任が役割に

応じて切り分かれていると、こういうふうに私も理解して、そういうふうに進めてきたの

で、そこは有効かなというふうに思っています。特に現象論としてはですね。一担当者が、

例えば発電班の何とか員がマイクを使って、所長、このポンプ起動していいですかとかと

言ってくるのは、そんなものは何で所長に、もうありとあらゆる情報があるのにそれはな

いだろうというようなところで、やってみるとこれは有効だなというふうに感じておると

ころでございます。 

○更田委員 両極端を例に挙げて見て、どちらが云々と言ってみても仕方ないとは思うん

ですけれども、一方で今の御説明だと復旧統括が、要するに司、司に任せるべきところは

任せてということだろうと思うんですが、そうなると全体の対応だとかの対応後の統合化

にいささか疑問があると。要するに、それぞれのところがそれぞれの責任に応じて独自に

という、もしくは、与えられた責任に応じた判断で対処していると。 

 それはいいんだけど、一方で、そこで何を行っているかというのを、今度は上に向かっ

て情報が統合されないと、あの部分は彼に任せてあるから、この部分は彼に任せてあるか

ら、彼女に任せてあるから、そういう形になるわけですよね。これはなかなか簡単ではな

いと思うんです。 

ですから、一概にこれ、ここで御説明された内容だけで、この平たい組織で、一人の人

間にワーッと集まってくることの難しさも事実ですけど、この縦長の組織というのが、な

るほど、これはいいなとすぐには思いがたいところがあるんですけれども。 

○東京電力株式会社（五十嵐） そうですね。委員のおっしゃるところもあって、日々改

良なんで、全てが、これが本当にすばらしいというところが――それだけじゃないのかも

しれません。我々も最初、悩みましたけども。 

 今の、例えば、個別のお答えになるんですけれども、オペレーションの決定権というの

は現場指揮官に与えるんですけど、うまくいっていないところは、これはやっぱり報告に
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上がるんですね、これは所長まで。だけどうまくいっているところは、オペレーションの

権限になります。 

 それから、あとその復旧統括という現場指揮官においては、所長からの命令において、

次が何、二の矢、三の矢は何だということを必ず戦略のブリーフィングで確認します。だ

から例えば、五十嵐、次の二の矢は、例えば消防車がだめだったら何を考えているんだ、

もしくはD/DFPがだめだったら何を考えているんだと。水源は、例えばここが破れたらタ

ンクからどう切りかえるんだと。それを全部、所長が確認をして復旧統括がわかっている

ということを前提に、オペレーションの決定権を与えます。オペレーションのその責任者、

復旧統括は、そのとおりやれていなければ速やかに所長に報告をして、2番目の消防車、

11台用意していたんですけど7台になりましたと。これは3台分不足かもしれませんという

ところで、そのために次は3号機にいる消防車をこっちに持ってきますというような、そ

ういう発話のような形になります。 

○安井緊急事態対策監 この話は、そのつまりICSというその組織の形態論だけではなく

て、今おっしゃったようなソフトウェアというんですか、運用論が強く絡んでいるはずな

んです。これは多分、米国の軍のシステムを使われて。下にあるこの三つのグループはJ1

とJ2とJ3のことだとは思いますけれども。したがって、これは、つまりICSがいいという

議論だけではなくてですね、その一体化した運用ノウハウとして議論をしていったほうが、

もっと生産的なんじゃないかなと思います。 

 そのためには、ちょっと今日のプレゼンだけでは、お時間も限られているせいもあるん

でしょうけれども、ちょっとこれだけだとよくわかんない意図があるなという。それから、

今までのシステムだと、きっとこういうところはうまく対応できなかったんだけど、今度

のはこういうことでうまくいったという部分と、プラスとマイナスがあると思うんですね。 

 もう一つ、柏崎さんは非常に基数が多いというのも大きな要素じゃないかなという気が

します。1機しかないところであれば、言ってみたら所長とユニット長ってイコールみた

いなもんですから。ちょっとそういう要素もあるのではないかと思います。 

 それからちょっと、これだけじゃないんですけど、2Fのほうにもありましたけれど、ブ

ラインド訓練なんかで情報が不完全で、それによってブラインドがうまくいかないという

話ありましたけど、あれは、実は、僕は東電のあのときの経験からしても、情報は絶対に

不完全なんだと。それから、情報は絶対にかみ合わないのだと、不整合なのだと。それで

も、その中から何かを探さなきゃいけないので。不完全な情報とか、不合理な情報が来る
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とスタックしちゃうという体制は、緊急時チームとしてはよくないのではないかと、不十

分なのではないかと思うのですが、いかがでしょう。 

○更田委員 今の最後の件に関しては、前回、第1回のPWR事業者の報告会のときも、一つ

の結論として、シナリオを与える際には矛盾した情報、あり得ないシナリオを与えましょ

うと、ある程度。荒唐無稽なものでは訓練にならないけれども、1F事故のときに経験され

たように、水位計にずっとだまされ続けたというのもありますから、正しい情報を得られ

ないことを前提に訓練しましょうというところがありましたので、それは一つの大きな教

訓だろうと思います。 

  

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） ちょっと1点。渡邉です。今のお

話を伺っていて一番心配なのは、ああいうふうに分けてしまうと、インテグレーションと

ディスカッションをどこでするんだと。要するに、それぞれのところが個別の責任を持っ

てやっていて、所長はそれをウォッチしているかもしれませんけど、そこに全ての権限を

与えること自体危険なものだと思うんですね。やっぱり、よそから見ているほうがわかる

というのは、必ずあるわけで。岡目八目じゃないですけど、必ずあるわけで。 

 そうすると、情報・状況のインテグレーションと、それから、そのディスカッションを

どの場でどういうふうにやっていくかというのをきちっと考えておかないと、多分、情報

の欠陥になってしまうというかすき間ができてしまう、そういうふうに感じるんですけど。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 御指摘のところは、よくこれからも我々、改善していか

なきゃならないと思いますけど、今ちょっと我々の理解としては、この絵でいきますと、

インテグレートのところは計画・情報統括というところになっています。すなわち、オペ

レーションのこの復旧統括がやっていることに対して、得ているパラメータでもって、そ

の方向が正しいのか、そういうことかというところは、ここが、俗に言う、ほかの電力さ

んは技術班とか技術評価班というのがここの人間になるかと思いますが、そこが直接、所

長に、今、復旧統括がやっていて、各号機のこの動きはこうだと。ここに対しては、例え

ばTAFF到達はこういう状況になっているとか、今、炉水は安定しているのでこうだという

ところは、このインテグレートして報告をしていく、もしくは戦略を考えていくというの

がこの計画・情報統括というのに与えておりますが。 

 今、渡邉さんがおっしゃったとおり、まだまだでも、これからやっていくためには、そ

ういうインテグレートしていくというところは、参謀的な人間、評価している人間みたい
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なところの能力付与とか役割というのは、もうちょっと考えていく必要があるところもあ

るのかもしれません。 

○更田委員 このICSに関しては、改善例というよりは、今の試みですね。改善なのか改

悪なのか、今の時点では何も申し上げることはできないと思っています。こういうのを試

みているということだろうと思いますし。 

 それから、東京電力は軍歴のあるデール・クライン氏の、どういう立場でしたっけ。ア

ドバイザーですか。 

○東京電力株式会社（五十嵐） はい。 

○更田委員 というようなアドバイスも受けておられる。ただし、これ、軍のシステムだ

からこそ、ちょっといかがなものかというところもあるだろうとは思いますので。今は試

みられているというところだというので、途上ということで伺っておこうと思います。 

 1Fについては、ただ、やっぱり対処というのは常に最速・最大限の努力をしていただき

たいと思います。 

 それでは、午前中は以上で。ありがとうございました。1時半に再開をしたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

（休憩） 

○更田委員 それでは、再開いたします。 

 中部電力のほうからお願いします。 

○中部電力株式会社（後藤） それでは、中部電力原子力部の後藤と申します。 

 今日、私ども原子力部と、あと浜岡の発電所の防災課の担当から、24年度の原子力防災

訓練の実施結果についてということで御報告させていただきます。 

 中身は、訓練の背景といいますか、概要、それから訓練の内容、それから評価、それか

ら今後に向けた改善点ということで、大体4部構成にしてございます。 

 概要ということでございまして、対象施設、3～5号機で、今年の2月8日、ほぼ1日かけ

て実施してございます。想定した災害につきましては、そこにありますように、大規模地

震と津波を起因といたしました全交流電源喪失事象、さらには、その先に圧力抑制機能喪

失ですとか、原子炉冷却機能喪失で、いわゆる原災法の15条事象に至るような原子力災害

を想定してございます。訓練した内容につきましては、そこの(1)～(7)に記載したような

通報訓練、避難誘導訓練等々、それから緊急時操作訓練、電源機能等喪失時の対応訓練を

行っております。参加した人数1,017人ということで、本店、こちらが確か56人ですか、
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それから協力会社さんは避難誘導訓練の避難する人間ということでございますけれども、

この481名を含んだ数字で1,017人ということでございます。 

 訓練の目的、ここに記載したとおりでございますけれども、まず一つは、大規模地震で

すとか津波を起因としました災害の発生時における実際に対策する組織、並びに要員の災

害対応に関する技能の維持・向上を図ること。それから、一部、津波対策工事で設備がで

きているものがございますので、そういったものを訓練条件に取り入れて、実際に機能し

ますかどうかということを確認するということ。それから、こういったことを確認するた

めの検証項目として、そこの(1)～(3)のとおりを評価するということで設定してございま

す。 

 これはちょっと体制的な話でございますけれども、メインとなるのは、この左のほうに

あります浜岡の原子力発電所でございまして、そこから、こちらに本店がありますけれど

も、本店、それから東京支社、静岡支店といったところに情報連絡をすると。あと、本店

と浜岡の間では、技術支援という形でメーカーさんへの支援をお願いするだとか、他電力

さんとの協定に基づく支援をお願いすると。この辺は模擬になりますけれども、そういっ

たことをやるということでございますし、ちょっと順が逆になりましたけれども、事象発

生の通報連絡について、社外の、本番であれば規制庁さんなり、地元の自治体なり、さま

ざまな機関がございますけれども、そういったところへの通報連絡を、今回は模擬という

ことでやってございます。それから、訓練の評価につきましては、訓練参加者以外から評

価者――これは社内の経営考査室だったでしょうか、そういったところから確か5人を評

価者として選任をして、実際の対応について評価をするということと、あとは防災専門官

さんにも――4人だったと思いますけども――見ていただくということであります。それ

から、あとは訓練が終わった後、参加者同士の反省会を行って、改善点の抽出を行うと。

こういったことで評価をしようということで進めてまいりました。 

 概要でございますけれども、シナリオ自体は公開いたしました。ただし、事象の一部、

後でもう少し説明いたしますけれども、実際に15条が何で起きるか、どういったタイミン

グで起きるか、どの号機で起きるか、そこはブラインドとして、運転員も含めて対応訓練

を実施したということでございます。想定した事象は、平日の勤務時間帯に地元の御前崎

市で震度6強を観測するような突発型地震が起きましたと。それから、あわせて津波も来

襲しましたということで想定をしてございます。発電所の状態につきましては、1・2号機

は廃止措置中と、3から5号機が運転中ということで想定してございます。あと、通信設備
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につきましては、NTT電話は地震発生時等々には当然錯綜し、携帯電話も同様でございま

すので、こういった通信設備は使えないということ。それから、PHSですとかページング、

インターホンは、PHS用の発電機、たしかございますけれども、そういったものが復旧す

るまでは、それは使用ができないということで、社内専用の保安電話ですとか衛星電話、

そういったものでの通信を行うという前提を置いてと。それから、現場の状況につきまし

ても、一部、建屋内照明が停電するであろうと。そういった状況下での訓練。それから、

緊急時対策所所につきましては、電源が自前のディーゼル発電機に切り替わるまでのごく

数十秒だったと思いますけれども、そういった間だけ停電させた訓練を行っております。

それから、現場の放射線下での作業ということも想定いたしまして、タイベックスーツな

どを実際に着て現場で動くと。そういった訓練も行ってございます。 

 これは時系列と各号機ごとの状態を簡単にまとめたものでございまして、今まで御説明

されました東北さん、東京さんとそれほど違っているわけではないんですけれども、9時

に地震が発生して原子炉が自動停止、それから変圧器の故障により外部電源を喪失したと

いうことで、非常用のディーゼル発電機がそれぞれ動き出すと。それから、原子炉隔離冷

却系で原子炉の注水を行うと。その後、9時20分の段階で津波が来襲いたしまして、発電

所敷地内が浸水し、その結果、海水系のポンプが止まると。それから、それに伴いまして

ディーゼル発電機がとまるということで、10条事象の発生と。約40分ぐらいして、津波が

概ね引いたところで現場の復旧活動を開始するといったところでございます。13時半とあ

りますけども、ここで訓練進行の関係上スキップさせてということで、電源確保ですとか、

代替注水をしている間に、見かけの時間では14時、それぞれ14時半と。実際には、これに

約2時間ぐらい後になりますけれども、その時点で、5号機と3号機でそれぞれ15条事象に

到達すると。最終的には、代替注水をして水位を回復する。シナリオとしては、そういっ

たシナリオであります。 

 これは今申し上げたことをプラントの図に落としたものでございまして、これは3号機

の事例でございます。バッテンが打ってあるもの、ECCS系のポンプ、高圧スプレイ系です

とか、低圧スプレイ系、余熱除去系のポンプ等々、それから、下のほうにありますけども、

隔離時冷却系ですが、これがしばらくの間は給水を続けたと。それが3号機でしたか、そ

れはこれが駄目になったのでということで、下のほうの最終的には補給水ポンプですとか、

可搬式の動力ポンプで注水するという想定をしてございます。 

 さて、ここからはしばらく訓練の内容につきまして簡単に御説明をいたします。 
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 一つは、まず通報訓練といたしまして、先ほど申しましたように、NTT回線が輻輳して

使用できないということを想定いたしまして、まずは社内の関係箇所、本店、東京支社、

静岡支店に対して、衛星携帯電話で実際に通報してみると。あと、社外の関係機関につい

ては、これは模擬でございますけども、それぞれ連絡を実施しましたと。これがまず通報

訓練でございます。 

 それから、避難誘導訓練。協力会社さんとの御協力をいただいたんですけれども、一番

左の写真にございますように、津波対策工事ということで、原子炉建屋の大物搬入口、水

密化を図っていまして、かなり分厚い扉になってございます。これが作業であいていると

きに大きな地震が来て、さてどうなりますかということを訓練したのがここでございまし

て、この写真で見えますけども、これ、5人います。5人の作業員でこの扉を閉めて、一時

退避先というのが、真ん中の写真が歩いて動いている状況ですけれども、一番右の写真に

ありますように、3号の排気塔のはしごを少し上って、大体20mぐらいのところだったと思

いますけれども、そこを一時退避先として指定いたしまして、そこに避難すると。そうい

った訓練を行ってございます。最終的には、この人たちはさらに外の開閉所のところに避

難をして、そこであわせて人員把握も行っておりますけれども、そういった避難先での協

力会社ごとの人員把握を行ってございます。 

 それから、一番下に書きました緊急被ばく医療訓練でございますけども、これは4号機

の燃料プールの水位を確認に行った作業員が現場で転んで歩けなくなったという想定で、

その人間を搬出していくといった訓練も行ってございます。 

 それから、モニタリング訓練といたしましては、簡易測定装置で風向、風速、大気安定

度を計ったりですとか、モニタリングカーでダスト・ヨウ素を測定してみると。それから、

今回、可搬型のモニタリングポストというのを確か7台導入してございますので、それで、

この写真にありますように、測定を行うと。そういった訓練を行っております。 

 それから、次に、対策要員の動員訓練といたしましては、下のほうの写真に緊急時対策

所の様子が出てございますけれども、平日の通常時間帯ではございますけれども、動員状

況の把握を行うと。 

 それから一番下、緊急時操作訓練でございますけれども、発電所敷地内にフルスコープ

のシミュレータが3・4号機用と5号機用、1台ずつございますので、実際に運転員が電源機

能喪失と――今回の事象と同じことを起こして運転操作を実施してみると。また、3号機

と5号機につきましては、シミュレータのデータを緊対所にそれを伝えると。それに基づ
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いて実際に判断をすると。プラントの状況を把握すると。そういった訓練を行ってござい

ます。 

 それから、電源機能等喪失時対応訓練としまして、次のページにかけて何点か行ってご

ざいます。炉心損傷防止の観点からは、逃がし安全弁の駆動用の窒素ガスを供給するライ

ンのラインナップを行ってみるだとか、原子炉への代替注水として補給水ポンプから行き

ますので、そのラインナップを行うと。それから、使用済み燃料プールの水位・水温の代

替監視方法を定めてございますので、それを実際に現場でやってみると。それから、原子

炉格納容器の除熱機能、ベントですけれども、ラインナップを行うということと、5号機

に関しては、少し作業を2カ所に分かれてやる場所がございますので、そこは今回導入し

ました有線系の通信手段で連携をとりながら情報伝達を行ってみると、そういった訓練を

行っております。ちなみに格納容器ベントラインの弁操作については、写真で示しますよ

うに、停電時ですとか夜間を想定いたしまして、こういった懐中電灯とヘッドライトをつ

けながら現場で実際に作業をしてみると。そういう訓練を行ってございます。あと、四つ

目の項目、原子炉ですとか使用済燃料プールへの注水をするための水源を確保するため、

今回は動力ポンプの設置とホースの敷設と、実際の注水は、個別訓練では行ってございま

すけども、このときにはポンプの設置とホースの敷設までを行っていること。それから、

電源確保に関しまして、災害対策用発電機というのを、確か全部で20台だったと思います

けれども、各号機の原子炉建屋の上のほうに置いてございます。一番右下の写真がその発

電機になりますけれども、ここから既設の電源盤へケーブルを敷設してみると。それから、

無負荷運転ですけども、実際に運転をしてみるというような訓練も行ってございます。こ

ちらにつきましても、一番下の写真にございますように、建屋の照明を落として暗い中で

も何とかできるねということを確認してございます。 

 それから、引き続き電源機能等の喪失時の対応訓練でございますけれども、先ほどPHS

で電源が復旧するまで使えない想定という前提で説明いたしましたけれども、PHS用の発

電機というのを準備してございまして、ここから電話交換機ですとか、そこへの電源供給

と受電操作と、実際に通話ができるかの確認。さらに重機、ホイールローダですとかクロ

ーラキャリア等4台を確保してございますので、そういったものを実際に動かしてみると。

瓦礫の撤去ということではないですけども、実際に動かしてつかんでみるとか、ダンプを

動かしてみると。そういったことをやってございます。その他、別シナリオですので、今

のシナリオにはあまり合致しませんけれども、原子力事業所災害対策支援拠点、これは今
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回の場合は発電所から大体20kmぐらい離れた掛川というところにある弊社の営業所でござ

いますけれども、そこから浜岡の発電所までロボットを運び、管理区域外ではありますけ

れども、原子炉建屋内でこのロボットの搬入をし、遠隔での操作を実施すると。そういっ

た訓練を行ってございます。こちらも照明は落とした状態でやっております。 

 以上、大体このような訓練を行いまして、評価でございます。(1)の災害発生時におい

て対策組織及び対策要員が災害対応を果たして実施できますかということの確認につきま

しては、ここに書きましたように、災害対応を実施できるというふうには評価してござい

ます。それから、この前の訓練で何点か改善すべきという点が挙げられていまして、それ

についてどうだということについてですけれども、まず、現場で使う資機材、貸し出すた

めに、従来は緊急時対策所の上の階にございます貸し出しブースというところを設けて、

実際にちゃんと手続をとってということでやっていたんですが、緊急時にそういったこと

もなかろうということでございまして、箱ごと班に渡すという形で、合理化を図ったとい

うのが一つ目。それから、当然、発電所だけでは足りない物資は、本店経由でさまざまな

ところへ調達の依頼をかけますけれども、その際の帳票を定めたということ。それから、

先ほど5号機のベントラインのラインナップで少し御説明しましたけれども、PHSが使用で

きないときの現場の間での情報伝達の手段の確保のために、有線系の通信手段を使ってみ

たといったことで、これらについて、いずれにしても今回の訓練では有効に機能するとい

うことを確認してございます。それから、津波対策工事等で新たに導入した対策設備の有

効性についてでございますけれども、中でも、絵をお示ししましたけれども、一つが大物

搬入口の緊急閉止と、それに伴う避難場所の確保ということで、このはしご、一時避難退

避先ですけども、そこをつくって、それがちゃんとできるかということの確認。それから、

可搬式モニタリングポストというのを導入いたしましたので、これを使って実際に測定で

きるかどうかといった確認を行いまして、いずれも訓練においては有効に確認できるので

はないかということで評価してございます。 

 改善点を抽出するのも訓練の大きな役割でございまして、この2月の訓練で抽出された

主な改善すべき点というのは、以下の3点かなと思ってございます。なお、これらにつき

ましては、既に改善を図っていまして、2カ月半ぐらい前、9月5日に総合訓練を行ってい

まして、その際には、改善を図った手順でやってございます。その際に指摘されたことで

すけれども、一つ目は、緊急時対策所と中央制御室、今回はシミュレータ室ということで

模擬になりますけれども、交流電源喪失と、そういった状況を考えますと、中央制御室で
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は外の状況がなかなかわからんということもございまして、実際に緊急時対策所から中央

制御室まで津波の状況等伝わっていなかったということがございました。したがいまして、

そこは緊対所から担当の連絡員等を派遣して連携強化を図ろうということで、対応を図っ

てございます。それから現場、放射線下での作業を想定して、全面マスクなりタイベック

スーツを装着する訓練をやるんですけども、そうなると、タイベックスーツを着ると誰が

誰だかわからなくなるということでありまして、当然、名前を書くような対応をとってい

たわけですけども、それがどうも徹底していなかったということで、これは実際にタイベ

ックスーツ等を着るところで社員が注意徹底するということで対応を図ってございます。

それから、緊対所の空調の切りかえということで、放射性物質が漏えいしたというときに

は、当然、空調の切りかえを行うわけですけども、そのタイミングがあまり明確に定まっ

ていなかったと。結果として、訓練の中では切りかえはできていましたけれども、その基

準の明確化を図るということで、今回、これを踏まえて、緊対要員にヨウ素剤を配付とい

うタイミングで切りかえるということで、明確化を図ってございます。 

 以下は、要素訓練、24年度に行われた要素訓練、モニタリング訓練ですとか、アクシデ

ントマネジメント訓練、緊急事態支援組織訓練――ロボットの関係ですか、それから電源

機能等喪失時対応訓練ということで、中身は先ほど御説明したものと少しダブっているも

のもございますし、もう少し詳細にわたって訓練を行っているものもございますけれども、

何回かの訓練を行っております。 

 あと、若干、将来に向けてということで、――中期的にどういうことをやっていくかと

いうのは当然今後の検討課題でありまして、今回、各社さんやられていることも踏まえ、

また今日、これからいただくであろう御意見も踏まえて、もう少しいろんなものを仕上げ

ていきたいと思っていますし、シビアアクシデントに対応する訓練、机上訓練としてはや

っていますけれども、今後、設備も入ってくるものですから、そちらも踏まえてというこ

と。何か先ほど議論でもありましたけど、誤った情報への対応と、この辺も、ちょっと、

どうやって取り入れているかというのは今後の課題かなとは思ってございます。 

 雑駁ですが、当方からの説明は以上でございます。ありがとうございました。 

○更田委員 ありがとうございました。 

 質問、御意見あれば。 

 大村さん。 

○大村審議官 規制庁、審議官の大村です。 
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 今回、訓練の参加した人数が1,000名程度、その半分ぐらいが協力会社の方ということ

ですが、特に事故の際に協力会社の方々が作業をしたり対応するというケースも相当ある

んじゃないかと思いますので、協力会社の人の訓練、習熟というのは非常に大事なポイン

トじゃないかなというふうに思います。 

 今回、協力会社の参加、恐らくもっともっと数は多いんじゃないかと実際は思うんです

けども、どういう考え方で選定をし、どういうところに配置をしたとかですね、協力会社

の参加の仕方なり、そういうところにちょっとどういった形でされたのかということにつ

いて、いろいろ工夫等あれば教えていただきたいなと思うんですが。 

○中部電力株式会社（森） 浜岡原子力発電所の森でございます。 

 協力会社の方とは、個別訓練という形で、もう訓練のほうを実施しております。例を申

し上げますと、可搬式動力ポンプによる注水訓練、こちらのほうは、協力会社の方の協力

を得まして、当社社員と一緒になって訓練を実施しております。また、ハイドロサブとい

う大容量送水ポンプにつきましても、現場での展開、それから注水まで、協力会社の協力

をいただきながら注水を確立していくということもやっております。 

 また、今後の課題ではありますが、直営でできることが目指すべき姿ではありますけど

も、ポンプモータの取りかえとか、そういったところもできるようにというところでの訓

練の助成も計画をしておりまして、今後、そういったことを進めていくという計画になっ

ております。 

 以上でございます。 

○大村審議官 普段からいろんな形の訓練をされていると思うんですけども、そういう中

では、大体、協力会社の人と一緒に共同でやっているというケースが多い総合訓練ではな

くて、普段のいろんな訓練についてはということですか。 

○中部電力株式会社（森） 浜岡原子力発電所の森ですが、今おっしゃられたとおりで、

先ほど申しましたそういったポンプの運転とか、大容量送水システム系、そういったもの

につきましては、普段の訓練の中から協力いただいて、ステップごとにやっております。 

○更田委員 いいですか。 

 三つ、一つはですね、7ページで、避難訓練だと思うんですけれども、これ、排気塔の

昇降用階段への避難というのがあって、これ、上へあがっていって、それで、これ、恐ら

く上へあがっていくというのは、津波を想定されてのことだろうと思うんですけども、ど

うやって戻ってくるんですか、これ。要するに周りの状況を把握して、そこに向かって連
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絡が行くのか、それとも下のほうを眺めていて、そろそろ大丈夫そうだといっておりてく

るのか、解除について教えていただきたいのが1点目です。 

 もう一つは、最後の訓練の教訓の一つだと思うんですが、緊対所と中操との間の連携に

改善の余地があると。これ、実際だと即応センターもここに関わってくるだろうし、それ

からERCもこういったやりとりの中に加わってくるわけですけど、ここに連携強化を図る

と書かれていますけど、もう少し具体的に、どういうことを考えておられるのかというの

を伺いたいというのが一つ。 

 三つ目はモニタリングなんですけども、モニタリング訓練で、ダストであるとかヨウ素

濃度の測定を行うということですが、モニタリングで得た情報というのが、速やかにどこ

で集約されるかたちになっているのか、即応センターなりが測定して、速やかに把握する

ようなかたちになるのかどうかということについて教えていただきたいと思います。 

○中部電力株式会社（森） 浜岡原子力発電所の森です。お答えいたします。 

 まず、1点目の御質問ですが、排気塔への昇降階段の避難解除につきましてお答えいた

します。こちらのほうは、内閣府の公表されたシミュレーションに基づきまして、地震発

生から津波到達までの時間、それから発電所内に防波壁、18m、これから22mにかさ上げを

行いますが、それを越波した波が発電所敷地内から引いていくまでの時間、こういったも

のを弊社、シミュレーションを行いまして、その時間というのを参照しております。その

時間が、地震発生後20分に津波が到達、それから到達から30分後に20cm以下まで下がると

いうデータに基づいて訓練のほうを想定いたしました。こちらのほうへ逃げた後は、ここ

の排気塔でもシミュレーションの敷地の浸水深さ、最大でも1m弱でございまして、避難し

ていただいた方には、下の状況、それから、この後に逃げるべき500kVの開閉所というと

ころにスクリーニングポイントを設けておりますので、そこまで下の状況を見ながら避難

していただく。また、現場の収束状況を見にいったアクセスルートの確認要員がそちらも

確認しまして、もし上に取り残されているような場合は、本部と連携して救出の手だてを

検討すると。そういったこととしております。 

 また、2点目につきましては、中操と緊対所との連携、こちらに書かさせていただいた

のは、当時の訓練の反省ということで、津波監視人という者を高台に設けまして、その監

視人からの情報を緊急時対策所のほうに逐次情報を入れることになっております。ただし、

その情報というのは緊急時対策所だけで把握をされて共有をしておりましたが、中央制御

室のほうには情報が行っていなかったということで、この情報を、当時、そのときの通信
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手段、使えるものとして設定しました保安電話等を用いまして、中央制御室との情報交換

を密にするというところでの連携強化という意味合いでの記載でございます。また、おっ

しゃられましたとおり、ERC、それからオフサイトセンター、それぞれ連携強化、通信・

情報共有というのも課題ではありますが、例えばオフサイトセンターですと、そういった

一般的な通信設備が頓挫した場合には、可搬型の衛星のテレビ会議システムというのがご

ざいまして、そちらのほうを持ち込みまして、緊急時対策所とオフサイトセンターを結ぶ

訓練、そういったものも実施してございます。 

 3点目のモニタリングにつきましては、今回の想定では、可搬型モニタリングポストと

いう、導入した7台のもののうちの1台を使って、通常の敷地内のモニタリングポストがデ

ータ伝送不能になったという、そういう想定をいたしました。この可搬型モニタリングポ

ストを現場のほうに運びまして、バッテリー駆動で駆動するものですから、こちらのほう

で放射線を測定しまして、このデータというのは、衛星通信回線で、緊対所本部のほうの

拠点、こういったところで対応するのは放射線管理班と、そういった班のPCのほうに伝送

するということで、状況を把握して、本部の中で共有していく、そういったものでござい

ます。 

 以上です。 

○山本審議官 審議官の山本でございます。 

 ちょっと細かい点をお伺いしますが、放射線管理の観点からちょっとお伺いしたいんで

すけれども、放射線の管理、例えばこういう緊急事態が生じた場合、作業者に現場に出て

いただくわけですけども、放射線の評価というのをこの訓練の中でどう位置づけられてお

られるのか、あるいはやっておられていないのか。 

 それから、タイベックスの改善の話がありましたが、作業をされている方が戻ってきた

ときのスクリーニングであるとか除染とか、こういったところについての訓練というのは

どうお考えなのか。 

 その2点、ちょっとお伺いできればと思いますが。 

○中部電力株式会社（森） 浜岡原子力発電所の森です。お答えいたします。 

 最初の御質問の放射線の防護指示でよろしかったでしょうか。まず環境モニタリング、

例えばモニタリングポストという、今、既存のそういったデータの評価、それから、そう

いったものが使えなくなった場合の、先ほど申しました可搬型のモニタリングポスト、そ

れからモニタリングカーというものを使いまして、環境モニタリングのほうを測定いたし
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ます。また、そのデータを評価する放射線管理班というところで、そういったデータをも

とに、緊急時対策所の前面でも、そういった簡易測定をするんですけども、そういったデ

ータをもとに、放射線防護措置といったものが適切なのかというのを検討した上で、緊急

時対策所から現場へ要員を派遣する上で、もう既に装備を持参させていくという形にして

おります。また、そういったところでの貸し出し、それから行った要員、被ばく線量とい

うのを管理できるような帳票も用意しておりまして、緊急時対策所から現場に向かう際に

は、そういったものの記入、誰が現場に行っているのかの把握、そういったものを実施し

ております。 

 それから、もう一点が、現場でそういった形で活動してきた人間が緊対所に戻ってくる

ときでございますが、我々の緊急時対策所につきましては、中越沖地震以降、新しく免震

の緊急時対策所を建築しておりまして、その中には除染室もございます。緊急時には、先

ほども報告の中で御説明いたしましたが、空調も、そういったチャコールを通す原子力災

害時の空調に切りかえるとともに、出入り口管理をしまして、1カ所の除染室というとこ

ろで出入り管理をするようになります。その除染室には、除染用のシャワーもございまし

て、そこでスクリーニングを実施して、もし汚染が認められた場合には、そこでシャワー

をして除染をすると。それで、そういった汚れを落とした者から中に入ってくると。緊対

所自体は正圧管理されておりまして、空気の流れは外へ外へ逃げる方向に管理をされてお

りますので、そういったところでも、汚染が中に持ち込まれることがないように、放射線

管理のほうをやっております。 

 以上でございます。 

○安井緊急事態対策監 緊急時対策監の安井です。 

 この13ページ以降の要素訓練の一覧表を見ますと、ほとんどが習熟訓練に、これはもち

ろん回数が多いのはよくわかるんですけど、2番のアクシデントマネジメント訓練のとこ

ろなんかは、ストラテジーの確認とか、応急復旧手段の確認とか、ある意味、おさらい的

要素が多いわけですけれども、見えにくい状況で、いわば事態を判断して把握して、どん

な手だてを打つかというのを選択していく必要があるわけです。これは対象者は少ないか

もしれないけれど、その中核メンバーの力量が明暗を分けていくわけなんですが、ちょっ

と見た感じ、そういう要素はあまり織り込まれていないように思うんですけれども、それ

は今、どんな検討状態になっているんですかね。 

○中部電力株式会社（森） 浜岡原子力発電所の森でございます。 
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 アクシデントマネジメント訓練につきましては、こちらに記載のとおり、ガイドライン

に従いまして、まず、福島の事象のような、何も見えなくなった状態というものの前に、

どういったものを使って炉心損傷を判断していくかという、ある前提を確認する習熟訓練

と位置づけております。これが見えないからここを復旧するんだ、そういったところで頭

のロジックを働かせるようなふうに持っていければというふうに考えております。 

 こちらの訓練、実は昨日、一昨日、計画していまして、実施をいたしましたが、メンバ

ーを、発電所長が入るチームと、副原子力防災管理者である代行者のチームと日を分けま

して、そういったものの中で、人数を割と制限したような形の中で対策を練っていくと。

ガイドラインに従って、フローに従って、こういった場合にはどうなのかというところを

ディスカッションしながら、頭の体操をしながら進めていく訓練という位置づけに現在は

なっております。 

 ただ、緊急事態対策訓練もそうですが、今は、最後に原子炉注水手段が復旧して終わり

という、ハッピーエンドで終わるようなシナリオが多くなってございますので、そういっ

たことではなくて、先のシビアアクシデントに至った総合訓練というようなものも現在検

討課題であるというふうに認識している次第でございます。 

 以上です。 

○安井緊急事態対策監 少数の人かもしれないけれども、シナリオの確認をするだけでは

ない人材の確保をしていかないと、必ず、不測の事態だから事故、変な言い方ですけれど、

事故というのは、シナリオを超えたところにならない限り通常事故にはならないので、ち

ょっとそういう視点が要るのではないかというふうに私は思っておりまして、だから、今

のお話だと、そこまでは届いていないという、こういうことですかね。わかりました。 

○更田委員 ほかにありますか。 

 渡邉さん。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） すみません、二つお伺いしたいん

ですけど、一つは、今、要素訓練の中を見ていたんですけども、召集訓練みたいなものが

入っていないんですが、それがまずどうなっているのかということが一つ。 

 それから、もう一つは、制御室が実際に使える状況で訓練をしたのか、それとも制御室

が使えなくなった状態を考えて訓練を行ったのかという、この2点、お伺いいたします。 

○中部電力株式会社（森） 浜岡原子力発電所の森でございます。お答えいたします。 

 まず、1点目の御質問の召集訓練ですが、実際の今回報告させていただきました訓練の
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当日には、平日・昼間帯ということで、参集という点では、緊急時対策所のほうに事務所

から集まってくると。そういった想定でございました。また、夜間という意味では、地元

（御前崎市さん）の訓練に同調させていただきまして、これは開催日時をブラインドで召

集訓練もやっております。それから、現在やっておりますのが、発電所員の召集の確認と

いう意味合いで、「モバイルi-Call」というのを携帯に発信するようになっておりまして、

発電所で事故・故障等が発生した場合には、個人の携帯、会社の携帯のほうに、「事故が

起きました。参集してください」というようなメッセージを打つことになっております。

それのデータの確認ということで、今年度は毎月1回、ブラインドで何人が来れるかと。

これはモバイルですので、携帯での応答の確認で、今どこにいる、この時間だったら何人

召集できるというデータの現状構築をやっている次第でございます。これは今年度毎月実

施をしております。 

 それから、2点目が中央制御室でございますが、このときはシミュレーションを活用し

まして、中央制御室では操作ができる状態でした。あと想定いたしましたのは、実際に電

源が落ちて、非常用照明に切りかわる、それの非常用照明からの直流電源の負荷軽減とか、

そういったものの手順に従った操作というものを実際にやっておる次第でございまして、

この訓練では、中央制御室使用不可というところまでは想定をしておりません。ただし、

中央制御室ではないんですけども、緊急時対策所が使えなくなった場合の代替指揮所の設

営訓練というのはやっております。 

 以上でございます。 

○水野防災専門官 原子力防災課、事故対処室の水野と申します。 

 1点確認させていただきたいんですが、今回、シナリオのうちブラインド訓練を一部取

り入れたということでお聞きしておりますが、そのブラインド訓練に対する評価というも

のは、11ページの(1)ということでの評価になるんでしょうか。私の考えだと、ブライン

ド訓練をすると非常に混乱する場面が見受けられると思うんですが、実際の評価及びブラ

インド訓練等の何か設定方法というものを教えていただけたらというところがあります。

お願いします。 

○中部電力株式会社（森） 浜岡原子力発電所の森でございます。お答えいたします。 

 ブラインド訓練につきましては、我々もちょっと悩ましいところがございます。これが

正直な思いでございます。まず、今、浜岡原子力発電所でやっている、目の前にしている

目標は、シナリオどおりに決められた手順で決められた任務を全うできるかどうか、まず
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これを習熟することを目標としております。これがきちんと基本的なベースができ上がっ

た上で、ブラインドという形の移行にというふうに考えております。また、今回一部取り

入れましたブラインドにつきましては、15条にどのように至るかという点ですが、こちら

の訓練評価で言いますと、おっしゃるとおり(1)の部分でして、災害対応を実施できるこ

との確認ということでございます。 

 先ほどから他社さんの報告をお伺いしていまして、同じような思いでお聞きしておりま

したのは、やはり誤った情報とか、そういったところでの訓練というものの必要性も非常

に痛感をしているところでございますので、また今後、訓練の高度化、それからよりよい

訓練というふうなところでは、そういったことも取り入れていきたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○更田委員 ほかにありますか。 

 梶本さん。 

○独立行政法人日本原子力基盤機構（梶本） そのブラインド訓練のところで、時間のカ

ットのところ、時間をスキップするというところですが、これは限られた時間の中でやる

訓練なので仕方がないところではありますが、こういうブラインド訓練がどんどん進んだ

ときに、訓練時間で、途中で時間をスキップされると、状態を把握しようとして予測して

いる側は、全く状態が見えなくなってしまうんです。そういうことがたびたび起きると思

いますが、今回、この結果の中でも、幾つかそういう意見は出ているんだろうと思います

が。ですから、やっぱりブラインド訓練については、よほど事前に計画して、何をブライ

ンドにするかとか、そういう非常に計画的に動かないと、本当に混乱だけが生じるという

ふうに思いますので、今後、ブラインド訓練をやるときには、ちゃんとしたデータに基づ

いて、どこの部分がカットされているということをしっかり考えた上でやるというのが必

要なことだろうと思います。 

○中部電力株式会社（森） 浜岡原子力発電所の森でございます。 

 御提言ありがとうございます。おっしゃるとおりでして、ブラインドをやる上でも、発

電所の今回の訓練の対象者の力量を上げるのはもちろんのことでございますが、事務局の

ですね、運営する側の力量も、もちろん向上していかなければいけないと思っております。

そういったところでも、臨場感のある、実態に則した訓練、そういったものを持たせてい

かに訓練にさせるか、そういったことも考えながら、今後も訓練のほうを計画していきた
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いと思います。 

 以上です。 

○更田委員 この6時間スキップに関しては、訓練の目的にもよるだろうと思うんです。

ある種、いいアイデアでもあると思うのは、全て実時間に沿ってやると、訓練の頻度もな

かなか確保できないだろうし、それから、後段の部分の訓練をやろうとすると、シナリオ

の中にある時期、スキップを持たせるというのは割と合理的なアプローチだと。実は事象

を早く進展させるために、シナリオが、荒唐無稽なシナリオで訓練をやってしまうよりは、

ずっといいだろうと思うんですね。 

 前回、ちょっと内輪の話になりますけども、給水がとまってから炉心が溶けるまでがむ

ちゃくちゃ速いようなシナリオで訓練をやってしまいまして、あり得ないシナリオでやる

ぐらいだったらば、こういった6時間スキップだとか数時間スキップというのを設けると

いうのは一つのアイデアではあって、試みとして決して悪いとは思わないんですけれども。

一方で、より現実に則したという訓練というのも、これは要するに総合的に考えていただ

ければいいのだろうと思います。 

 他電力のほうから、何か御意見か御質問があれば。いかがですか。 

 小笠原さん。小笠原さん、どうぞ。 

○東北電力株式会社（小笠原） 東北電力の小笠原です。 

 我々、やっぱり対策本部の中の、先ほど東電さんのICSの導入というのもありますけど

も、どういった形で対策本部の中を運用しているのかということ、結構興味があるところ

ではございます。 

 特に中部電力さんの訓練の中で、例えば3から5号機同時被災といったときに、号機ごと

の管理体制をしきながらやっているのかどうかというのが1点と、それと、あともう一つ

につきましては、これは我々、訓練をやるときに非常に悩むんですが、いろんな班から報

告がどっと上がってきまして、情報が錯綜する中で、先ほどの東電さんのやり方ですと、

少し情報を絞って、ブリーフィングの時間を持っていたりするというので、そういったや

り方も非常にいいやり方ではないかなと思ったりも、先ほど感じたんですけども、中部電

力さんのほうでは、その辺の本部の運用で何か工夫されている点とかあったら教えていた

だければというふうに思います。 

○中部電力株式会社（森） 浜岡原子力発電所の森でございます。お答えいたします。 

 我々も実はそこを悩んでいるところでございまして、我々の発電所は、3・4・5号機、3
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号炉ありますけども、やはり本部長に情報、それから権限の集中ということで、外部の評

価者からも御指摘をいただいております。そういったところの負荷軽減化、これは先ほど

御報告されました東北電力さん、東京電力さんと同じ悩みでございます。また、東京電力

さんの先ほどの報告、お伺いしておりまして、ICSというシステムも、いい体制でやられ

ているなというふうに、私、個人的には感じた次第でございますが、そういったものを含

めながら、よりよい形にしていければと思いますが、現在のところは、号炉の担当という

のを発電所の本部、本部長が本部席内という部長クラスに任意に号炉担当を指名します。

この任意といいますのは、既に、もう例えば3号炉は誰々というふうに決定してしまいま

すと、その者が参集できなかった場合には対応できなくなってしまうというリスクがあり

ますので、誰でもそういったことができるようにということで、号炉担当、情報のまとめ

ということで、部長クラスを任命する。そういったものを訓練の前提のところでやるよう

になっております。おっしゃるとおり、同じような悩みを抱えておりますので、また今回

の報告会も含めて、よりよいものを構築していければと私も思っておる次第でございます。

よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○更田委員 よろしいですか。ほかにどうぞ。 

○東北電力株式会社（小保内） 東北電力の小保内です。 

 スライドの7ページで、避難誘導訓練の中で、原子炉建屋の大物搬入口の入り口扉を緊

急閉止というのがあるんですけれども、これは確かに非常に実務で考えると重要なポイン

トだと思います。幾ら水密対策とかをしていても、ここで失敗しちゃうと、全てパーにな

ってしまいますので。そういう意味で、これについていろいろ苦労している点とか、うま

くいった点、そういうことがありましたら、ちょっと教えていただければと思います。 

○中部電力株式会社（森） 浜岡原子力発電所の森でございます。 

 こちらの写真にございます大物搬入口の扉、この形に至るまでも試行錯誤を実はしてお

りまして、まず第一段階は、3.11以降、パネルを下から上へ積み上げるような形で、耐波

圧ということで考えて扉を構築しました。ただし、これは非常に作業効率性が悪いという

ことで、もともとそういったパネルにしましたのは、福島第一原子力発電所の観音扉がや

られているというのをお聞きしまして、そういった形にしたんですけども、結局、そうい

ったものの作業効率性、またパネルを1枚ずつ入れるためにはクレーンが必要ということ

でございまして、こういった形の観音扉にまた戻しておることになります。ただ、この扉、
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7m×7m、重さ40tある扉でございますが、御覧のように5人、もしくは3人ぐらいでも扉の

閉止というのが可能でございます。この外扉は耐波圧構造の扉でございまして、この内側

に6m×6m、重さ20tの水密扉、この内側にもう一つ設けてございます。ここで作業をして

いて、閉めて逃げるということで、今回のほうは、訓練のほうの計画をさせていただいて

避難訓練を実施したということでございます。 

 以上です。 

○東北電力株式会社（小保内） ありがとうございました。 

○更田委員 ほかによろしいですか。 

 先ほど緊対所の中でいろいろ錯綜すると。これ、緊対所だけでなくて、私たちのERCの

ほうであっても同じような問題、というか悩みを抱えていて、非常に具体的に言えば、例

えばクロノロジーのつくり方とか、それから今のプラントの最新の状態をどう見るかと。

SPDSであるとか、ERSSを見ていても、ぱっとつかみにくいところがあって、それからクロ

ノロジーだとどう書いていったらいいか。通常、一番簡単だとホワイトボードにだあっと

書いていったりもするわけですけども、それもだんだんわからなくなってきて、前回、

PWR事業者とこの報告会をやったときは、模造紙みたいなものを、あらかじめフォーマッ

トを用意しておいて、それから上へどんどん張っていくという形で現状を見るというのが

割と見やすいんじゃないかと。ただ、クロノロジーも、先ほどチャットシステムのような

ものがありましたけれども、あれに似た感じで、どんどん打ち込んでいくというやり方も

あるけれど、これ、純粋に割と技術的な話なので、ソフトウェアなり何なりが整備されれ

ばと思うところもあるので、ここら辺は非常に具体的な課題として議論を続けていければ

と思っていますし、これは本当に共通した課題なので、まとめてやっていきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 それでは、ありがとうございました。 

 続いて、北陸電力のほうからお願いいたします。 

 

○北陸電力株式会社（高橋） 北陸電力の高橋です。 

 当社は、先週土曜日に本店も入れました総合訓練を行ったばかりなんですけれども、本

日は、半年前にやりました発電所の総合訓練の内容について御説明させていただきます。 

○北陸電力株式会社（村杉） 北陸電力の村杉です。 

 それでは、資料に基づきまして御説明させていただきます。 
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 まず、「はじめに」といたしまして、志賀原子力発電所では、福島事故以降、現場での

実働訓練を繰り返し実施しておりまして、実効性の向上に努めております。平成24年2月

には、厳冬期・夜間における現場での実働訓練も実施しております。平成24年度には2回

総合訓練を実施しておりまして、今回報告いたしますのは25年3月の訓練です。この訓練

は、新たに配備をいたしました大容量電源車等の実働訓練を中心に、発電所のほうのみで

実施した訓練でございます。 

 こちらは志賀原子力発電所の概要でございまして、後ほど主な訓練場所を説明するに当

たりまして参考になるかと思い、鳥瞰図を載せてございます。発電所の前面には、防潮堤

といいまして、標高15mのものがあります。原子炉建屋は標高21mのところにございまして、

そちらのほうに電源車等を配備してございます。 

 次に、訓練の概要でございますが、実施した日時は25年3月12日、8時40分から11時40分

でございまして、志賀原子力発電所のほうで77人の方が参加して訓練を実施しております。

訓練の内容につきましては、こちらに記載のとおりでございますが、通報訓練、避難誘導

訓練等、あとは電源機能等喪失時の対応訓練といたしまして、大容量電源車ですとか大坪

川ダム、これは後ほど御説明しますけれども、淡水源からの緊急取水訓練、こういったも

のを実施してございます。 

 こちらが主な訓練場所でございまして、先ほど御説明した鳥瞰図を少し平面で見てござ

いますけれども、こちらのほうに大坪川ダムというものがございまして、貯水池になって

おります。こちらのほうから淡水を引きまして、こちらの耐震性貯水槽、こちらのほうに

水を持ってきまして、ここから消防車で注水するという訓練をしてございます。あと、こ

ちらのほうに大容量電源車を配備してございまして、こちらのほうからの給電訓練を実施

してございます。 

 続きまして、訓練の目的でございますけれども、この訓練につきましては、大規模地震

及び津波への対応力向上として、以下の項目を狙いとして実施をしてございます。四つご

ざいますけれども、一つ目は、まず発電所のほうの組織の技能向上及び習熟でございます。

二つ目は、福島事故以降、強化を重ねてきております安全強化策の有効性の確認でござい

ます。三つ目は、運転員を含めまして、本部と現場間の連携、こちらに主眼を置きまして、

本部－現場間の情報共有が確実になされているかということを確認したいというものでご

ざいます。四つ目は、大津波警報が発令された際の避難誘導、こちらを確認するという、

この四つを狙いとして訓練を実施してございます。 
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 想定事象につきましては、こちらに記載のとおりでございますけれども、1号機が定検

停止中、2号機が運転中という前提で行っております。能登半島沖の地震を起因といたし

まして、こちらにありますように津波も発生するということで、津波については、地震発

生後から約25分後に到達するという前提で実施しております。あと、地震による被害とし

まして、変電所のほうの故障によりまして外部電源が喪失すること。あと構内の耐震B・C

クラスの設備、これが機能喪失になること。構内道路につきましては、通行不能となるよ

うな被害は想定してございません。あと通信設備につきましては、携帯電話、あと屋外で

のPHSは使用できないという訓練上の制約を設定して訓練に当たってございます。 

 事象進展のシナリオにつきましては、こちらに記載のとおりでございまして、8時40分、

こちらで地震によって2号機がスクラムします。外部電源が喪失しまして、非常用のディ

ーゼル発電機が起動しました。2号機のほうは、RCICにより注水が行われているというの

をスタートといたしまして、大津波警報発令後、津波が9時5分に襲来します。こちらのほ

うは、防潮堤ができているということもありまして、浸水の被害は想定しておりませんで、

逆に引き波によって潮位が低下することによって、9時25分に、こちらのほうですね、海

水系を手動で停止するという想定で、2号機が除熱機能喪失に至ったということで10条と

してございます。こちらに伴いまして、非常用ディーゼル発電機も手動停止をしますので、

全交流電源が喪失し、5分継続をもちまして、2号機の全交流電源喪失に至ったということ

を想定してございます。9時40分以降、こちらに書いてありますような現場の訓練を行っ

ているということでございまして、津波の収束に伴いまして事象が収束するという想定で

訓練を行っております。 

 こちらは御参考までに載せてありますけれども、志賀原子力発電所での安全強化策の概

要を書いてありまして、この点線で囲んである部分、これが今回の現場の実働訓練で使っ

たものでございまして、大容量電源車ですとか、あと消防車、あとモニタリングカー、こ

れも2台新しく追加しておりますので、このモニタリングカーによる所内モニタリングを

実施しているというものでございます。 

 こちらは訓練の内容を少し細かく書いてございますけれども、通報訓練ですとか避難誘

導、モニタリング訓練につきましては、今ほど申しましたように、モニタリングカー2台

を用いまして、周辺監視区域境界付近において線量等の測定を実施してございます。あと、

アクシデントマネジメント訓練といたしまして、全交流電源喪失した場合に、本部のほう

でどのような状況把握が必要となるかということを机上で確認をしてございます。内容と
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しましては、緊急時の通信手段としてどのようなものが利用可能であるかということ、も

う一つは、非常送水作業あるいは電源確保作業、これがどのような工程で行われているか

ということを確認したものでございます。 

 こちらは現場の実働訓練でございますけれども、大容量電源車による給電訓練、こちら

は軽油タンクから大容量電源車のほうに燃料補給ラインを接続いたしますので、燃料補給

ラインの接続と、あと大容量電源車の起動を行っております。あと、こちらは先ほど申し

た大坪川ダム、このダムのほうに水中ポンプをおろしまして、ホースを引きまして、耐震

性貯水槽のほうまで水を送水するという訓練を実施してございます。 

 こちらはその続きでございますけれども、今度は耐震性の貯水槽のほうから屋外消火系

ということで、1・2号機の原子炉建屋の外側についてあります代替注水入口弁、こちらの

ほうまでホースを展張いたしまして、充圧をするということでございます。あと、最後に

④でございますけれども、本部－現場間の連携といたしまして、今回、PHSが使えないと

いう想定で実施しておりますので、ノーベルフォンを用いまして、運転員と各現場、この

連携を確認してございます。二つ目は、プラント状況に応じましてパラメータの監視を強

化し、これを運転員から本部に報告するということをやってございます。あとは中央制御

室及び各現場から本部に状況が上がってきますので、本部のほうで情報を共有し、逐次、

現場状況を把握していくという訓練を実施しております。 

 続きまして、訓練の評価方法でございます。今回の訓練につきましては、三つのポイン

トで評価をしておりまして、まず評価者による評価でございますけれども、評価者は所員

から選んでございます。所員の中で、本部長ですとか各機能班の班長のようにラインとし

て対応を行う者以外の者から知識・経験を有する者として選定をしておりまして、今回は

本部長代理であります所長代理、あとは副本部長になります部長クラス、ここから選定を

しております。評価に当たりましては、あらかじめ評価シートというものをつくりまして、

この評価シートの観点でそれぞれ評価者がチェックをし、良好点と改善点を洗い出すとい

うことを行ってございます。なお、評価シートにつきましては、体制面ですとか、計画面、

あと設備、要員、こういった分類ごとに、あらかじめ着眼点というものを設けまして、そ

れぞれに対してチェックを行っております。あと(2)は、訓練終了後に反省会によって同

じように洗い出すこと。あと、最後に各訓練ごとに実施責任箇所がございますので、こち

らのほうで報告書を取りまとめ、その中から良好点・改善点を抽出するというものでござ

います。 
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 訓練の結果でございますけれども、全体としましては特に支障がなく遂行できておりま

すので、有効性は確認できたのではないかという評価をしております。また、重点を置い

た訓練項目につきましても、特段の問題なく適切に行われているというような判断をして

ございます。大津波警報発令時の避難誘導訓練も同様でございます。 

 ただ、このような訓練の結果の中で、改善事項として挙げているものが以下の四つでご

ざいまして、まず一つ目は、対応が輻輳する初動対応時、特に津波のときのような同時多

発的に対応するような場合、こういう場合に各班の対応に抜けがないように、あらかじめ

チェックリスト化しておこうというものが一つ目でございます。二つ目は、大容量電源車

2台ございますけれども、こちらのほうに燃料供給用のホース等を接続するわけでござい

ますが、大容量電源車あるいはこういったホース等の資機材に、号機ごとの識別表示をし

たほうがいいというものが二つ目でございます。それから、三つ目は、現場で弁操作を行

うに当たって、全面マスクをつけて実施してございますが、マスクをつけますと視界が遮

られるということで、弁の表示がなかなか確認できない状態もあるということでございま

したので、弁の表示の取りつけ位置を変更することによって、さらなる視認性の向上を図

ってございます。四つ目は、大津波警報発令時の避難でございますけれども、避難誘導の

人が行って避難させるだけではなくて、作業員が自らの判断で避難できるように、避難経

路あるいは場所を含めた、こういった避難の運用を周知徹底するということを改善として

挙げてございます。 

 なお、参考までに、こちらは要素訓練の表でございまして、昨年9月19日以降、昨年度

末までには246回の訓練、ここに書いてございます個別の訓練を実施しているというとこ

ろでございます。 

 説明は以上となります。 

○更田委員 ありがとうございました。 

 御質問、御意見あれば。 

○安井緊急事態対策監 緊急時対策監の安井です。 

 これ、北陸さんのこの訓練シナリオは、SBOになってから2時間で復旧になっていて、炉

心損傷にも至らず、回避しておしまいって、そういうものですか。 

○北陸電力株式会社（村杉） 北陸電力、村杉です。 

 今ほどおっしゃられたとおりでございまして、今回は現場の大容量電源車とか耐震性貯

水槽を用いた現場訓練をメインにしていた関係上、想定はそのようにしたということでご
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ざいます。 

○独立行政法人日本原子力基盤機構（梶本） 今回、大容量の電源車等の訓練に主眼があ

りますということでしたが、この電源車を運転されるのは職員の方でしょうか。あと、こ

れを運転できる方は何名ぐらいいらっしゃるんでしょうか。 

○北陸電力株式会社（河村） 志賀原子力発電所の河村です。 

 操作する者は、発電所の所員でございます。主に発電課の運転員、あとは電気保修課の

者が、全ての者が操作できるような訓練を個別でも実施しております。 

○安井緊急事態対策監 すみません、安井ですけれども、シナリオも別にブラインド性も

なくやられたということですか。 

○北陸電力株式会社（村杉） 北陸電力、村杉です。 

 おっしゃるとおりで、今回の訓練につきましてはシナリオベースで、現場メインでやっ

てございます。 

○安井緊急事態対策監 ちょっと、やや機材への習熟訓練の域を出ていないという感じを

非常に強く受けるのと、それから、訓練の踏み込みも、2時間でまあまあハッピーエンド

になっているんでしょうけれども、なかなか限界とか、非常に、いわば途中の、他社さん

にもあったような、新しい、よくない展開も込めた予測をするとか、そうした要素をこれ

からもっと取り込んでいくべきじゃないかという議論は社内にないのかなというのが一つ

と、それから、そういう訓練だと、多分、いわば緊急時対策所が、指揮所なんかにおける

混乱なんかもあまりないので、ちょっと、あまり新しいというとあれですけど、自分たち

の要素を掘り出すところにまだ至らないレベルのものではないかというふうに思うんです

けど、所見はいかがですかね。 

○北陸電力株式会社（高橋） 冒頭にも申し上げましたが、半年前の今回の報告対象とし

て用意しましたのは、こういう内容なんですけれども、先週行いましたものは半ブライン

ドで、本店との連携等々、先ほどいろいろお話ありましたけれども、「なるほど、我々と

同じ悩みで、我々も考えている方向性は間違っていないな」というところまでは来たかな

という感じは持っております。 

○北陸電力株式会社（村杉） 北陸電力、村杉ですけれども、今ほど言われましたように、

先ほど来話が出ています矛盾するデータとか、予期せぬ状況とか、そういった状況変化を

与える訓練まではまだ至っておりませんので、こちらのほうは今後考えていく必要がある

かと思います。ただ、できるところからいろいろ取組をしているという途中段階のところ
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もございまして、今後頑張っていきたいと思っております。 

○水野防災専門官 原子力防災課、事故対処室の水野と申します。 

 評価についてちょっと教えていただきたいんですが、評価シートをあらかじめつくって

おくということで、あと4項目の評価項目がございますが、そこで計画というところが入

っております。訓練の評価において、現場を見たところでの計画というのは、どういった

ことを評価なさるんでしょうか。事前確認という意味での計画ということになるんですか。 

○北陸電力株式会社（村杉） 北陸電力、村杉でございますけれども、今回の評価に当た

りましては、計画というのは、例えば手順が文章化されていて、本部で使える状態になっ

ているかとか、そういったところを訓練当日に確認するというもので、今、水野さんが言

われたように、事前のほうで計画ができているかという確認をするということではないも

のとしてやっております。 

○水野防災専門官 主眼としては、それじゃあ、手順書が配備されているかとか、そうい

った計画ですか。 

○北陸電力株式会社（村杉） そうです。使える状態になっているかとかです。 

○水野防災専門官 了解しました。計画ということについては了解しました。 

○更田委員 他電力の方も含めて、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 近くにマイクはないですけど、後ろの方も手を挙げていただければマイクを運びますの

で、どうぞ。 

○中部電力株式会社（後藤） 中部電力の後藤でございます。 

 ちょっと参考までに教えていただきたいんです。今回の訓練の対象外で申し訳ないんで

すけれども、24年の6月に、石川県さん、富山県さんと共同で訓練を行われたというふう

に記載ございますけれども、これはどの程度までの訓練をされたのかというのが一つ目と、

あと、文章中に確かノーベルフォンという記載があったものですから、ちょっとこの場に

ふさわしいかわかりませんけど、どのようなものなのかをちょっと教えていただければと

思います。 

 以上、2点でございます。 

○北陸電力株式会社（村杉） 北陸電力、村杉でございますけれども、6月にやりました

訓練につきましては、富山県さんも初めての原子力防災訓練でして、30km圏内の住民の方

が避難されるという訓練に我々も参加したという形です。 

 どの程度の訓練というのは、弊社の訓練の内容でございますか。 
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 基本的には、総合訓練ですので、通報訓練ですとか、こちらで御報告したような内容で

すね、現場の実働訓練ですとか、そういったものを弊社内ではやっておりまして、あわせ

て自治体さんのほうでは30km圏内の住民の避難の訓練もやられたということでございます。 

○北陸電力株式会社（河村） 志賀原子力発電所の河村です。 

 補足させていただきますと、6月の訓練は、休日を想定しておりましたので、それに加

えて要員の参集訓練なども行っております。 

 あと、ノーベルフォンですけれども、原理的には糸電話のようなものですね。通信手段

が使えない場合に、中央制御室と、あと現場間をケーブルで引っ張って、それで糸電話み

たいなもので中央制御室と現場間で作業の進捗状況などを確認し合うといったことでござ

います。 

○中部電力株式会社（後藤） どうもありがとうございました。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 大坪川ダムからの耐震性貯水槽へ

の送水なんですけども、もともとその貯水槽には水はあるんですよね。もともとは。 

○北陸電力株式会社（河村） 志賀原子力発電所の河村です。 

 もともと耐震性貯水槽に水はございます。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） その水というのは、どのぐらい時

間的に余裕がある水なんですか、水の量として。 

○北陸電力株式会社（河村） 容量は、100tの容量がございますけれども、通常100tいっ

ぱいではなく、少し、若干100tよりかは下回ると思いますけれども、80tですか、90tぐら

いの水は保有しております。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） すみません。ダムからの送水流量

というのは、どのぐらいなんですか。要は、何が心配か、何を気にしているかというと、

実際に注入する場合になったときに、ダムからの総水量と、いわゆるバッファとして持っ

ていた貯水量と、それから注水注入量との関係で、どのぐらい全体的にうまく回るのかと

いうのが。要は水中ポンプなので、そんなに大量に送れると思えないので、ちょっと気に

なったものですから。 

○北陸電力株式会社（高橋） 原子力部の高橋です。 

 御指摘のとおり、どのような事象を想定するかにもよるんですけれども、非常に、例え

ば大規模LOCAですとか、そういったときにどれだけ水を入れなければいけないかと。それ

は停止してからどれだけの経過時間、そういったファクターにも影響を受けます。ただ、
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今の状態ですと、非常に厳しい場合に水のバランスがとれるのかというところについては、

もう少し検討をすべき課題だと思っています。 

○更田委員 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、続いて中国電力のほうからお願いします。 

 

○中国電力株式会社（山本） それでは、私は中国電力、島根原子力発電所の山本でござ

います。 

 では、中国電力の行いました原子力防災訓練の実施結果について報告させていただきま

す。 

 島根原子力発電所では、24年度には9月と1月に総合訓練を2回実施しております。ただ、

1月の訓練のほうが9月の訓練の内容も包含しておりますので、本日は、1月に実施しまし

た訓練を中心に御説明をさせていただきます。 

 説明のほうは、発電所で防災の担当をしております、課長の渡部のほうから報告させて

いただきます。 

○中国電力株式会社（渡部） 中国電力、島根原子力発電所技術部の渡部と申します。 

 それでは、私のほうから、島根原子力発電所で平成24年度に実施しました原子力防災訓

練の実施結果について御説明をさせていただきます。 

 まず、訓練実施結果の概要につきまして、総括表のほうで御説明をいたします。まず、

総合訓練でございますが、原子力防災組織が原子力災害発生時に有効に機能することを確

認する目的で、平成24年9月25日と平成25年1月30日の2回、訓練を実施しております。9月

25日に実施しました訓練は、島根2号機を対象といたしまして、全交流電源喪失により原

災法第10条事象に至る原子力災害を想定し、通報連絡訓練、それから電源機能等喪失時対

応訓練を実施いたしました。訓練参加者数は、当社社員と協力会社の社員を合わせた計95

名でございます。また、平成25年1月30日に実施いたしました訓練は、同じく島根2号機を

対象といたしたものでございますが、この訓練では、全交流電源に加えまして、原子炉の

冷却機能が全て喪失、原災法第15条事象に至る原子力災害を想定いたしまして、通報連絡

訓練、それから避難誘導訓練、復旧訓練、それからシビアアクシデントマネジメント訓練、

それから電源機能等喪失時対応訓練を実施してございます。訓練参加者数は、当社社員と

協力会社の社員を合わせまして計200名でございます。要素訓練につきましては、手順書
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や人員、それから資機材などの検証を行い、手順の習熟と改善を図ることを目的といたし

まして、平成24年9月19日の原災法の改正以降、島根1・2号機を対象といたしまして、シ

ビアアクシデント事象に至る原子炉災害を想定いたしまして、シビアアクシデントマネジ

メント訓練、それから電源機能等喪失時対応訓練を実施しております。訓練参加者数は、

当社社員と協力会社社員を合わせて延べ341名でございます。 

 説明に当たっての補足でございますけども、先ほど副所長の山本が申し上げましたとお

り、平成24年度は2回の総合訓練を実施しております。本日は、時間の関係もございます

ので、1月30日に原災法の第15条事象に至る原子力災害を想定して実施いたしました、1月

30日の総合訓練を主体として御説明をさせていただきます。 

 まず、それでは総合訓練における想定事象について、概略を御説明いたします。左側の

事象進展フロー図と右側をあわせて御覧いただければと思います。事象発生前のプラント

状況は、島根1・2号機が定格熱出力一定運転中、それから島根3号機につきましては、現

状に合わせまして建設中といたしました。まず、発電所が立地します松江市で震度6強を

観測する大規模地震が発生し、発電所沿岸に大津波警報が発令。それから、地震の影響で

1・2号機原子炉が地震大の影響により自動停止するとともに、外部電源喪失により非常用

ディーゼル発電機が自動起動。運転中でありました1・2号機は、原子炉隔離時冷却系を手

動で起動いたしまして、原子炉水位を確保すると。その後、津波来襲、引き波によりまし

て、1・2号機の原子炉補機海水ポンプ、それから非常用ディーゼル発電機を手動で停止し、

この時点で全交流電源が喪失、原災法第10条事象発生、通報の実施をしております。また

この後、津波の来襲、押し波によりまして、1・2号機の原子炉補機海水ポンプ全台が被水

し、非常用ディーゼル発電機の再起動が不可となりまして、高圧の発電機車による電源確

保作業などの緊急安全対策を実施するとともに、3号機からの電源融通により、1・2号機

非常用母線への電源供給を開始し、残留熱除去ポンプ、これを起動するものの機器故障に

より停止。ここで補足ですけども、建設中の3号機につきましては、原子炉補機海水ポン

プエリアが水密構造となっておりますので、非常用ディーゼル発電機は運転継続という想

定としております。その後、運転中でありました原子炉隔離時冷却系ポンプの故障停止に

より、原子炉の冷却機能が全て喪失する状態となりまして、原災法第15条事象が発生。高

圧発電機車を接続後、原子炉の急速減圧操作を行い、復水輸送系により原子炉への注水を

開始し、原子炉水位が回復したとの想定で訓練を実施しております。 

 訓練の実施体制でございます。訓練は島根原子力発電所のみで実施をしておりまして、
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本社、東京支社、社外関係機関への通報・連絡については模擬として実施をしております。

ちなみに、発電所の緊急時対応体制でございますが、下部に示してありますとおり、原子

力防災管理者である発電所長をトップといたしまして、支援班、情報班、広報班、それか

ら技術班、プラント監視班、復旧班、放射線管理班の七つの機能班での構成としておりま

す。 

 それから、訓練の実施形態でございますが、訓練形式は、訓練シナリオを事前に訓練関

係者に開示して実施する、いわゆるシナリオ提示型として実施をしております。したがい

まして、訓練進行のための専任のコントローラ役は配置しておりません。プラント監視班、

それから情報班などが主体となって、情報をインプットする形で訓練を実施しております。

また、平成24年度の訓練は、緊急安全対策として配備した資機材の取り扱い手順の確認、

それから習熟など、緊急時対応能力の改善、それから向上に主眼を置いた反復訓練として

実施したものでございます。訓練評価体制につきましては、訓練終了後に、訓練参加者に

て反省会を実施し、訓練全体を通した意見交換にて総合評価を行い、改善点の抽出を行い

ました。平成24年度の訓練は、発電所関係者による内部評価のみでしたが、平成25年度か

らは訓練関係者以外の本社社員など、外部評価を入れて実施をしているところでございま

す。 

 実施した訓練をシートに示しておりますけれども、ここではちょっと説明を割愛させて

いただきまして、次ページ以降、各訓練の実施内容につきまして、1項目ごとにその概略

を御説明いたします。 

 通報・連絡訓練でございますけども、事象進展に応じまして、プラント情報第一報、そ

れから原災法10条通報及び第15条該当事象の発生報告、これを作成するとともに、国・自

治体、その他関係機関などへの通報・連絡を模擬で行い、通報・連絡系統の確認を実施し

ております。また、トラブル発生、原災法特定事象の発生など報道資料の作成、それから

発信手順の確認なども実施をいたしました。 

 それから、避難誘導訓練では、避難対象者について、あらかじめ定めております発電所

敷地内の2カ所の集合場所から、避難時の風向等も考慮しつつ、発電所敷地外の避難場所

への誘導手順の確認を実施いたしました。それから、管理区域内立入者については、パワ

ーポイントには書いておりませんけども、チェックポイントに設置をしております体表面

モニタが地震による影響で故障して使えないとの想定で、手サーベイを実施し、管理区域

チェックポイントからの退避手順を確認しております。 
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 それから、復旧訓練では、残留熱除去ポンプなど故障機器の停止原因調査を実施すると

ともに、原因調査に係る指示・連絡、それから現場状況調査などの手順の確認を実施いた

しました。 

 それから、シビアアクシデントマネジメント訓練では、事象進展予測を行うAMシミュレ

ータなどを用いまして、原子炉の水位及び燃料プールの水温上昇を予測するとともに、炉

心損傷の有無を判断行い、それから原子炉注水及び減圧操作の判断に必要な情報の整理及

び対応方針の検討を実施しております。 

 それから、電源機能等喪失時対応訓練といたしましては、8項目の訓練を実施しており

ます。まず、緊急時対策所における指揮命令訓練でございますけども、こちらは炉心損傷

及び使用済み燃料の損傷防止、放射性物質の放出を抑制して、原子炉施設の冷却機能回復

を図るための現場への対応処置命令につきまして、対応の優先順位を考慮し、指揮命令を

行う訓練を緊急時対策所で実施いたしました。写真のほうは、緊急時対策所内で本部長、

それから各班、機能班長が情報共有、それから対策の検討を行っているところでございま

す。右側の写真は、全交流電源喪失によりまして、緊急時対策所が停電した状態を想定し

て、ランタンの灯りのみで本部内の活動を行っているところでございます。 

 続きまして、全交流電源喪失時の構内受電訓練では、高圧発電機車3台を保管場所から

高圧発電機車接続場所へ移動いたしまして、給電ケーブル接続及びケーブルの敷設手順の

確認を実施しました。電源盤への接続は模擬ですけども、写真は、それまでの間のケーブ

ルの敷設・接続を行っているところです。ここで高圧発電機車3台を保管場所から接続場

所へ移動とございますけども、これは第一接続場所であります1号機の予備変圧器が接続

不良との想定で、第二接続場所でございます2号機の非常用母線に接続する訓練を実施し

たものでございます。 

 続きまして、非常用ディーゼル発電機等への燃料供給訓練では、緊急時の非常用電源設

備として、高台に設置をしましたガスタービン発電機用の軽油タンク付近にタンクローリ

ーを設置後、軽油タンクからタンクローリーまで油抜き取り用ホースを敷設しまして、燃

料抜き取り作業の手順を確認しております。 

 それから、原子炉格納容器ベントライン空気作動弁駆動用空気供給訓練では、原子炉格

納容器ベントラインの各弁への駆動用空気供給ホースの敷設・接続及び弁操作手順の確認

を実施しております。訓練では、ホースの接続、それから出口弁の操作は模擬としており

ますが、弁の分解点検作業時に実際にホースを接続しまして、問題なく作動できることの
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確認は実施しております。 

 それから、次が主蒸気逃がし弁駆動用バックアップ用窒素ガスボンベ接続訓練でござい

ますけども、こちらは窒素ガスボンベをボンベラックより取り外して所定場所まで運搬す

るための手順の確認を実施しております。 

 それから、原子炉及び燃料プールへの消防車による代替注水訓練につきましては、消防

車を保管場所から貯水槽へ移動し、貯水槽から注水接続口までの注水用ホースの接続手順

の確認を実施いたしました。写真は発電所構内にある淡水貯水槽から代替注水用のホース

を敷設しているところでございます。 

 それから、こちらは水素爆発防止のための原子炉建物水素放出訓練でございまして、原

子炉建物ブローアウトパネル開放のためのワイヤ等の設置手順の確認等を実施しておりま

す。 

 それから、瓦れき撤去訓練では、高圧発電機車のアクセスルートを確保するため、ホイ

ールローダを使用した走行から瓦れき撤去の運転操作訓練を実施いたしました。本訓練で

は、瓦れき撤去は模擬としておりますけども、別途個別に実施しております要素訓練では、

土砂などの撤去作業を実働として訓練を実施しておるところでございます。 

 訓練の評価でございますけども、緊急時対応体制での各活動につきましては、概ね円滑

に実施できることを確認しております。これとともに、配備した各資機材を、手順を使用

して所定時間内に機能を発揮させることができることなど、その有効性を確認しておりま

す。また、前回訓練、平成24年9月25日に実施した1回目の総合訓練でございますけども、

ここで抽出された改善点についても、改善されることを確認はしております。 

 今後に向けた改善点といたしましては、4点を抽出しております。1点目は、避難誘導に

おいて人員把握に時間を要したために、短時間で人員把握が行えるように検討することで

す。本件の検討改善状況でございますけども、今年度の総合防災訓練におきまして、人員

把握確認要員を増員して対応いたしました。しかしながら、やっぱりさらなる改善の余地

があるということがわかりましたので、引き続き迅速な対応ができるよう検討を行うこと

にしております。それから、2点目は緊急時対策所と支援室の情報共有が円滑でなかった

ため、その改善方法を検討することです。この検討改善状況でございますけども、平成25

年度の総合訓練におきまして、緊急時対策本部の各班長の補佐として連絡補助員を配置さ

せたことで、緊急時対策所と支援室との情報共有をより円滑に行うことができることを確

認しております。それから、3点目、使用可能な通信手段について情報共有がされなかっ
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たため、その改善方法を検討することについて、この検討改善状況でございますけども、

こちらも25年度の訓練におきまして、緊急時対策所内に「通信手段使用可否状況ボード」

を掲示いたしまして、状況を確認する都度更新を行うことで、対策本部内での情報共有が

スムーズに行えることを確認しております。 

 4点目は、高圧発電機車から敷設しましたケーブルを固縛する際、ロープでは作業効率

が悪いため、その固定方法を検討する。これにつきましては、平成25年の訓練につきまし

ては、結束バンドを使用することによりまして作業効率を上げることができたことを確認

しております。 

 最後に、要素訓練でございますけれども、冒頭で御説明いたしましたとおり、平成24年

9月19日の原災法改正以降、年度末までに計38回の訓練を反復訓練として実施して、手順

書、それから人員・資機材などの検証、手順の習熟を図っております。今後も新たな資機

材を配備する都度手順の妥当性の確認、手順の習熟を目的として反復訓練を実施すること

としております。 

 ちょっと写真を何枚か貼りつけておりますけれども、以降は要素訓練の状況をちょっと

参考までに写真にしたものです。一つ目は、これは高圧発電機車からの電源供給訓練を行

っているところでございます。 

 それから、次のページのこちらのほうは、代替注水訓練でございまして、発電所構内の

淡水貯槽から水中ポンプ、それから送水車、ホース車を利用して、代替注水が必要な対象

号機までのホース敷設訓練を実施しているところでございます。 

 それから、これは可搬式ディーゼル駆動ポンプを荷揚げ場に配備をいたしまして、海水

をくみ上げる訓練を行っているところでございます。 

 それから、最後ですけれども、これホイールローダの操作訓練でございまして、実際に

このようにして土砂を撤去する訓練を実施しております。 

 以上で説明資料は終わりです。 

 繰り返しになりますけども、平成24年度の訓練でございますけども、緊急安全対策とし

て配備をいたしました資機材の取り扱い手順の確認、それから習熟等、いわば緊急時対応

能力の改善・向上においた反復訓練として実施をいたしました。訓練で抽出されました改

善事項につきましては、その都度改善を図りながら緊急時対応の実効性の向上に努めてい

るところでございます。平成25年度の訓練、今実施しているところでございますけども、

今年度につきましては、新たに原子力防災訓練実施評価手順書を制定いたしまして、訓練
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の計画・実施・評価・改善の手順を具体化したり、訓練参加者以外の者から評価書を選任

して、第三者の観点から手順の検証や対応の実効性について評価する仕組みを取り入れる

など、原子力防災訓練の継続的改善の仕組みの強化を行っておるところでございます。今

年度の訓練につきましても、新たに追加・配備する資機材などの取り扱い手順の確認、習

熟等の反復訓練を主体に行いますけれども、今年度下期に予定している総合訓練につきま

しては、訓練シナリオの中にプレーヤーに事前に知らせないマルファンクション、ハザー

ド、例えば通信回線でありますとか、そのアクセスルートが遮断するなどの設定をいたし

まして、訓練負荷をできるだけ高めたもので訓練を計画していきたいと思っております。 

 以上で説明のほうは終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。 

○更田委員 ありがとうございました。 

御質問、御意見あれば。 

○東北電力株式会（小笠原） 東北電力の小笠原です。 

 資料の19ページなんですけども、改善点の(2)ということで、緊対所と支援室の情報共

有というようなことを書かれてございました。ちょっと、やはり緊対所本部の運営方法、

どんな仕組みがいいのか非常に興味あるところでございまして、何か島根さんでは、緊対

所本部と、それと技術班とか復旧班とかの各班とは別に特別な何か支援チームみたいなの

をつくって運用されているのかどうか、その辺のもうちょっと細かい実態を教えていただ

ければありがたいというのが1点目です。 

 もう一点目、次のページに「通信手段使用可否状況ボード」提示ということで、これも

本部の運用として情報化共有ツールというのでいろいろと我々も工夫はしておるところで

ございますけれども、先ほど更田先生のお話でもありましたが、何かクロノロジーがわか

る資料と、あと、その場その場の実態、そのときの状況がわかる資料というので、割と

我々も対策本部の中の情報共有するときに、その場の状況が常にわかるようにステータス

がわかるような絵とか、あと、今後の進展予測とか、そういったクリティカルな電源枯渇

ですとか、水源枯渇のクリティカル時間ですね、そういったのを表示して、その都度都度

の表示というのは大切だと思っているんですけども、一方で、それを工夫すると今度、今

までどうなってきたかクロノロジーがわからなくて、そういうのも欲しいというような反

省会で要望等も出て、それで結局、両方、今つくってたりするところもあるんですね。時

系列的にどう進展してきて、どれがだめになって、その次にこっちをバックアップで使っ

て生かしてきたという時系列がわかるような資料と、結局やはり二つ、情報共有の資料と
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しては2種類の違った見方をする資料が要るんではないかなと思って実務上は苦労してや

っているんですけども、その情報共有化ツールで島根さんの中で、この通信手段、使用可

否ボード以外に何かこれぞというものがもしあればというか、今の実態でもよろしいんで

すけども、教えていただければありがたいと思います。 

○中国電力株式会社（渡部） まず、1点目の御質問で、緊急時対策本部の情報共有のほ

うで、これは実は島根の特徴かもわからないんですけども、今新しく高台のほうに免震重

要棟は建設中でございます。そこは緊急時の対策本部と支援部隊が座る、機能班の座るエ

リアというのは壁で仕切られてないワンフロアで計画してございますが、今設置しており

ます緊急時対策所が、本部員、それから各機能班の班長が座る席と、それらにぶら下がる

スタッフは壁を隔てて別のところにいる配置になってございまして、そのちょっと関係も

ございまして、通常電源がある状態であれば、そちらのほうにモニタもございますし、音

声が聞こえるような状況にはしてございますけれども、特にSBOの状態になったときに情

報がわからなくなるということで、なかなかちょっと穴があいた期間の情報が混乱したと

いうところがあって、きちっと各機能班、班長のところに連絡員を置いて今配置をしてい

る、運用をしているところでございます。将来的には免震棟に移った折には、きちっと情

報連携がとれると考えております。 

○中国電力株式会社（山本） 島根原子力発電所の山本です。もう少し補足させていただ

きますと、情報共有の手段として、もうちょっと用いている、ホワイトボードではないん

ですが、電源、水源、そういったものが、何が使える、使えないというようなものも今何

があるんだという形で記載するように、要は現状で何が生きているというところがわかる

ようなものとして使っている、これが別にあるぐらいですね。今回のいろいろな御報告を

聞かせていただいて、チャットシステムのようなものはやはり欲しいなというふうなこと

は思っておりまして、免震重要棟を設置するときに、そういう機能、時系列としていろい

ろな発言、それから、今までは紙で各班の情報、報告したものは紙で書いて集めるという

ことをしていたんですが、それでは間に合わないとか、その配布要員とかがかかる、配り

忘れた、いろいろなことが起こりますので、チャットシステムのようなOA系のものを使っ

たことを導入したいというふうに考えております。悩みとしては同じで、そういう時系列

的なものと現状というものは二つやっぱりございますので、それは組み合わせることがや

はりいいかなというのは思っております。 

それから、情報の通信、共有手段として連絡員を配置した、連絡補助員を配置したとい
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うことで、場所が離れているときに班長と連絡をとるのに、班長が現場と連絡をとっては

もうとても、本部で何が起こってたかすら聞き逃してしまうがあるので補助員を配置した

ということです。もう少し、1人でも足りないかなというような思いもあったりしますの

で、免震重要棟に入ったときには、やり方をもう少し考えようかなと思います。 

それから、現場での情報共有では、他社さんでPHSのトランシーバー機能ということが

ありましたが、1対1通話よりは、やはりトランシーバーのような共有手段が、やっぱりと

りたいなという思いはございます。そのほうが情報共有としては活用できるというふうに

は考えております。 

以上です。 

○水野防災専門官 原子力防災課事故対処室の水野です。 

 2点ほど確認したいんですが、まず、1点目なんですが、平成24年度におきましては、総

合訓練を2回やっておりまして、今日報告していただいたのは2回目ということなんですが、

第1回目の反省を踏まえての新たな取組というものがございましたら紹介してください。

それが1点目。 

 次、2点目なんですが、電源機能等喪失時対応訓練の中での緊急時対策所における指揮

命令訓練というものは、第1回目でも第2回目でもやっております。かつ両方ともシナリオ

提示型の訓練だと思いますが、評価としては円滑に実施できることを確認したということ

なんですが、この評価の中身というものを教えていただきたい。 

○中国電力株式会社（大谷） 保修管理の大谷です。 

 1点目の第1回目の総合訓練の改善点ですけれど、これはほとんど復旧班側の電源機能喪

失時の対応訓練の改善点になります。例として挙げますと、高圧発電機車、先ほど写真で

見ていただいておりますように給電ケーブル使ってございますけれど、この給電ケーブル

の接続に当たって、接続と筒のようなもので長い30mぐらいのケーブルを連結させている

んですけれど、これの設置場所がわかりにくいということで、構内のほうに配置場所を明

確にしたものを手順化しております。 

それと、ブローアウトパネルの開放、これは複数の作業員であけるという作業になるん

ですけれど、この作業に当たっての操作のタイミング、これが実際、模擬訓練に当たって

は重要ではないかということで、その辺の申し合わせをさせていただいております。 

 もう一点目は、ブローアウトパネルの作業エリアの管理区域、これは貫通することにな

りますので、この辺りの放射線管理措置、この辺りを手順化した、改善点としては以上の
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3点になります。 

○中国電力株式会社（山本） 島根原子力発電所の山本です。 

 指揮命令系統の評価という点でございますが、24年度の訓練は、そのときの発電所の状

況から言いますと、24年8月にストレステストの報告書を出しまして、それまでの電源機

能喪失、シビアアクシデントの対応の設備、それから有効性評価といったものが一旦終了

した時期でございますので、9月の時点でそれを活用して導入してみると。全ての対応の

ものについては手順化を図っていっておりますので、緊急時防災の対応手順に基づいて実

施できるかという観点での評価をしております。それに基づいて下期の訓練は、それがさ

らに改善の必要なところが改善されたかというような点で評価をしていっておりまして、

当社の訓練そのものの考え方としては、基本は反復訓練と、それから、手順で定めている

体制・役割分担、そういったものが有効に機能するかという改善を図っていく、ここの部

分を中心に訓練を考えております。いろいろな応用動作を含めて、もうあらかじめ思いつ

くものについては全て手順の中に入れてしまえばいいというふうに思っております。今

SAMGやEDMGを含めて、シビアアクシデントを含めた対応の手順書を整備していっておりま

すが、前にありましたEPG、兆候ベースの手順、ガイドラインというのも含めて、わかっ

ていることは手順に全部入れて、手順の中で判断の要素、わかりやすいものをつくってい

けばいいのかなというふうには考えております。ですので、あまり応用動作ということを、

特に総合訓練の中ではあまり求めておりませんで、総合訓練はあらかじめつくってきた手

順、訓練シナリオ、手順が正しく実現できるかというのを確認するというふうに実施して

きております。 

ちょっとここで個人的な意見ではございますが、ブラインド訓練とか、それから、情報

が錯綜したときにどう扱うかといったようなところについては、年度の総合訓練というよ

うな形で実施すべきものかというところでは、私はちょっと疑問がございます。あくまで

ブラインド訓練や情報の錯綜については、私はトレーニングではなく、テストではないか

なと思います。ある程度、手順なりができているところに対して判断すべき人がちゃんと

判断できるかというのを確認するという意味では、総合訓練で実施するではなく、本部長

になる人、そういう役割の人がある程度判断できるかを確認する、要は別の確認の教育訓

練、その習熟度テストといったような形の実施でいいのではないかなというふうに思うと

ころがございます。それから、ブラインド訓練については、非常に実施は難しいと思って

いるところがありまして、ブラインド訓練も二、三段階あると思っています。単なるシナ



 

 70

リオ非提示型でシナリオを準備していて、ある程度わかった上で情報に基づくもの、それ

から、全く始まる時間すらわからないぐらいで、コントローラが全て情報提供するものが

あります。その段階によって多分話も違っていきますが、最後の段階というのは、情報の

錯綜も含めてですけれども、情報の提示の仕方が非常に難しい。そこによって錯綜と見て

もいいんですけれども、どこまで実施するか。防災訓練自体はもう壊れもしないといって

はあれですけれども、壊れにくいものまで全部壊していかないと訓練が成立しないので、

どこまででも壊し続けられますし、それで評価ということになると、要はテストの評価と

なると、それはちょっと違うのかなというふうな思いはございます。ですので、どこかの

段階でブラインド訓練は入れていくことは必要だろうし、それによって手順上わからなか

った問題点なりが見つかるということはあるかと思いますが、あくまで改善活動の一環か

なと思って、毎回ブラインド訓練がいいとはちょっと思わないです。 

ちょっと話が脱線しまして申し訳ありませんが、以上です。 

○更田委員 毎回ブラインド訓練という主張の人は、多分、1人もいないと思うんですよ

ね。全ての段階の訓練は必要、習熟訓練も必要であるから初歩的な訓練の積み重ねは非常

に大事だし、で、中程度の訓練も必要だし、それから、あるエクストリームケースとして

は完全ブラインドのものだって。というのは、これ習熟だけじゃなくて耐久力とか忍耐力

とか、最後は体力勝負になりますから、極端な話、最初いつ始まるかわからないとおっし

ゃったけど、むしろいつ終わるかわからない訓練のほうがもっときついと思うんですよ。

72時間訓練なのか96時間訓練なのかという世界だと思うから。ただ、そういった訓練を、

じゃあ頻繁にやったらどうなのかといったら多分逆効果だろうと。だから、それは全て程

度問題だと思うんですが、ただ、ブラインド訓練なり、そういった高度な訓練というのは、

いずれにしろ頻度は別途議論があるにしても価値はあるだろうと。これ、訓練自体が多分

研究対象だと思うんです、どういった訓練というのがいいだろうというのは。さらに言え

ば、社風であるとか、安全文化の状態、置かれている状態によってだって当然、小学生、

中学生、高校生に同じテストをやったって意味がないわけであって、そういう意味では、

テストや訓練のあり方というのも状況を把握して、それにふさわしい訓練というのがある

だろうと思います。ですから、ベストな訓練の一つを探そうとしているのではなくて、そ

の組み合わせだろうとは思います。ただ、今日御報告いただいた話で言うと、御紹介いた

だいた話で言うと、ここで総合訓練と言っているのは、どちらかというと総合訓練の中で

も初歩的な訓練、朝始めてお昼御飯までに終わってというような規模の訓練であって、そ
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ういう意味では、さらに高度な訓練というのは、これは必要なんだろうと思います。習熟

訓練であるとか、こういった比較的、初歩的という言葉がふさわしいかどうかですけど、

総合訓練の積み重ねで全体の習熟訓練としての目的がカバーできるとはちょっと考えにく

いので、さらに少し高度な訓練について考える必要があるだろうと思います。 

○安井緊急事態対策監 安井です。 

 そのブラインド訓練という言葉の意味にもいろいろあるのと、それから、おっしゃった

ように、訓練の対象者によって種類が違うだろうというのは確かに考えなきゃいけないと

思うんです。シビアアクシデント対策を指揮する人たち、この人たちの中に少数でいいか

もしれないけれども、事態が見えない中でジャッジをしていかなければならない人たちが

必ずどの組織にも必要だし、その人がいないのであれば発電はしないほうがいいと僕は思

っているんですけれど、そういう人たちに対する、それはトレーニングと呼ぶと、何とお

呼びになっても構わないけれども、そういう人材を育成しなければ対応能力がないことは

明らかなので、それから、もう一つ、ブラインド訓練にもピンからキリまであって、決ま

ったとおりの、昔の訓練というと、ちょっと私どもも国が絡んでいる訓練も偉そうには言

えないのですけれども、決まったシナリオどおりに前日に配られた、いわば下書きを読ん

で終わるのが、それは習熟訓練でも何でもないんじゃないのかと。したがって、ちょっと

あまり言葉遊びをしても意味はないのですけれども、ある置かれたシチュエーションにお

いて確実にある行動をするということも、それであったとしても、前からわかっていたの

か、そのときに今私はこういう状態だからこういうことをやらなきゃいけないということ

を、そこでジャッジしてやるのかというのは、これはまた別の、緊張度は全く違う。今回

ちょっと若干やってみたら、やっぱり全然違いますよね。それから、ごく少数だけれども

指揮していく人たちの、いわば能力や選択肢やその人たちの引き出しを広げていくための、

それを訓練と呼ぶか、何と呼ばれるかは別ですけど、そういうのでちょっと細かく分けて

物を考えないと、十把一からげにブラインド訓練がいいという気も別にないんだけれども、

我が社は習熟訓練で行くんだというのも、ちょっとそれもどうかなという気がするんです

けどね。 

○中国電力株式会社（山本） 島根原子力発電所の山本です。 

 私たちの訓練そのもので、基本はまだシナリオ提示で、前回はセリフは見ないでくださ

いというところで実施はしております。あくまでシナリオはあるんですけれども、入力の

箇所はともかく、本部の中で報告されてない情報はないものとして扱う、そういうことは
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必ずしております。あいている時間を含めて、これが次どうなったらどうなるんだよねと

いうようなもの、それから、こういう手段があるんだよね、それから、こういうときには

こういう手段もとり得るというような会話をしながら、少なくともリスク管理、危機管理

として、こういうものが必要だというレベルアップにはつなげていっております。あくま

でシナリオをつくっていくのは事務局のところではありますが、全部が全部シナリオを覚

えて、そのセリフのとおり見ながらやっているという訓練を実施しているつもりはござい

ません。 

 あとは、ちょっと習熟すべき対象のものもあるかと思いますが、現状の所長を含めて本

部長は発電を経験している者で、ある程度全体がわかっているものではございます。今は

特に新規制基準対応を含めて、それからストレステストも含めて、異常事象を自分のプラ

ントがどうかというところをみんなが検討して、それを理解している段階ですので、この

段階でそこまでまだ想定外のことをいろいろと考えてというところはまだいいのかなと思

います。新規制基準も踏まえて手順が確定して、それから、人が徐々に変わりつつあるこ

ろ、能力の劣化が見えて来始める前に、そういう今度はテストを含めた習熟訓練ももっと

必要になってくるというふうには考えております。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） JAEAの渡邉です。 

この総合訓練の中にシビアアクシデントマネジメントの訓練が入っていて、AMシミュレ

ータを使って状態を予測するというような格好なんですが、どうも全体の総合訓練の流れ

の中で、こいつがどういう位置づけでここに入っているのかというのはいまいちつかめな

いんですけど、シナリオができているという中での訓練をやるときに、このシミュレータ

を使った訓練というのはどう位置づけられて行われているのか。というか、むしろこれは

単独でやっても別に問題ないものだと思うんですね。だから、ちょっとその辺がはっきり

しないなという感じがします。 

もう一つは、このシビアアクシデントマネジメント訓練というのと、もう一つ、後ろの

21ページのところを見ると、シビアアクシデントマネジメント対策に関する訓練というの

があって、こっちはむしろ実務の訓練なのかなと。前半のほうは、どっちかというと頭の

体操をする訓練なのかなというイメージを持ったんですけど、その理解で正しいんでしょ

うか。 

○中国電力株式会社（山本） では、ちょっとお答えします。AMシミュレータ訓練をどこ

に位置づけるというのは、これは必然はないと思っています。あくまで総合訓練の中に位
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置づけて実施することが可能であるので、この中に入れております。そして、総合訓練の

本部での報告の中にどのぐらいの炉心が露出するまで余裕があるといったような報告を受

けて、それに基づいて必要な対応はどれだというようなことを判断するというふうに活用

はしております。必然はないですけれども、活用したということでございます。 

 それから、訓練の種類でアクシデントマネジメントの訓練と言っているのはAMシミュレ

ータを用いた訓練でございまして、その後のシビアアクシデントマネジメントの訓練とい

うのは実働を含めた、新しく電源機能等喪失で含められた訓練のことを言っております。 

○水野防災専門官 事故対所室の水野です。 

 先ほど総合訓練は習熟をする場であって、テストではないということであったんですが、

この訓練報告会の趣旨をくみ取っていただきますと、第1回の訓練報告会でも対策監の安

井からも言いましたが、100点をとったテストの結果を我々は聞かされても何も多分得る

ものはないと思います。多分失敗した事例とか、うまくいかなかった事例をここで情報共

有するという場としてこの場を設定していますので、そこはまた次回、どうなるかわかり

ませんけど、ちょっと考え、そういった新たな取組ですとか、改善した項目とか、そうい

うものを報告していただきたいというところがまず1点なんですが。 

 もう一つ、先ほど、ここが習熟の場だということだったので、要素訓練のほうをちょっ

と見てみましても、緊対所の緊対本部の対応能力を向上させる訓練というものは要素訓練

としてもどこに入っているのかということがちょっと疑問ですので、そこの、どの訓練で

そういった緊急時対応能力を向上させるのか、緊対本部の判断能力を向上させるのかとい

う訓練をやっているものがありましたら、ちょっと報告というか教えていただきたいと思

います。 

○中国電力株式会社（山本） 山本でございます。 

 まず、前段のほうの取組については、他電力さんの事例なんかも含めて今後改善した取

組、それと導入状況やその失敗を含めて、また御報告させていただきたいと思います。 

 それから、要素訓練のほうの対応能力の向上については、現時点ではまだ実施はしてご

ざいません。これまでは、どちらかというと手順をつくって、手順をちゃんと個人で勉強

していくことが一番の能力向上というふうには考えております。ただ、先日、JANSIさん

のピアレビューで、緊急時対応でいろいろな良好な事例などの紹介もいただいています。

それらを含めて、対応能力の向上に今後どういったことが役に立っていくかは考えていき

たいというふうに思っております。 
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○更田委員 ほかになければ、よろしいでしょうか。 

 じゃあ、日本原子力発電、続いてお願いします。 

 

 

○日本原子力発電株式会社（関） 日本原子力発電、東海・東海第二発電所の関でござい

ます。 

 本日は、今年の3月6日に実施しました東海・東海第二発電所の総合防災訓練について御

紹介させていただきます。説明は、発電所安全・防災グループマネジャーの中野から行い

ます。よろしくお願いいたします。 

○日本原子力発電株式会社（中野） 日本原子力発電、東海・東海第二発電所安全・防災

グループの中野と申します。 

 それでは、平成24年度原子力防災訓練の実施結果につきまして、東海発電所・東海第二

発電所の訓練の結果を御報告させていただきます。 

 まず、訓練概要でございますけれども、実施日時につきましては、平成25年3月6日でご

ざいます。10時から14時40分。訓練対象でございますけれども、東海発電所、それから東

海第二発電所です。参加人数につきましては185名でございます。訓練内容でございます

けれども、下の表にございますけれども、通報訓練、モニタリング訓練、避難誘導訓練、

電源機能喪失時対応訓練、アクシデントマネジメント訓練、本店総合災害対策本部連携訓

練ということで、内容につきましては次のページ以降、詳細に記載してありますので、そ

ちらのほうで御説明させていただきます。 

 まず、訓練目的でございますけれども、この二つの訓練目的を設定いたしました。一つ

は、電源機能等喪失時における対応力の向上、それから、対外対応等における本店・発電

所間の連携の確認でございます。 

 想定事象でございますけれども、プラントの状況、東海発電所のほうは廃止措置工事中

でございます。東海第二発電所のほうは定格熱出力一定運転中の想定でございます。地

震・津波の想定、東海村、震度6強の地震発生、地震に伴い津波が襲来を想定してござい

ます。プラントの被害想定概要でございますけれども、発生した地震によりまして外部電

源が喪失、それから、津波により非常用ディーゼル発電機が全台停止して、全交流電源喪

失。全交流電源喪失、それから、RCICの故障及び代替注水手段の喪失によりまして、原子

炉冷却機能喪失。炉心損傷、原子炉圧力容器の破損が発生いたしまして、原子炉格納容器
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の圧力が上昇。東海第二発電所の原子炉格納容器のベント操作により、発電所敷地境界に

おける線量が上昇いたしまして、同じ敷地内にある東海発電所も原災法15条の事象に至る

という想定でございます。 

 事象進展シナリオでございますけれども、東海発電所のほうにつきましては、地震発生

で外部電源喪失、それから、汎用のディーゼル発電機がございますので、自動起動を想定。

それから、発電所・本店連絡デスクのほうに設置で、地震及び津波のためD/Gのほうは手

動停止してございます。 

 それから、東海第二のほうでございますけれども、原子炉自動停止、外部電源喪失。

D/G、非常用ディーゼル発電機の自動起動。発電所・本店に災害対策本部の設置。海水系

が全て使用不可となって、10条事象の発生。この原子炉除熱機能の喪失。それから、全交

流電源5分継続というところも10条事象の発生の中に入れてございます。その後、RCICの

故障、それから代替注水手段失敗ということで15条、非常用の冷却装置注入不可を想定し

てございます。代替高圧電源からの受電は成功しましたけれども、機器故障において全て

の非常用炉心冷却系起動不可というところを想定してございます。その後、原子炉圧力容

器内の炉心溶融で15条事象発生。原子炉圧力容器の破損。圧力抑制室の平均温度100℃到

達というところで、15条の事象で原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失を想定してござい

ます。その後、格納容器のベント操作を開始。その開始により、発電所の敷地境界線量が

上昇したということで、東海発電所のほうも15条になっています。それから、東海発電所

のほうは発電所に災害対策本部の設置。原子炉冷却開始というところで、大容量の代替海

水ポンプ設備によって原子炉圧力容器の注水開始というところで訓練のほうは終了してい

ます。 

 次のページでございますけれども、訓練の内容でございます。通報訓練では、第1報に

つきましては、地上回線の不通を想定し、衛星電話、それから衛星FAXによる通報を実施。

第2報以降は、地上回線が復旧というところを想定しまして、通常回線で実施をしてござ

います。 

 それからモニタリング訓練につきましては、緊急時モニタリング訓練として、モニタリ

ングカーでの空間線量率、それから空気中ヨウ素濃度の測定等の実施。格納容器ベント操

作のときには、排気筒からの放出される放射性物質の拡散予測、モニタリングポストの上

昇予測、被ばく予測等を実施してございます。 

 それから、避難誘導訓練でございますけれども、大津波警報の発令に伴いまして、災害
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対策本部より避難誘導要員を指名・派遣いたしまして、発電所、それから協力会社員、見

学者は模擬でございますけれども、指定場所まで避難誘導を実施でございます。 

 次のページへ行きまして、電源機能喪失時対応訓練といたしまして、代替電源設備によ

る給電訓練。こちらのほうは、代替電源設備操作要員のほうに、代替高圧電源設備の起動

を指示、その後、操作要員のほうは中央制御室と連絡をとり、準備完了を確認後、代替高

圧電源の設備の起動操作を実施してございます。 

 次ですけれども、大容量代替海水ポンプ設備による水源確保訓練。こちらにつきまして

は、水源確保要員、代替海水ポンプ設備による海水注入を指示。水源確保要員は、海水取

水箇所から原子炉注水ラインへのホースの敷設、それから、取水場所でのポンプの運転に

よりまして海水を取水して模擬放水訓練のほうを実施してございます。 

 次のページでございますけれども、瓦れき撤去によるアクセスルート確保訓練。こちら

のほうは可搬型の資機材輸送ルート上の瓦れき撤去訓練といたしまして、津波による漂流

車両を模擬して、ホイールローダによる撤去訓練のほうを実施してございます。 

 それから、所内通信回線不通による無線通信訓練。こちらは、構内PHS回線の不通にな

ったことを想定いたしまして、MCA無線を用いた情報伝達訓練のほうを実施してございま

す。 

 それから、アクシデントマネジメント訓練といたしまして、プラントパラメータから事

故事象の進展予測のほうを行って、アクシデントマネジメントガイドラインに沿った炉心

損傷の判断、それから原子炉格納容器ベント操作等の事故対処判断のほうを実施する訓練

をやってございます。 

 次のページ、6番でございます。本店総合災害対策本部の連携訓練。本店とのテレビ会

議システムによる連携訓練。それから本店総合対策本部のほうの設置・運営、原子力施設

事態即応センターの設置、それから政府関係者との情報共有模擬訓練、原子力事業所災害

対策拠点との設置位置検討訓練を実施してございます。 

 その他の訓練といたしましては、原子力緊急事態支援組織からの支援を受けた遠隔操作

資機材の実動訓練のほうを実施してございます。 

 以上が訓練の内容になります。 

 次、訓練の評価でございますけれども、本訓練の評価方法につきましては、評価者によ

る評価ということでございますけれども、こちらのほうは発電所の所員、それから本店、

敦賀発電所のほうからの評価者を選任して、あらかじめ評価シートの作成したものに基づ
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きまして評価者をチェックして、良好点・改善点のほうを抽出してございます。 

 それから、訓練参加者による課題の抽出といたしましては、訓練参加者の意見・反省事

項等を集約して、良好点・改善点のほうを抽出してございます。また、災害対策、それか

ら次回の訓練反映にすべき事項等につきましては、社内の委員会のほうに報告・確認のほ

うを実施してございます。 

 次のページでございますけれども、訓練の評価結果でございます。本訓練の評価結果に

つきましては、まず、目的の1番のところの結果でございます。電源機能喪失時における

対応力の向上の確認。こちらのほうにつきましては、災害対策本部につきましては、電源

機能喪失の事故事象の進展、影響緩和の講ずべき対策につきまして適切に判断し、有効に

機能しているというところを確認できてございます。具体的には、炉心損傷苛酷事象・放

射性物質放出に至る事象を想定して、原子力災害対策活動に従事する者への防護マスク着

用や線量計の携帯に対する適切な指示というところを実施してございます。それから、事

象進展に関する情報のタイムリーな集約・整理の実施につきまして、常にプラント事故事

象を予測した上で適切な指示が実施できたというふうに評価してございます。災害対策本

部における指示命令系統が明確になっていることも確認できたというふうに評価してござ

います。 

 次のページでございますけれども、対外対応等における本店・発電所間の連携の確認。

こちらにおきましては、災対本部における事象の進展状況に関する情報の適切な集約や整

理の実施、本店災対本部への適切な情報提供を実施、本店と発電所間の連携が有効に機能

しているというふうに評価してございます。具体的には、本店との連絡要員を災対本部へ

専属配置したことによって、本店と総合対策本部との相互連絡、情報共有のほうが効果的

に実施できたというふうに評価してございます。また、地上回線不通時を想定した衛星回

線等の情報共有手段、こちらにつきましても適切に使用できたと評価してございます。 

その他の良好意見といたしまして、原子力施設事態即応センターのほうの模擬設置、そ

れから、事業所の災害対策支援拠点の設置位置検討に関する訓練のほうを行いまして、原

災法関連省令改正に伴う新規対応事項につきまして、関係者の認識が向上できたというふ

うに評価してございます。 

 それらを踏まえまして、改善事項でございます。災対本部内での本部員と班員との意思

疎通は行われたというふうに評価してございますけれども、本部員と班員との指揮命令の

動線がちょっと交差していた部分が見受けられたということから、災対本部への座席等を
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機能的に配置することによって、より効果的な情報伝達を図るという改善を挙げてござい

ます。これは次回の訓練におきまして、災害対策本部内の座席のほうの機能的な配置のほ

うを確認しようというふうに思ってございます。 

 それから、災害対策活動におきましては、高線量下の作業が想定されますけども、電源

や水源確保要員の待機場所への放射線防護機材の事前配備や、操作員の防護具を着用した

訓練、これのほうを実施するという改善を挙げてございます。これらにつきましては、要

素訓練の中で実施はしてございます。 

 それから、発電所事故対策状況、設備復旧状況につきましては、テレビ会議などを使用

することで、本店とか発電所の支援を実施する拠点につきましては情報を適切に確認する

ことが可能であって、確認はできたと評価してございますけれども、発電所の要員による

画面切りかえ等が必要なために、本店等の拠点から簡単に情報共有が可能となるような運

用を検討するという改善を挙げてございます。これにつきましては、現在、ツールや手段

導入のほうを検討していくというのを検討中でございます。 

 次のページは、参考といたしまして、要素訓練のほうを載せてございます。この中では、

アクシデントマネジメント訓練のところで、総合研修センターにありますようなフルスコ

ープシミュレーターを活用してアクシデントマネジメントの訓練を実施しているというよ

うなところがちょっと特徴的なところかなというふうに思ってございます。 

 次は参考でプラント状況図、それから、安全対策の概要を添付してございます。 

 御説明のほうは以上になります。 

○更田委員 ありがとうございました。 

 ここで御紹介いただいたものだと事象進展、シナリオですけれども、これどちらかとい

うと加速型ですよね。訓練時間の中におさめるために先ほど6時間スキップというのがあ

りましたけども、別のほうの考えとしては、ここはあっという間に溶けて、あっという間

にベントしてという、そういう加速型のシナリオということで、これも一つの考え方では

あろうと思うんですけども。やっぱり時間内におさめようとすると難しいですね、要する

に15条までやろうとすると。 

○日本原子力発電株式会社（中野） はい。ちょっと今回のは15条までやるというところ

でスキップを途中して、このスキップのタイミングはお昼時間、昼休みを利用しまして、

そこでスキップをして、再開するときに状況を本部員の方に再度参集させたというもので

す。 
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○更田委員 お昼御飯前に溶けたけど、御飯食べて帰ってきたら圧力容器が壊れてと、そ

ういう感じですか、これ、ですね。 

○日本原子力発電株式会社（中野） イメージ的にはそうです。 

○更田委員 イメージ的にはそうですね。なるほど。 

○独立行政法人日本原子力基盤機構（梶本） いいですか。確かにそれ仕方がないんだけ

れど、やはり見ていると、実際の現象とか崩壊熱とか、そういう熱バランスとかですね、

そういうのと全くずれてきた形になってしまうので、実際これ、先ほどいろんな議論があ

りましたけれど、実際に事故の判断をしたりとか、そういう人たちが訓練するときには、

やはりこういう情報のもとではなかなか訓練が難しい、非常に、ブラインド訓練も難しい

というところありましたけど、そこはやっぱり訓練の仕方を少し工夫しないと、これは訓

練、予測をしたり、分析をしたりとか、そういう訓練をする人たちは、もうここでは全く

機能できないような状態になってしまいますね。だから、やっぱりそこは工夫する必要が

今後あるんだろうと思います。非常に速いですね、この事故の進展は。 

○更田委員 いや、梶本さんのおっしゃるのはもっともだけど、だけど、これはどちらか

というと、非常に広い人を対象とした総合訓練の中で15条まで持っていこうとすると、こ

うせざるを得なかったと。あとは、要するに時間設定の問題ですよね。10時に始めて、2

時40分に終わらせて、全ての人が参加して15条まで持っていこうと。そうなると、こま落

としか早回しかというところだろうと思います。ですから、これで十分かどうかという議

論は別として、一つの段階としての訓練ということだろうと思います。習熟に関して、あ

るいは臨機応変な対応云々に関して言うと、個別の判断者の訓練もあるだろうし、あるい

はより高度な、より時間をかけた訓練というのも必要だろうということだと思います。一

つの、ただ、やはり年度を追うごとに少しずつ高度な訓練、あるいは無限に訓練にリソー

スを投入するわけにいかないだろうとは思いますけれども。 

 安井さん、何かありますか。 

○安井緊急事態対策監 ちょっとさっきの梶本さんのお話ですけど、どうしてもこの種の

議論をしていると、大きい訓練をやるのに何でもかんでも突っ込もうとすると、それはや

っぱりできないので、そういうものと、それから、先ほどから全くできてというような、

ある特定のストラテジストのような人たちに対するものと、結局、訓練の高度化というも

のも一律に上げるということだけがいいわけじゃなくて、ある程度多様化というんですか

ね、そういうもので考えないと、梶本さんが言っているように、もし仮にそんなシミュレ
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ートするような状態をつくりながら全員、非常にたくさんな人、もっと極端なことを言う

と自治体も入れたような訓練をしようと、それはちょっと難しいので、少しそれは頭を整

理してやっていかないと、ちょっと無理があるんじゃないかなと僕は思うんですけど。 

○独立行政法人日本原子力基盤機構（梶本） JNESの梶本ですけど、そこは私もよく理解

しているつもりで、そうすると、大きい総合訓練とか、そういうのは、別にシナリオベー

スに固執する必要はなくて、こういう時期に放出されたとしたらと、あるいはそういう形

の組み方もあるんであって、それはやっぱりなかなか今、解があるわけではないけれど、

今後やっぱりどうあるべきなのかという、訓練とはどうあるべきかというのをもう少しこ

れから、こういう実績を積みながらやっぱり考えていくべきだろうとは思います。おっし

ゃるとおりですよ。これ全部何が何でも本気で合わせて全部やったら1日か2日、3日、4日

とか、みんなかかってしまいますから、それはもう現実的な話ではないわけです。 

○更田委員 10条までの訓練だとか、10条から15条、これ非常に訓練としては気持ち悪い

んですけどね、15条を発令してそこで終わるというと、何となくその後の気分がよくない

んですけども、ただ、10条から15条まで、あるいはいきなり15条からというのだってある

だろうし、サイト前の訓練からいうと、基本的には15条から始めるぐらいの訓練というの

はやり方として当然あるだろうと思いますけれども。 

 一つだけ。東海第二の場合というと、敷地を隔てて、発電所ではないにしろ原子力施設

があったり、東西方向だけではなくて南北方向等々もあると思うんですけども、その連

絡・通報関係、外との連絡・通報関係というのはどういう体制になっているんでしょう。 

○日本原子力発電株式会社（関） 発電所の関でございます。 

 原子力事業者間の連携ということですよね。それにつきましては、周辺市町村も合わせ

て、十幾つかの原子力事業者が協力協定を結んでございます。そこでの連絡系統で連絡を

していくという形でございます。ただ、今回の訓練想定のような自然災害ですね、大規模

自然災害、これにつきまして3.11の教訓を踏まえて、各自で対処するというような取り決

めになってございます。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） ちょっとお伺いしたかったのは今

の話で3.11のときに実際に、隣の敷地にいたわけなんですけども、東海第二の様子ってほ

とんどわからなかったんですね。要は、全部停電になっていたものですから情報入らなか

った。だけど、隣の事業所がどういう格好になっているのかやっぱりわからないというの

も非常に問題だなと思ったんです。後で聞いたときに、おい、ちょっと危なかったんじゃ
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ないかとか、そういう印象を持つような感じになったので、あんまりよくないなと。今お

っしゃっていたのは多分ノア協定みたいな話だと思うんですが、実際には多分、原子力防

災協定をきちっと事業者間で結んで、本当に協力協定みたいな形にしないといけないんじ

ゃないかなと思うんですね。その辺については、私は施設管理のほうにいないんで、こん

な公的な場でこんなこと言うと職場に戻って殴られるかもしれないですけど、余計な仕事

つくるなと言われて。ただ、実際には、やっぱり研究炉のほうだってある程度カバーしな

きゃいけない部分が当然出てきますし、それぞれの状況がやっぱりわからない中でやると

いうのもあんまりよくないなという感じがするものですから、その辺の仕組みというのは

少しきちっとつくらなきゃいけないのかな。たぶん、東海の特殊事情だと思いますんで。 

○日本原子力発電株式会社（関） 各自でやると言ったのは災害復旧、応急復旧も含めた

災害対策の話で、当然、連絡はとり合うという形でございます。ただ、当日は通信がもう

錯綜して、連絡自体ができなかったという状態でした。当然、訓練のシナリオの中には、

原研さんに連絡とか、そういうシナリオというか、我々の行動の中にはそれが組み込まれ

ています。 

○更田委員 東海第二の敷地境界線量が上がれば、渡邉さんの職場の敷地境界線量も同時

に上がりますんで、そうすると大騒ぎになる。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 逆もある。 

○更田委員 もちろん逆もありますけども。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） いや、その線量を見たときにちょ

っと困るのは、どっちなのというのがやっぱりわからないんですよね。だから、それは多

分両方の状況がわからない限り、それなりに時間、無駄な時間がかかってしまうと、そう

いう問題もあるんで、やっぱりいろんな場合を想定して、何かうまい連絡形態をつくって

おかないと、私の職場なんかは門さえあけば走れば5分か10分で行っちゃうんですよね。 

○更田委員 ただ、PPの問題もあるので。ただし、東海北にある施設が、放射性物質が漏

れていたのを東海南が検出をしてということがあって、これは原子力科学研究所の中で施

設の放射性物質の漏えいを核燃料サイクル工学研究所のほうが測定したもので、そして時

間がたって連絡をしたら、そっちで何か漏れてないかと。これもやっぱり同じ組織の中で

の連携の問題ではありますけども、東海第二の場合は、これは別組織ではあるものの、こ

れも敷地を隔てていて、放射性物質の漏えい等を想定すると、言い換えると周りにうるさ

いものがいっぱいいるわけですね。そして、そのうるさいところは自分たちのところじゃ
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ないかという心配をまずすることになって、ある意味では非常に情報が錯綜することがこ

この特殊性としてはあり得るので、そういう意味では、ノア協定等々もありますけども、

特に海岸沿いに並んでいる施設等々に関して言うと、さらに言うと、核燃料サイクル工学

研究所の今度は南側というのは、もう病院ですので、そういう特殊性というのは非常に工

夫をしていただく必要があるんだろうと思います。 

 ほかによろしい、電力さん、どうぞ。 

○東北電力株式会社（小保内） 東北電力の小保内です。 

 非常にちょっと細かい質問で恐縮なんですけれども、13ページのスライドで改善事項の

(1)で、災害対策本部内での本部員と班員との意思疎通は的確に行われていたが、指示命

令の動線が交錯している部分が見受けられた。これは実は我々も経験あるんですけど、最

初の初期の事象発生もそうですけど、そこから、じゃあ復旧に向かって、じゃああれを用

意して、これを用意してというのを指示するんですけど、非常になかなかレスポンスが来

た、来ない、そこを確認する、意外とこういう細かいところが非常に重要だということを

すごく思っています。そういう意味で、この対策として、座席とか資機材等を機能的に配

置しというふうに書かれているんですけど、もしよろしければ、少し具体的にどういうと

ころが大変で、どういうふうに改善されたかを教えていただければ非常に助かります。 

○日本原子力発電株式会社（中野） 東海発電所の中野です。 

 ここにつきましては、本部員とそれから班員となりますと、例えば庶務本部員、それか

ら庶務班員のところで情報が伝達されると思うんですけども、そこの庶務本部員の後ろに

庶務班員が座ってなかったと。少し離れたところにいて、どちらかといいますと、保修班

員が例えばいたというようなことになりますと、庶務班員と離れたところに庶務本部員と

の指示命令は特段問題なくはできてはいましたけれども、やはり情報が交差して飛び交っ

ていたということで、次のときには庶務班員の前には庶務本部員を座らせようというよう

な、ここは試みです。ここはパソコンの資機材とかで動かせないようなものもあるので、

今このような24年度のところはそうなっていたんですけれども、ちょっと資機材のほうは

動かすのは大変なので、班員のほうを動かして調整しようというふうに考えてございます。 

○東北電力株式会社（小保内） ありがとうございました。 

○中国電力株式会社（渡部） すみません、よろしいでしょうか。中国電力の渡部と申し

ます。 

 先ほど、私どもの訓練の話の中で、ちょっと今後も引き続き対応としたところがござい
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まして、それは避難誘導において人員の把握に時間を要したというところで、原電さんの

で言うと、6ページ目のところに避難誘導訓練を実施をされておりまして、まず、発災し

た時点で、要は構内にどれだけの人員が滞在をしてというところをまずつかむ必要があっ

て、社員であればある程度は把握できるんですけど、特に難しいのは、たくさんの協力会

社さんがおられる中で、どうやって人員をきちんと把握して、所在を確認をして、最終的

には発電所構外に安全に避難をしていただく、誘導する必要があるんですけども、要はそ

の方々、どうやってみんなが構外に避難したというのをどういう仕組みというか、を使っ

て手順をやっておられるのかというところを教えていただければと思います。 

○日本原子力発電株式会社（中野） 東海発電所の中野です。 

 ここでの避難誘導訓練につきましては、今回は避難要員といたしましては50名程度で実

施いたしました。実際に避難した人たちの安否確認であったので、少し今課題となってい

るようなところにつきましては、ここの訓練の中ではあまり具体的なものというものはあ

りませんでしたので、ちょっとそこは一緒に課題かなというふうには思ってございます。 

○中国電力株式会社（渡部） ありがとうございます。我々も今結構、人間系のマンパワ

ーで連絡をとり合いながら把握はかけておるんですけども、さすがに、今後、定期検査中

とか、たくさんの工事が入ってくると、2,000人とか3,000人とかという規模になったとき

に、要は発災して、ただでも混乱しているときにきちっと人員把握する必要があるなとい

うことで、システマチックにはちょっとやっていこうかなとは思っております。ちょっと

ほかの電力さんでも、もしこういう良好な事例があるというお話があるのであれば御教示

をいただけると助かりますが。なさそうですね、中国電力、渡部です。すみません、なか

なか出ないようですので、また別途、電力内で情報共有をさせていただければと思います。

ありがとうございました。 

○安井緊急事態対策監 いや、これ例えば一番大きい発電所って多分柏崎だと思うんです

けれども。だって、明らかに最もマグニチュードの大きい発電所だと思うんですけど。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 今お答えしようと思っているところがなかなか……、皆

さんも同じようにシステムでは多分入られているわけですよね、入退構システムだとか。

だけど、しかし、そういうところにディスターブがあってわからないというところも、

我々も同じ悩みがありまして、訓練では何名中何名ということですが、必要なところは、

最終的に確認をするというところは、原子炉建屋の入り口のところに皆さんと同じように

大きな水密扉があるわけですね。そこを誰が閉めるかというと、チェックマンの人が最後
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閉めるんですね。閉めたところのときに最後がっと中を見て確認するとか、非常に原始的

なやり方ですね。そういうふうなことを一つ。それともう一つは、今、各協力企業さんも

含め周知しているのは、例えば閉められた後、万が一残っていた場合は高いところに逃げ

てくれとかですね、同じ原子炉建屋でもね、というような、そういうふうなちょっと非常

にまだまだ原始的なところ、最終的には人力に関わるところ、そういうふうなところだと

思っております。福島第一の事故のときも、結局は、やはりそこは非常に難しいところで

ございました。その教訓からいきますと、例えばPPへの退避だとか、チェックポイントの

退避のところは、ゲートモニターは開放したまま、それから、PPのところも開放したまま、

これはもうちょっと非常に申し訳なかったんですけど、PP上は、そこをあけたまま逃げた

と。したがって、全員、人員確定ができていませんので、後から来た人間が万が一にでも

閉じ込められてはいけないと、こういうところが功を奏したと、一部は功を奏したと思っ

ておりますので少しいろいろ御相談で、今何かいいアイデアがなくてちょっと返答に困っ

ていたところでございます。 

○更田委員 東京電力のほうから言えば、今の福島第一も同じ難しさが、福島第一の今の

状況だと、今度は協力会社の人とかが非常にたくさん入っているし、それから、全面マス

クをつけている、ある一瞬の状態、時間を切り取ったときに全面マスクをかけて、屋外に

いる人があれだけたくさんいるという状況だとすると、やはり少し特段の考えをしておく

必要がありますし、それから、本日冒頭で言うと、東北電力の東通のように隣接といいま

すか、近隣原子力施設がある場合、それから、今ちょっと話題にしておりました東海でい

うと、原子力科学研究所、核燃料サイクル工学研究所、それから弥生ですか、が隣接して

いて、村内には燃料加工会社を初めとして、随分たくさんの原子力施設があって、そこで

何か検出すると、まずは自分のところではないかというのをやりますし、それから、それ

が例えば仮に東海第二に起因するとわかったら、今度は自分たちの施設を閉じてというこ

とをやらなきゃならないわけですけども、学生等々もいっぱいいるところで各施設閉じて、

そして、今おっしゃったPP上の始末もちゃんとつけて、退避して、そして、人員掌握をす

るのが極めて難しいと。そういう意味では、これはやはり下北のほうと、それから東海の

ほうの特殊性というのがあろうかと思いますので、これはやはりちょっと組織の壁を越え

て、速やかに情報が共有できるようなことは考えなきゃいけないだろうと思います。大変

これはポイントだろうと思います。 

 ほかに、よろしいでしょうか。それではどうもありがとうございました。 
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 最後に、ちょっと総合討論といいますか、全体なんですけども、まず、ちょっと最初に

私のほうから、原子力規制庁の事務局に宿題を出しておきたいと思いまして。今日議論し

ている中で、同じ悩みを抱えているとかという言葉が出ましたけども、これはやっぱりは

っきり何が同じ悩みなのかというのを特定しておかないと、しゃべって終わりになってし

まいますので、これは今日の事務局のほうから、これこれが同じ悩みだという紙を速やか

に用意してもらって、皆さんのほうへ回覧しますので、いや、そうじゃないだろうという

のは確認を、まあそんなに長く放っておくものでもないので、1、2週間でやりたいと思い

ます。その上で提案ですけど、じゃあ、これは共通の悩みだから、自分だけじゃないんだ、

周りもそうだと思ってほっとしていたんじゃ話にならないわけで、共通の悩みだったらみ

んなで考えて解決しようということで、これはどうしたらいいか。それぞれ、これもリク

エストというほどではないですけど、原子力規制庁も含めて、それぞれ共通の悩みに対し

て、こういう解決法があるんじゃないかとか、ないしはこういうことを考えてみたらどう

かとか、もう何でも結構ですので、ちょっとそれも公開できる紙のようなものを集めさせ

ていただいて、それで、お互いにそれを共有するというようなかたちをとりたいと思いま

すけど、いかがでしょうか。うちは嫌だというのはもちろんありですので、強制するつも

りは毛頭ありませんので。こういった試みというのは恐らく、これ今後、規制委員会と

JANSIが対話していかなきゃいけないんですけど、本来どうというのもありますが、JANSI、

NRA、それぞれがこういったもののファンクションを持たざるを得ないだろうし、ある意

味、JANSIがきちんとカバーしていればというようなところもあるだろうと思いますので、

これは別途うちとJANSIのほうで対話を続けていきたいと思います。特にシナリオですけ

ども、ブラインドテストというようなものをやるときに、これはシナリオみたいなものを

どこかが考えて、例えばPRAに基づいてちょっとシナリオを考えて、それを携えてコント

ローラを送り込むというような、送り込むというか、受け入れてもらわなきゃいけないん

ですけどね。そういったような試みというのは役に立つんじゃないかと思います。かなり

高度な試みですので、すぐにできるとも思いませんけども、これは例えば、JNESはもうす

ぐなくなっちゃうんであんまり何とも言えないんですけど、JAEAの安全研究センター辺り

でシナリオを考えて、こういうシナリオの提案でもいいですし、あるいは示さないでうち

からコントローラさん用に送りますというようなことをすると、研究機関の中では評価さ

れないかもしれませんけど、原子力全体からは非常に高く評価されると思うので、ぜひ検
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討していただきたいと思うんですが。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） JNESはなくなるわけじゃなくて、

規制庁の中に残るんで。いや、今のお話は確かにありがたいんですが、残念なことにプラ

ントをよく知らないと、多分シナリオライターにはなれなくて、うちの研究員というのは、

それほどプラント全体を知っているわけじゃないんですよね。だから、勉強にはなるんで

すけど、とてもコントローラになれるだけの器の人間はいない、そういう状況です。 

○更田委員 渡邉憲夫の後に渡邉憲夫がいないというのが悩みだということはよくわかっ

ているんだけど、少しちょっと志を持っていただいて、あるいは各電力の担当者とコミュ

ニケーションをよくして、よりよいシナリオのあり方、これは研究材料だと思いますし、

あと、またこの点、ここの辺りは中期的にはJANSIがカバーできることが望ましいんでは

ないかと思いますけども。 

どうぞ。 

○原子力安全推進協会（本田） 原子力安全推進協会の本田でございます。 

 今の点につきまして、当協会でも防災訓練検討会というのを設けて、その中で今日の趣

旨と同じような防災訓練の発表会を行ってございます。その場で各社から発表と、それか

ら活発な御意見いただきまして、良好事例の共有とか、それから、訓練に関わります課題、

そういったものを解決するためのヒント、これをもらっています。今し方同じ悩みを抱え

て、そういった悩みがどういったものかという話があったんですが、やはり各社の抱える

そういった同じ悩みにつきましても、規制に関わるもの、それから事業者間で解決できる

ものといろいろあろうかと思います。そういった中で規制庁さんのほうと、こういった訓

練のあり方といったものを、今お話あった中期的に考えながら事業者の実効性を高めるた

めに、事業者の負担も考えながら進めていきたいというふうに考えております。 

○更田委員 この今日の私たちがやっているこれについても、少しでもよい効率的なもの、

より有効なものにしていきたいと思いますので、そういった意味での御提案もあればお伝

えください。基本的には、とにかく原則としてはトランスパレントで、公開でやっていき

たいと考えていますので、そのことには意味があると思っていますので、よろしくお願い

します。 

 それでは、何でも結構ですが、渡邉さん。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 今のシナリオライター、ジェネレ

ーターの件なんですけども、今、更田委員、公開でという、望ましいんですけども、この
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シナリオをつくるというような話になった場合には、多分プラントのある程度の情報とか

というのが表に出るというか、議論の場に出さない限り、なかなかうまく進まない。そう

いうことを考えると、やっぱり議事録公開程度のものでみんなで議論して、いわゆるシナ

リオライターを育てていかない限り、全体としてのレベルアップにならないと思うんです

ね。シナリオライターがなんでいいかというと、そのシナリオをつくるときに一生懸命議

論して、考えて議論をすることが、いろんな知識がそこにたまっていくということだと思

うので、そのシナリオをつくるためにライターを育てるんではなくて、知識を増やすため

にシナリオライターをつくっていくんだと考えるべきだと思うんですね。 

○更田委員 それは似たようなことは、今別途、規制委員会、規制庁が、これはまだBWR

事業者、BWRメーカーとはやっていないんですけれども、PWRのほうで少し進めつつあるの

は、重大事故対策の弱点探しのような勉強会みたいなこと。これは何かというと、弱点探

しであるだけに公開でできないですね。このプラントの脆弱性がここにあるというのは、

言い換えればここを攻めてくださいというようなものですから、公開ではやらなくて議事

録公開程度のやり方をしている。これはトランスパレントと申し上げたのは、最終的な意

味での反省点であるとか、あるいはそれぞれをやっぱりあまりディスカレージする意味で

やっても仕方がなくて、良好事例について等々の紹介のようなものというのは、やはりト

ランスパレントにやっていけばいいんだろうと思います。その途中のプロセスで当然セキ

ュリティー絡みのこともあるので、それに関しては、これは規制委員会が直接関わるもの

ではないと思いますけれども、規制庁、JNES、JAEA、安全研究センター、それから各事業

者の方々の間で、それは必ずしも全面公開でやらなきゃいけないと考えているわけではあ

りません。 

それから、すぐれたシナリオライターを育てるというか、そのプラントに関する知識を、

高い知識と経験を備えた人を事業者の中だけではなくて、事業者の外にも育てていくとい

うことが、全体にとって原子力の安全確保に関して言うと非常に重要だと思いますので、

それは各機関、協力をしていただきたいと思います。 

いかがでしょうか。五十嵐さん、どうぞ。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 東京電力の五十嵐です。 

 ちょっと今のブラインドだけではなくて、先ほど同じ悩みのところで更田委員のほうか

ら言っていただいたところの少しコメントをさせていただきます。私どもも今日ほかの電

力さんのやつをこういう形で一堂に見させていただいて、非常に役に立った議論だったな
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というふうに思っています。我々なりにわかっているつもりですけども、こうやはり一堂

に会して皆さんのやってきた内容ということが共有できるというのは、ある意味、とって

もいい場だったというふうに思っています。したがいまして、御提案のように悩みという

か課題ですね、課題みたいなところを整理されていただくということですが、本日は各社

さんとも24年度ということですね、多分相当まだスタートのところだと思います。それで、

先ほどどこかの電力さんも言っていますし、私どももそうですけれども、少しずつ進化さ

せているところがありますので、やはり悩みは、今一番新しいところで私どもがやってい

る中で少し整理をさせていただくということと、なかなかいい提案ができませんのですが、

少なくとも自分たちが今何を考えているかというところは出していくのが一ついいのかな

という気がいたしております。 

 それと、その後、その中にはきっと今のシナリオというのも同じ悩みとして私ども出て

くる。すなわち先ほどありましたけども、シナリオもさることながら、やる時間ですね、

時間帯、それからやっぱり2日も3日もかけて、先ほど委員もおっしゃっていましたけど、

やるようなことがやはり必要なのかどうか。こういうふうなものも同じ悩みの中に出てく

るのかもしれません。そういうところを、先ほどのブラインドのほうも含めて、そういう

ところは私としてはいい御提案をいただいたというふうに思っております。 

 と合わせまして、25年度、今年度までのやつと状況と、その先はできれば一つ一つのテ

ーマみたいなところで少し掘り下げるような御議論ができてくると、さらに、例えば幾つ

か出てまいりますので、特に今日お聞きしても指揮命令系統、私どもICSというお話をし

ましたけども、私どものICSも含めまして、より行動ができるようなところで、じゃあ今

回は指揮命令系統について少し議論をしようじゃないかと、こういう形でもし進めさせて

いただければというような気がいたします。それは、事業者は事業者の中でやるところも

あるかもしれませんけれども、また、皆さんと御案内できればというふうに思っておりま

す。よろしくお願いします。 

○更田委員 ありがとうございます。原子力規制委員会、原子力規制庁、何分、昨年4月

ではなくて、昨年9月に発足した組織なものですから、半周遅れをしているところもあっ

て、もう11月ですけど、今の時点で24年度の訓練について、こうやって伺って議論をして

いるという状態で、ですから、どこかで少し追いつかなきゃならないところがあると思っ

ています。次回をやるときに、ある意味25年度、時間をあまり置かないで、25年度の訓練

についてやるか、それかもうあまり年度で区切るというよりは直近までのものというやり
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方もあるだろうとは思います。あまり硬直的な運用にする必要はないとは思っていますし、

それから、おっしゃるように個別のテーマを決めて、組織体制のあり方であるとか、ERC、

緊対所の運用、もっと具体的に言えばクロノをどうやってとっていったらいいだろうとか、

プラントの現状把握をどうしたらいいんだろうかとか、そういう具体的なことについて、

これは手際よく議論ができればと思っております。よろしくお願いします。 

○安井緊急事態対策監 これはちょっと私どもから電力さんへというよりは、この場とい

うか我々の中も含んでいるんですが、まさにちょっと今の話を聞いていると、もしかした

らJANSIと我々が重なっている部分があるんじゃないかと思うんですね。同じことをやっ

ていたのでは事業者さんも迷惑だし、ある意味、全体としての生産性は上がらないので、

ただ、ちょっとこれはJANSIと我々が、まあJANSIさんの考えもあるでしょうけれども、ち

ょっと論ずる機会が必要だと思っております。ただ、そのときに全く事業者さんの中の話

に閉じてしまっているだけでは、なかなかうまくお互いの役割を補完するというのは難し

いかなと思うところもあって、ただ、やっぱりちょっとでも、同じ話を公開と非公開で

別々に何か2回やるのは、これまたあまりに馬鹿馬鹿しいので、ちょっとここはもうちょ

っと合理的アプローチを、単に我々とJANSIだけではなくて、ここに来ている皆さんがも

しこういう、こういうというのは、こうやってお互いにレビューを交換する場が有効だと

思うのであれば、ちょっとそういう面も含めてJANSIの活動なんかも議論ができるといい

なと思うのが1点でございます。 

 それから、やはり今順次進みつつあるというのは実は存じているんですけれども、お互

いの訓練をやっぱり直接見にいかれるという場面は、より習慣化していくのがいいんじゃ

ないかと思っております。PWRのときにも大分議論をしていまして、たしか実行例がある

はずなんですけれども、そうやってもらうことで、より直接的にお互いに情報交換をする

ルートも強化されますし、見て、小さいところだけど、紙にならないけど、これいいなと

思うものはどんどん採用していったらいいと思いまして、実は私も最近フランスに行って

きたんですけど、フランスに我々と同じERCがあるんですよね。彼らは我々のERCを真似て

つくった部分も実はあるんですけれども、そこにある細かい施設ですごくいいものがあっ

て、そういうのをやっぱり見ていかないとわからないというのもありますので、そういう

機会はお互いにつくっていただけると生産的じゃないかなというふうに思います。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） JAEAの渡邉です。 

 PWRのときにも申し上げたんですけども、今日のシナリオを見ていると、皆さん同じよ
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うなシナリオをやっていると。これはやっぱりあまり効果的というか、有効な方法ではな

いなという気がしていまして、何社さんかあるんで、二つ、三つのグループに分けてシナ

リオを回していくとか、それでお互いに、先ほど安井さんがおっしゃったような、お互い

にレビューをし合うという雰囲気をつくっていくと、全ての発電所が全てのシナリオをや

らなくてもそれなりの知識を持つようになると思います。早いうちにいろんなシナリオを

体得するということができるので、やっぱりそういう全体としての、何というんですかね、

我が国における防災計画みたいなものの中で、きちっとシナリオのスケジューリングみた

いなものをつくっていく方法を考えたほうがいいのかなという感じがします。 

 それと、もう一つは、先ほどから問題になっている時間の短縮の話なんですが、これも

多分やり方が幾つかあると思うんですね。例えばAMのシミュレータを使っているところが

あるようですから、そうすると、そのシミュレータを使う人間は、もうフライングで初め

からそのシミュレータを使ってずっと走っていて、ある途中の段階で合わせるというやり

方。そういうパラレルな訓練のやり方とか、そういう方法を幾つか提案して考えていくと、

実は2日かかるやつが効率よく1日でできるかもしれない。そういうアプローチを少し検討

されるのも一つのやり方なんじゃないかなと。できるだけ、やっぱりシミュレータという

のはきちっと使うべきだと思いますし、体得するのには非常にいい道具だと思いますので、

そこをうまく使える仕組みというのをきちっと考えていただきたいなと思います。 

○更田委員 ほかにいかがでしょう。 

小保内さん。 

○東北電力株式会社（小保内） 東北電力の小保内です。 

 まず、このような意見交換の場ということですけれども、私、やはり今回非常に設けて

いただいてよかったなというふうに思っています。というのは、やっぱりいろんな意見交

換をするときでも、どうしても事業者だけでやっちゃうと、やはり言葉ですけど、同じ穴

の何とかではないですけど、どうしても視野が狭められます。立場は違いますけれども規

制側、あと事業者側、それぞれの見方、視点があるんだと思うんですね。やっぱりそうい

うことでは非常に有効だと思いますし、今回もいろいろ勉強させていただいたと思います。

ただ、そこをさらに深めていく上で公開がいいのか、また一部さらに突っ込んだ場合には

セキュリティーの関係あるんで非公開がいいのか、それは今後考えていかなきゃいけない

あれだと思っています。 

 あと、先ほど更田委員のほうからブラインド訓練のときにPRAを活用したコントローラ
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というのがありましたけれども、基本的には、やっぱりいろんなシナリオがあるんだけれ

ども、そういうふうに進まないときにどういうふうに対応するのか。もう決まった手順書

が使えない、そのときの能力をどういうふうに高めておくというのが一番重要なんだろう

というのを非常に今回の御意見聞きながらも痛感しました、これに対しては、一部ブライ

ンド化とか、フルブラインド、いろんな方法、あとはイベントツリーを考えた頭の訓練、

あと誤ったデータ、いろいろなものを活用していかなきゃいけないと。ただ、それは事業

者によっても、やはりセーフティーカルチャーのレベル、あと置かれた状況、サイト固有

のもの、やっぱりそういうところがあるんで、それぞれで考えていかなきゃいけないんだ

ろうなと思っています。 

 あと、もう一点は、東電さんからお話ありましたけど、いかにして初期に錯綜する情報

をコントロールして、その中で重要なものをやっていくか、それは戦略を練る体制がいい

のか、それとも現状の中で、やはりうまく運用の面でコンパクトにカバーしていくことが

いいのか、やっぱりこういうこともまた大きな課題だと思っています。これについて、や

はりどちらかというと、もう事業者間の問題にはなると思います。また、前者の最後で言

ったシナリオで進まないというのは、やはり事業者だけではなく、規制側さんとかいろん

な見方も必要なのかなというふうに思っています。 

 以上です。 

○更田委員 ほかによろしいでしょうか。 

○北陸電力株式会社（高橋） 北陸電力、高橋です。 

 先ほども我々、先週の土曜日に総合訓練、半分ブラインドでやったんですけれども、そ

のときにはERCさんともテレビ会議つなげさせていただきまして、あとプレスの対応です

とか、つまりベントまで持っていったんですけれども、じゃあベントをやる判断、で、プ

レスをします、そこをERCとどう連携する、情報を伝達する、そういったところも実態に

やってみますと非常に大変だったと。習熟不足なのかなといろいろ考えていたんですが、

今日いろいろ議論聞かせていただきまして、結局はやっぱり詰め込み過ぎで、無理な荒唐

無稽の物理的には変なシナリオで、そういったところが重なり合って、やはり総合訓練の

ときにあまり詰め込み過ぎると、ちょっとまだ我々にはレベルが高かったなと。今日の議

論、一番役に立ったと思いましたのは、やはりブラインド訓練のときのシナリオについて、

相当細かくシナリオライターが設定しておきませんと、発電所とここの確認はやっていま

すかというようなことをアドリブで聞いても、それがシナリオライター、いわゆるコント
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ローラが答えを持っていませんと、結局そのときの条件反射で答えるだけになってしまう

と。そういったところでブラインド訓練をやるにしても、相当細かいシナリオを組んでお

かないと、それをつくれる人間を養成していかないといけないなと。まず、そこら辺りが

一番最初に手をつけるべきかなと思いました。 

あと、クロノロジーですとか、それからチャットシステムですとか、我々もちょうど先

週やって、訓練の練習のときにこうやったほうがいいんじゃないかとかいろいろ工夫して、

どこも同じ悩みなんだなと。 

ちなみに、ERCさんのホワイトボードは非常に格好よくて、1回あれ教えてもらおうと言

っていたところでした。最後はちょっと余計です。 

○更田委員 ほかによろしいですか。レベルに応じた訓練で、少しずつ対応能力を高めつ

つ、訓練の内容も上げていこうということだろうと思いますけど、確かに変なシナリオは

困るんですけども、変な情報はありだと思うんですね。シミュレータを使わないことの一

つのメリットは、例えばPRAならPRAを用いてイベントをある程度想定しておいて、そこへ

1カ所だけでもとにかく矛盾したものを入れてやる。矛盾した状態で与えてやるというこ

と。これ、要するに何かのパラメータにだまされる。先ほど申し上げたので、1Fで水位計

のおかしなのにだまされていたということもあって、ですから、矛盾する情報を与えると

いうことも高度な訓練の中では非常に重要な意味があるだろうと思っています。 

 それから、今お話の中にありましたけど、プレス対応訓練、これプレス対応というのは、

ああいう場ではものすごく大きなリソースというか、エネルギーをそこへ割かれますので、

そういう意味ではプレス対応を並行してやるというのは重要なことだと思います。非常に

大きな負荷になりますので。 

 それから、もう一つ、これはPWRの報告会のときに話がありましたけど、メーカーとの

協力のあり方、これについても、やはり今後課題として考えていかなきゃならないだろう

と思います。 

 それから、これもPWR事業者の報告会のときに申し上げたんですけども、修羅場に強い

人間というのが必ずしも通常時に優秀な人材とは限らないんですけど、言い換えると、通

常時に非常に真面目で優秀な人間が修羅場に強いとは、これも限らなくて、ですから普段、

修羅場に強い人間、修羅場にだけ強いというとちょっと語弊があるんですけども、修羅場

に強い人間を把握しておいていただくということは、で、私たちもできれば把握をしてお

きたい。どこどこサイトでいって、修羅場になったらこの人だというのをできれば把握を
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したいんです、ある意味。そういったことというのは、これはなかなか文章化しづらいと

か、マニュアル化しづらい、まさに人間を把握するということになるわけですけども、い

ざ1F事故の経験を踏まえてみると、政府外の対応ですとか、そういったものも踏まえて言

うと、やはり修羅場に強い要員というのを、これはなかなか育成は難しいのかもしれない

ですけども、把握をしていくということが、これは非常に大きな一つの要素であろうと思

います。 

 ほかによろしいですか。 

 ちょっとそれでは、先ほど申し上げたように、事務局のほうに共通の悩みというのは何

だろうというのを少し紙でまとめて、そして皆さんのところへ、これ多分、電子媒体か何

かでお届けしますので、そこへコメントしていただいて、また、公開して構わないコメン

ト、その回答ですとか等々はその旨、これはふさわしくないというのだとすると、それは

こちらへお伝えいただくよりも電力の中で共有していただいてということだろうと思いま

すので、私たちのほうには公開できるものという意味で回答を寄せていただければと思い

ます。よろしいでしょうか。 

それでは、長時間にわたってお疲れさまでした。ありがとうございました。閉会いたし

ます。 

 


