資料４－１

要対応技術情報とするために更なる調査を必要とする案件
「主給水ポンプ喪失時における補助給水（ＡＦＷ）系統及び
非常用給水（ＥＦＷ）系統自動起動回路の動作不能」について
平成 27 年 7 月 27 日
原子力規制庁
１．米国情報 IN2015-05「主給水ポンプ喪失時における補助給水（ＡＦＷ）系統及び非常用
給水（ＥＦＷ）系統自動起動回路の動作不能」について
米国原子力規制委員会（NRC）は、ＰＷＲプラントにおいて、主給水系統（ＭＦＷ：Main
Feed Water System）が喪失した場合に、自動起動すべき補助給水系統（ＡＦＷ：Auxiliary
Feed Water System(Westinghouse 社製プラントの場合)）又は非常用給水系統（ＥＦＷ：
Emergency Feed Water System(B&W 社製プラントの場合)）が自動起動しない運用がなさ
れていた事例（2006 年～2012 年）を通知し、認可取得者がこれら運転経験について自施
設への反映の要否を評価し、同様の問題回避を検討することを期待している。
以下に各発電所の事例を示す。
【Oconee 原子力発電所：B&W 社製プラント】
当該発電所のＥＦＷポンプは、出力運転時（モード 1：出力 5%超、モード 2：出力 5%未満）
にＭＦＷポンプが全喪失した場合、電動駆動ＭＦＷポンプ（以下、ＭＤＭＦＷポンプ）の遮断
器開及びタービン駆動ＭＦＷポンプ（以下、ＴＤＭＦＷポンプ）の制御油圧低の信号を検知し、
自動起動する。このため、ＴＤＭＦＷポンプが停止中であっても、油圧が存在する場合、ＥＦ
Ｗ自動起動回路は、ＭＦＷポンプが「運転中」と検知し、ＥＦＷポンプは自動起動しない。
従って、2 台のＭＦＷポンプのうち、停止しているＭＦＷポンプが「リセット」状態（「リセット」
操作した場合、制御油圧が確立する）の場合、運転中のポンプがトリップしても、停止して
いる「リセット」状態のポンプに制御油圧が存在するために、ＥＦＷポンプは自動起動しない
ことになる。これは、ＭＦＷ機能の喪失時のＥＦＷ自動起動回路が動作不能であることを意
味しており、当該発電所ではこのような運用を行っていた。
技術仕様書（Technical Specifications：以下、TS）では、「ＭＦＷ自動起動計測チャンネル
の 1 つ又はそれ以上が動作不能である場合に、当該単数又は複数のチャンネル＊１が 1 時
間以内にトリップ状態にされなければならない」と規定しており、認可取得者は、TS 条件に
規定されたとおりチャンネルをトリップさせるため、設計図書及び関連手順を変更した。
＊1 ここで言うチャンネルとは、センサを含む測定系のことを表している。
【Watts Bar 原子力発電所：Westinghouse 社製プラント】
当該発電所の当初設計では、起動時に予備のＭＤＭＦＷポンプを用いて蒸気発生器（以
下、ＳＧ）に給水していたが、2006 年の設計変更により、電動駆動ＡＦＷポンプによって給水
するように変更されていた。しかし、3 台のＡＦＷポンプが起動すると（特に高流量のタービ
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ン駆動ＡＦＷポンプ（以下、ＴＤＡＦＷポンプ）が起動すると）、過冷却により低出力レベルで
の反応度制御が困難になるという懸念があった。このため、プラント起動時にＴＤＭＦＷポン
プのうちの 1 台が制御油圧の確立する「リセット」状態のままとされ、ＭＦＷポンプが運転し
ているものと誤認してＡＦＷポンプが自動起動しないことで、3 台のＡＦＷポンプ全てがＳＧに
給水する事態を避ける運用がなされていた。
これは、モード１、２にある時に、全てのＭＦＷポンプがトリップした場合に、ＡＦＷポンプ
毎に 1 つの自動起動チャンネルが利用可能であることを要求する TS（表１参照）に対して違
反となっていた。
本違反に対処するため、以下の TS 変更を行った。
① モード１の時、プラント起動時に 2 台目のＴＤＭＦＷポンプの起動操作をしている間及び
プラント停止時に 1 台目のＴＤＭＦＷポンプの停止操作をしている間は、当該ポンプのト
リップチャンネルが動作不能であっても最大 4 時間まで許容される。
② モード 2 の時、１台目のＴＤＭＦＷポンプのインサービスが完了するまでの間、ＡＦＷ自
動起動チャンネルが動作可能である必要はない。これにより、ＴＤＭＦＷポンプのオーバ
ースピードテスト等のタービン保安テストをしている間、ＡＦＷ自動起動チャンネルをバイ
パスして、不用意なＡＦＷポンプ 3 台自動起動を避けることができる。
【Callaway 原子力発電所、Wolf Creek 原子力発電所：Westinghouse 社製プラント】
両発電所 TS の「工学的安全施設の作動系統（Engineered Safety Feature Actuation
System 以下 ESFAS）計装機器」における「全てのＭＦＷポンプのトリップ→ＡＦＷ自動起動」
は、モード１において、ＭＦＷポンプ 1 台当たり 2 つのトリップチャンネルが必要であると要求
している。以前の TS では、「1 つのＭＦＷポンプトリップチャンネルが動作不能」の場合、そ
の措置として「当該チャンネルを「トリップ」にさせる」ことが規定されていた（表２参照）。しか
し、両発電所の場合、「リセット」状態のＭＦＷポンプでは 2 つのトリップチャンネルが動作不
能となっていたこととなる。
これを回避するためには、「リセット」状態にあるＭＦＷポンプの両チャンネルが「トリップ」
される必要がある。従って、両認可取得者は、条件を「単数又は複数の主給水ポンプのトリ
ップチャンネルが動作不能」に修正し、必要とされる措置を「単数又は複数のチャンネルを
「トリップ」にする」とする認可変更申請を提出した。
【Comanche Peak 原子力発電所：Westinghouse 社製プラント】
当該発電所も、上述した他の発電所と同じように、低出力運転時に、ＭＦＷポンプが 1 台
だけ運転し、2 台目のＭＦＷポンプが「リセット」状態にある場合、ＭＦＷポンプ全台喪失によ
るＡＦＷ自動起動回路が動作不能になることが判明した。TS に従えば、トリップチャンネル
が動作不能の場合、当該チャンネルをトリップさせる措置（表２参照）が必要であったが、運
開以降、このような措置は取られていなかった可能性があった。
認可取得者は、TS に対する適合性を確保するために、プラント起動手順に、以下の 2 件
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の注意書きを追加した。
① 基本的に、モード１、２時に、TS に準拠して、運転していないＭＦＷポンプがトリップした
ままとする。
② 又は、そのトリップ油圧スイッチが隔離されていることを確保するように指示を行う。
※ 当発電所の認可取得者は、依然として、この問題に対処するための TS 変更のオプショ
ンを検討している。
２．当事国の対応
ＰＷＲの場合、ＡＦＷ（ＥＦＷ）系統は、ＭＦＷ系統が利用可能でない場合に、SG に給水す
るものであり、通常、2 台のモータ駆動ポンプ（以下、ＭＤＡＦＷポンプ）と 1 台のＴＤＡＦＷポ
ンプを有している。
ＴＤＭＦＷポンプには通常、速度制御系統の制御用空気/油圧ライン上に 2 つの圧力スイ
ッチが装備されている。これらの圧力スイッチのいずれかからの圧力「低」信号が、ＴＤＭＦ
Ｗポンプのトリップ信号を発信する。全てのＭＦＷポンプがトリップした場合、ＭＤ及びＴＤＡ
ＦＷポンプを自動起動させて、少なくとも 1 つの蒸気発生器が原子炉のヒートシンクとして機
能する。
ＮＲＣは、「各発電所の事例では、設計や運用、手順等に関して、TS 違反若しくは不適切
な TS が発見されている。認可取得者は、自身のＭＦＷポンプの起動手順と、影響を受ける
TS を確認し、TS に対する適合性を維持するために、何らかの必要な修正を行う必要があ
る。」としているが報告までは求めていない。
３．国内での状況
3.1 国内ＰＷＲのＡＦＷ自動起動ロジックについて
国内ＰＷＲでもＭＦＷポンプ全台停止により、ＡＦＷポンプが自動起動する設計となっ
ている。
この際、ＭＦＷポンプが停止したと認識する信号として、ＴＤＭＦＷポンプでは「油圧低
（制御油圧）」信号を用いており、ＭＤＭＦＷポンプは「遮断器開」信号を用いている。
ＴＤＭＦＷポンプ運転中に、なんらかの原因により、ＴＤＭＦＷポンプのトリップ信号
が発信されると当該ポンプの制御油圧はトリップ弁によって排出され「油圧低」となるが、
ＴＤＭＦＷポンプを起動する際の「リセット」操作を行うと、トリップ弁が「リセット」され、こ
の「油圧低」信号は復帰することとなる。
すなわち、国内ＰＷＲでも、ＴＤＭＦＷポンプが停止中であっても、「リセット」操作後は、
ＡＦＷ自動起動回路上は「ＴＤＭＦＷポンプ運転中」と認識してしまう。
従って、ＴＤＭＦＷポンプが停止状態且つ「リセット」されている時に、運転中のＭＦＷ
ポンプが何らかの理由でトリップしても、「ＭＦＷポンプ全台停止」信号が成立しないため、
本ＩＮと同様の問題は起こりうる。
3.2 国内ＰＷＲプラントにおける起動時の運用（「リセット」のタイミング）
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ＴＤＭＦＷポンプは、運転操作手順書にて、起動する直前に「リセット」操作をしており、
その後速やかに起動する手順となっている。
実際の運用では、リセット操作は、以下の 2 つのタイミングとなる。
① プラント起動時のＭＤＭＦＷポンプからＴＤＭＦＷポンプへの切替えのタイミング。
② ２台目のＴＤＭＦＷポンプを起動する直前。
3.3 米国 TS 及び我が国の保安規定の記載について＊2
(1) 米国 TS の記載（事象概要で触れている部分）
米国標準技術仕様書 WestingHouse プラント編(Standard Technical Specifications,
以 下 Ｓ Ｔ Ｓ ） で は 、 3.3 計 測 制 御 (INSTRUMENTAION) の 項 で Engineered Safety
Feature Actuation System Instrumentation(ESF：工学的安全設施設)に関する必要
チャンネル数等が記載されており、ＡＦＷが自動的に起動する条件についても規定さ
れている。
（表１、表２参照）
(2) 我が国の保安規定の記載
国内ＰＷＲプラントの保安規定では、ＡＦＷポンプに対して、第 64 条＊3（補助給水系）
において、機能維持のため、運転中の月 1 回の手動起動試験及び定期検査時の自
動起動試験を要求している。また、新規制基準を適用した川内原子力発電所の保安
規定では、第 83 条（重大事故等対処設備）において、ＡＴＷＳ＊4 時の原子炉出力抑制
策として、蒸気発生器水位異常低での自動起動を要求しており、定期検査時の設定
値確認及び機能検査の実施と、１日１回動作不能でないことを指示値により確認す
ることが規定されている。
＊2 我が国の保安規定は、原子力発電所の運転の際に実施すべき事項や、従業
員の保安教育の実施方針など原子力発電所の保安のために必要な基本的事
項を定めたものであり、国が認可するものである。保安規定の運転管理につい
ては、米国ＴＳを参考に作成されている。
＊3 64 条は、川内原子力発電所の例。条文番号は、発電所によって相違
＊4 ＡＴＷＳ（Anticipated Transient Without Scram）：スクラム失敗事象
４．スクリーニングの結果／理由
国内ＰＷＲにおけるＴＤＭＦＷポンプの「リセット」は、運転手順書に従い、プラント起動時
の各ＴＤＭＦＷポンプ起動直前に行われる。すなわち、ＴＤＭＦＷが停止状態でありながら
「リセット」状態である時間は数十分程度であり、ＩＮに書かれているような長時間にわたる
不用意な「リセット」状態はないものと考えられる。従って、この間に全ＭＦＷ喪失事象が
発生する可能性は低いと考えられる。
また、この短い間に全ＭＦＷ喪失事象が発生したとしても、その間は給水系の起動操作
を実施している期間であり、運転員によるＡＦＷの手動起動が十分期待できるため、実質
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的な安全上の問題はないものと考えられる。
さらに、施設定期検査の補助給水系機能検査で各自動起動ロジックの検査及び自動起
動検査も行われており、現状の保安規定と施設定期検査で実質的なＡＦＷ設備の健全性
は担保されているものと考えられる。
他方、今回の米国事例に鑑み、我が国の規制に反映する内容があるか確認するため、
米国の個別プラントの TS の詳細、および安全解析条件と LCO の関係＊5 については、調
査が必要と考えられることから「要対応技術情報とするために更なる調査が必要とされる
案件」とし、国内外において更なる調査を進めていくものとする。
この調査の結果、規制に反映すべき内容があれば、必要に応じて設置許可、工事計画
認可、保安規定という規制体系の中に反映していくこととなる。
＊5 実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉保安規定の審査基準抜粋
実用炉規則第 92 条第 1 項第 9 号 発電用原子炉施設の運転
○発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系統、機器及び重大事故等対
処設備等について、運転状態に対応した運転上の制限（以下「ＬＣＯ」という。）を満足している
ことの確認の内容（以下「サーベランス」という。）、ＬＣＯを満足していない場合に要求される措
置（以下「要求される措置」という。）及び要求される措置の完了時間（以下「ＡＯＴ」という。）が
定められていること。
なお、ＬＣＯ等は、原子炉等規制法第 43 条の３の５による発電用原子炉施設設置許可及び同
法第 43 条の３の８による発電用原子炉施設設置変更許可において行った安全解析の前提条
件又はその他の設計条件を満足するように定められていること。
（解説）運転上の制限（ＬＣＯ）について
事業者は、実用炉規則第 92 条（保安規定）に掲げる事項に沿って、原子力発電所を運用す
るに当たり、運転管理、保守管理、燃料管理、緊急時の処置などの遵守すべき基本事項を保
安規定に定め、原子力規制委員会の認可を受けている。この保安規定の中に安全機能を確
保するために必要な動作可能機器等の台数や原子炉の状態毎に遵守すべき温度・圧力等
の制限が定められており、これを「運転上の制限（ＬＣＯ：Limiting Conditions for Operation）
という。この運転上の制限を遵守することにより、設置許可に記載された施設が運転中もそ
の機能を維持していることが担保される。また、保安規定に定められている機器に不適合が
生じ、一時的にＬＣＯを満足しない状態が発生すると、事業者はＬＣＯ逸脱を宣言し、あらかじ
め定められた時間内に当該機器を復旧させるか、それができない場合は原子炉を停止する
などの措置を講ずることとしている。
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表１ Standard Technical Specifications Westinghouse Plants Revision 4.0

※

※ 原子炉運転モード
モード１：出力 5 %超
モード 2：出力 5 %以下
モード 3：1 次冷却材温度 177 ℃以上
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表２ Standard Technical Specifications Westinghouse Plants Revision 4.0
（条件Ｊ部抜粋）
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※１

※２

MFW 系

AFW 系
※１ 電動駆動補助給水ポンプ（ＭＤＡＦＷ）

※４

※３

※３ タービン駆動主給水ポンプ（ＴＤＭＦＷ）

※２ タービン駆動補助給水ポンプ（ＴＤＡＦＷ） ※４ 電動駆動主給水ポンプ（ＭＤＭＦＷ）

（参考 1）給水設備系統概念図

蒸気加減弁 蒸気止め弁

MFW
ポンプ
主油ポンプ
トリップ弁

油フィルタ

油冷却器

主油タンク

ドレン

油がドレンされること
で、油圧が無くなる
（参考 2）油ライン概念図
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（参考資料）
設置許可の安全解析条件と保安規定の運転上の制限（LCO）の関係
設置許可の安全解析によってその危機の作動が安全解析の前提条件となっている場合には、その前提条件がプラント運転中も維持されなければならない。この運転中の機能維持を担保するため、保安規定で LCO が規定されている。

原子炉冷却材喪失事故の安全解析条件と非常用炉心冷却系に係る保安規定 LCO の関係

※本参考資料は、安全解析条件と保安規定の関係を説明する例であり、本案件のＡＦＷとは関係はありません。

設置許可

保安規定

事故の概要

非常用炉心冷却系

原子炉冷却材喪失事故は、発電用原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダ

○運転上の制限

リを構成する配管あるいはこれに付随する機器等の破損等により、１次冷却材が系外

①高圧注入系の２系統が動作可能であること

に流失し、炉心の冷却能力が低下する事象を想定する。

②低圧注入系の２系統が動作可能であること

この場合、１次冷却材の流出量の少ない場合には、充てん／高圧注入ポンプによる
１次冷却材の補給で加圧器水位を維持しながら、通常の原子炉停止操作をとることが

○運転上の制限が満足されない場合の措置
Ａ．高圧/低圧注入系１系統が動作不能である場合

できる。また、１次冷却材の流出量が充てん／高圧注入ポンプの補給量を上回る場合

A1.10 日以内に動作可能な状態に復旧する

には、原子炉保護設備により発電用原子炉は自動停止し、非常用炉心冷却設備の作動

A2.4 時間以内に（その後、8 時間に 1 回）
、残りのポンプを起動し、動作可能であることを確認する。

により、事故は炉心に過度の損傷を与えることなく終止できる。また、原子炉格納容

Ｂ．条件Ａの措置をそれぞれの完了時間（10 日、4 時間、8 時間）内に達成できない場合

器スプレイ設備の作動により原子炉格納容器内は減圧され、原子炉格納容器に損傷を

B1.12 時間以内にモード３にする。

与えることなく事故は終止できる。

B2.36 時間以内にモード４にする。
○確認事項

安全解析条件

・高圧注入系（充てん/高圧注入ポンプ）
テストラインにおける揚程が○○ｍ以上、容量が○○㎥/h 以上であることを確認する

「非常用炉心冷却設備作動」信号は、

・低圧注入系（余熱除去ポンプ）

「原子炉格納容器圧力高」
、

テストラインにおける揚程が○○ｍ以上、容量が○○㎥/h 以上であることを確認する

「原子炉圧力異常低」
「原子炉圧力低と加圧器水位低の一致」のうち、早い方の信号により発生。

原子炉モードの説明

計測及び制御設備
○運転上の制限

モード

原子炉の運転状態

次に定める設備は、別途定める所要チャンネル数、系統数及び機能がそれぞれの適用モードにおいて動作可能であること。

モード１

出力運転（５％超）

①原子炉保護系計装

モード２

出力運転（５％以下）

②工学的安全施設等作動計装

モード３

1 次冷却材温度 177℃以上

……

モード４

1 次冷却材温度 93～177℃

モード５，６

1 次冷却材温度 93℃以下

○非常用炉心冷却系の工学的安全施設等作動計装の作動要素毎の所要チャンネル数、系統数及びそれが満足できない場合の措置
動作要素

格納容器圧力高

適用モード

モード１、２及び３

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置

所要チャン
ネル・系統数

3

条件

措置

A. 1 チャンネルが動作不能であ

A.1 当該チャンネルを動作可能な

る場合
B. 条件 A の措置を完了時間内に
達成できない場合
A. 1 チャンネルが動作不能であ

原子炉圧力異常低

モード１及び２(b)

3

る場合
B. 条件 A の措置を完了時間内に
達成できない場合

状態にする。

確認事項
完了時間
6 時間

項目

頻度

設定値確認及び機能検査

定期検査時

を実施する。

B.1 モード 3

B.1 12 時間

動作不能でないことを指

及び B.2 モード 4 にする。

B.2 36 時間

示値により確認する。

A.1 当該チャンネルを動作可能な
状態にする。

6 時間

設定値確認及び機能検査

1 日に 1 回
定期検査時

を実施する。

B.1 モード 3

B.1 12 時間

動作不能でないことを指

及び B.2 モード 4 にする。

B.2 36 時間

示値により確認する。

1 日に 1 回

