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原子力事業者防災訓練報告会 

第１回会合 

議事録 

 

１．日 時 平成２５年１０月４日（金）１０：３０～１７：３０ 

 

２．場 所 田中田村町ビル８階（８Ｅ会議室） 

 

３．出席者 

  別紙のとおり 

 

４．議 題 

 ○加圧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 北海道電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告 

 議題２ 関西電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告 

 議題３ 四国電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告 

 議題４ 九州電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告 

 議題５ 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６ 日本原子力研究開発機構（もんじゅ、常陽）の原子力事業者防災訓練の報 

     告 

 議題７ 総括 

 

５．配布資料 

 

議事 

○更田委員 それでは、原子力事業者防災訓練報告会の第1回会合を開催いたします。 

 初めに第1回ですので、ちょっと趣旨等について御説明しますけれども、これはそれぞ

れの原子力事業者が行っておられるサイト内の防災訓練について、規制当局がレビューを

するという趣旨ではなくて、本来目指したのは、当然規制当局としての見解も持ちますし、

評価をお話しすることになるかもしれないですけれども、とにかくPDCAの一環として、相
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互にチェックをして、改善のための問題点やどこに弱点があるかということを公開の場で

やりたいと。ですので、これ期待をしておりますのは、事業者の方々の相互の間での御意

見も歓迎をしておりますので、会合の中では他電力の方にこの訓練どう思いますかという

御意見も伺いたいと思っています。 

 そういう意味では、この枠組みの中に原子力安全推進協会、JANSIの方にも御参加いた

だくようにお願いをしたんですけれども、御参加いただけないということで、かなり残念

には思っておりますけれども、第2回以降どうなるか、これはまたこれからの第1回の成果

次第だろうと思っています。 

 基本的に時間的な制限もありますけれども、それぞれの事業者が行っておられる防災訓

練の特徴や各サイトの特徴、プラントの特徴を捉えてどういった訓練をされているかとい

ったところについて、今後の改善につながるものが議論の中で見つけていければと思って

います。 

 こちらの事業者、規制当局と、それからTSO、分かれて座っていますので、審査のよう

な、対立構造といっては変ですけど、そういう構図になっていますが、これは基本的に事

業者さんの防災訓練を一方的に規制当局がどうこう言おうという、そういう趣旨でやって

いるものではありません。第1回ですので、ちょっと事務局から改めて進め方について説

明をしてもらいます。 

○志間事故対処室長 事務局の事故対処室長の志間でございます。 

 それでは、進め方に関して何点か御注意点を申し上げさせていただきたいと思います。

まず配布資料の確認をさせていただきたいと思います。本日議題が1から7までございます

が、議題1から6までは原子力事業者からの報告になります。その報告ごとに議題1から6ま

での資料がございます。それぞれの議題の資料につきまして、別紙として原子力災害対策

特別措置法に基づき提出を受けました訓練実施結果報告書を添付しております。こちら資

料、各自御確認ください。なければ事務局にお申し出いただければ、差し換えさせていた

だきます。 

 続きまして、進め方について2点ほど御注意を申し述べさせていただきたいと思います。 

まず1点目、各事業者の皆様、説明は15分程度にまとめていただけるようにお願いしま

す。その後25分間を目処に意見交換を行い、最後に総括の意見交換をすることとしたいと

思います。御協力をお願いします。 

 2点目、発言に当たっては、議事録をとる関係上、発言者の所属とお名前を冒頭で述べ
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てください。以上の協力をお願いします。事務局からは以上でございます。 

○更田委員 ちょっと冒頭御紹介するのが遅れましたけれども、第1回とありますのは、

これは全ての原子力事業者を1回でやりますと、朝から始めて夜中までかかってしまいま

すので、ちょっと分けておりまして、今日はPWRほかということで、北海道電力、関西電

力、四国電力、九州電力、日本原子力発電、そして日本原子力研究開発機構からそれぞれ

御担当の方においでいただいています。 

 ちょっと時間の関係もあって、お一人ずつ御紹介はいたしませんけれども、発表させて

いただくとき、それから発言をされるときに御所属とお名前をおっしゃっていただければ

と思います。 

 それでは早速ですけれども、最初に北海道電力株式会社から防災訓練について、御報告

をお願いします。 

○独立行政法人日本原子力基盤機構（梶本） JNESの梶本でございます。 

 先ほど趣旨の説明がありましたが、それぞれの発電所の訓練の成果を互いに共有すると

いうことは非常に重要だと思います。今回の原子力規制委員会で、このような報告会を開

催するということは、電気事業者だけではなくて、それぞれの地域住民の方々とも情報を

共有するということができることになって、これは大変有意義なことだと思います。そう

いうことでありますので、今後もこのような報告会を継続して開催していただけるという

ことが重要だと思います。以上です。 

○更田委員 それでは北海道電力、お願いします。 

○北海道電力株式会社（新谷） それでは北海道電力泊発電所の新谷と申します。 

 平成25年4月26日に、原災法に基づく平成24年度の防災訓練の実施結果として報告した

内容を説明させていただきます。 

 それでは1ページ目を御覧ください。「はじめに」とありますけれども、大きく総合訓練

と要素訓練というふうに分けてございます。この総合訓練ですけれども、泊発電所は積雪

寒冷地に位置するというところで、2月20日の厳冬期に実施してございます。方や要素訓

練は秋ごろに実施しているという内容でございます。訓練の内容ですけれども、総合訓練

のほうは本部の設置訓練からここに記載しております最終訓練までの5項目、また要素訓

練はそれぞれモニタリングの3項目というふうになってございます。 

 総合訓練の概要でございますけれども、訓練実施日時のところに9時半から19時10分と

いうふうに書いてございますけれども、その下に参集訓練として社宅地区のあるエリアか
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ら、このとき吹雪でしたけれども、日中と夜間の両方の参集訓練を実施してございます。

また訓練想定のシナリオというところですけれども、地震・津波によって全交流電源喪失、

それにタービン動補助給水ポンプが停止、それで蒸気発生器の給水機能が喪失になるとい

うような事象を想定して、実施してございます。訓練参加人数は126名程度というところ

でございます。 

 訓練の目的でございますけれども、ここで当社の特徴のところでございますけれども、

北海道特異の厳冬期の積雪環境というところにおいても、屋外での安全対策等を確実に実

施できることを確認する。訓練を通して、技能の習得それから組織が有効に機能すること

というところでございます。右下の写真は、参集訓練の昼間の状況、夜の状況を写したも

のでございます。 

 訓練内容として設置の本部訓練ですけれども、緊急地震速報を受けて、対策本部の構成

員が、当時は「代替指揮所」と呼んでおりましたけれども、そこへ集合して対策本部を設

置。それによって意思決定、作業指示を実施というところでございます。右側の写真は、

今現在、審査会合で御説明しております緊対所とは別物のところの写真でございますけれ

ども、現在ここは、将来的には待機スペース等々に利用しようかなというふうには考えて

おります。 

 また、連絡・通信訓練ですけれども、ここから赤字の部分がありますけれども、これは

3.11以降に実施した内容という内容のところでございます。これが衛星回線FAX等を利用

したものというところでございます。また環境モニタリングの訓練というのも赤字のとこ

ろがございますが、当然ながら可搬型ポスト、モニタリングポストがだめな場合というの

を想定して、無線伝送を含んだ、こういうものを実施しているというようなところでござ

います。 

また、環境への放射性物質放出を考慮して、タイベック・全面マスク等というところを

着用してございます。また積雪寒冷というところで、作業着、防寒着、それにタイベック

を着て、また全面マスクをして、これでもう操作は大丈夫だねというようなところを確認

しているところでございます。 

 初動の対応訓練という項目に参りますけれども、当然ながら津波流入路の、これは水密

扉等々の処置、アクセスルートの確保、がれき除去、それから門扉への移動等々と、こう

いうものを確実に実施して、なおかつ本部に衛星携帯電話を利用して、実施が終わったよ

というものを連絡しているというようなところでございます。また、代替給電訓練ですけ
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れども、移動発電機車、これは冬季養生を実施してございますので、冬季養生を撤去して、

それで給電ケーブルを移動発電車へ接続・起動というものが速やかにできるかというもの

でございます。 

また下にいきますと、これも当社の特徴ではございますけれども、代替給水訓練におい

て、送水ポンプ車に給水訓練とございますけれども、屋外の給水タンクから補助給水タン

クへの給水というところで、審査会合の中でも御説明しておりますけれども、屋外給水タ

ンクは31m盤に350㎥ほどのタンク、これは右側に写っておりますけれども、そういうタン

クを設置しておりまして、そこに補助給水タンクへの給水を豪雪、積雪の中でも無事にで

きるかというような形を確認しております。 

また、これら以外に自主的に蒸気発生器直接給水ポンプというものを、タービン動補助

給水ポンプが使用不可の場合、そういうものを用意してございますけども、これはフレキ

シブルホースによって補助給水タンクまで接続しますけれども、その接続。またこの蒸気

発生器の高圧ポンプは専用の発電機ケーブルを持っており、発電機を持っておりまして、

それでケーブルを接続して起動できるかというような訓練を積雪寒冷地の中でも実施して

いるというところでございます。 

 これが参考として、訓練実施場所ですけれども、右上のほうに代替給水訓練の実施箇所

と書いて31mに屋外給水タンク、これは電気ヒーターが入っておりまして、大体5℃ぐらい

に設定をして、凍結防止にしているというものでございます。また、左下のほうについて

は代替給電の発電機車で、これもまた31m盤、ちょうど着色しているところの31m盤のエリ

アでして、下のほうが海側のエリアになるというような位置構造でございます。 

また、ここで海の海水を補助給水タンクまで持っていくという訓練をこのときは実施し

てございませんけれども、以前3.11以降は、10m盤に円形の中間槽、それから31m盤に円形

の中間槽を置いて、それで補助給水タンクまで持ってきました。そのときは大容量の大き

なポンプがなかなか手に入らなかったというところで、都合そのときには16名ほどかかっ

ておりましたけれども、その後、いろいろメーカーさんとも協議して、大型の送水ポンプ

とそれからホース延長回収車なるものを設置しまして、このホース延長回収車を今現在1

台で1,800mのホースを折り畳むようにして置いておりまして、当初16名だったのが2人で

ホース運転回収車の運転手と、その後ろについてホースが無事おりてきて敷設されるかと

いうところでやってございます。これも訓練をしていって、やはり労力と時間が相当かか

るというところで、そういうホース延長回収車と大容量のポンプというものを活用してい
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ったというところでございます。 

 アクシデントマネジメント訓練、すみません、名前が古うございまして、シビアアクシ

デントの重大事故の訓練でございますが、これは支援するほうの訓練でございます。泊発

電所の中にも、防災対策を踏まえた技術班というもので、技術支援班を構築してございま

す。当然ながら各プラントパラメータから炉心の損傷への影響度、炉心の損傷の時間、そ

れからSGのドライアウトとかの時間等々、プラント状況を把握して事象の進展を予測して、

今必要なものはこれですというものを、技術班のほうから本部長以下に提言をして、実施

しているというような訓練も実施してございます。 

 また参集訓練でございますけれども、これは日中の参集訓練と書いておりますけれども、

スノーシューやクローラー車を利用した訓練ということで、スノーシューというのは昔で

言うかんじきでございまして、右側の写真で言う昼間と夜の、昼間のほうを見ていただく

と、道路からちょっと外れたところの道を歩いている風景でございますけれども、そうい

うところはそういうスノーシューをはいて体が埋まらないようにして歩いていくというよ

うな形でございます。またクローラー車というのは、左下にございますけれども、普通の

ワンボックスタイプの車にキャタピラがついておりまして、スノーモービルの大きいやつ

のようなイメージでございます。それで10人乗りでございまして、これで泊発電所まで移

動するというようなものでございます。 

 これがアクセスルートの絵でございまして、右側の地図を見ていただきますと、通常の

ルートといいますのは、右下に寮・社宅と書いてある宮丘地区というふうにございますけ

れども、ここに住んでおりまして、赤いライン、それから青いラインで通常は泊発電所ま

でアクセスするというところでございますが、津波によってこの辺がだめになる場合もあ

るというところを想定して、黒いラインの山側のルート、これ6キロほどになりますけれ

ども、そういうルートを構築して、そこで先ほどの参集訓練を実施しているというところ

でございます。 

左下のところに登坂部が使用不能となることを想定して、迂回ルートを使用とございま

すけれども、これが右側のほうの地図のところに緑色のラインでございます。黒い色の蛇

行しているラインが、ちょっとなかなか登坂がきついというところもありまして、そこを

もし使用不能になるとああいうふうに迂回ルートを使おうと。さっきの写真が道路からち

ょっと脇道にそれていたような写真がありましたけれども、そういうところは迂回ルート

を使って、それで訓練して泊発電所まで行こうというところでございます。ここの走行が
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歩いてですけれども、大体訓練でも約88分、クローラー車ですと約15分程度で着きますけ

れども、そういうような訓練を実施してございます。 

 ここから評価結果・改善事項というところでございますけれども、まず本部内の設置と

いうところで、実は今回のこのときの訓練については、進行表を用いたシナリオ提示型訓

練を実施してございます。それで各班と本部との連携というところでございますけれども、

改善事項としては定期的な作業報告、これは現場と本部と随時のやりとりじゃなくて、や

っぱり10分なり15分なり、時間を決めての作業状況報告も必要だというところでございま

した。また、改善事項2としては、当然ながらシナリオ提示型訓練ではなく、シナリオ非

提示型訓練、ブラインド訓練の実施を検討していくというようなところが当時の検討状況

でした。 

 緊急時通報・連絡訓練については、衛星電話というところでございまして、衛星電話は

なかなかというところもありますけれども、短縮ダイヤルも加えて、一斉で送信できるフ

ァクス機能が衛星電話にもあるというところで、そういうものをうまく利用していこうと

いうようなところでございます。 

 モニタリング訓練ですけれども、こちらの可搬型モニタリングポスト、こちらは3カ所

ほど置いて、それで伝送訓練をしてございますけれども、そういう積雪のところでも放射

線防護装備を装着した上でできるというような形を確認してございます。それから初動対

応訓練ですけども、これは本部への実施完了報告というのが、がれき撤去を含めて一生懸

命やっているところというところで、定期的な完了報告というのがなかなかなかったとい

うところが過去の訓練でございましたので、その確実な確認というところでございます。

また代替給電訓練ですけれども、当時はストレステストの評価を踏まえた訓練というとこ

ろもありまして、バッテリーがきく5時間というところでもございましたけれども、こち

らは過去の実績から（39分以内）、全交流電源喪失から代替給電を起動するまで39分とい

うのが過去にございますので、これも短くしていこうという意味で、39分以内にできたと

いうものでございます。 

 代替給水訓練ですけれども、こちらの補助給水喪失ということで、蒸気発生器の直接給

水ポンプの起動ということですので、起動の指示から給水開始まで50分以内と、これはSG

のドライアウトを考慮しての時間ですけれども、この時間以内に実施しようという達成の

目標によって、なかなかうまくいっているというところでございます。AM訓練については、

パラメータの水位、蒸気等の状況を踏まえて事象進展を適切にというところでございます
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けれども、こちらは過去の評価データを踏まえて適切に、大体これは5人ぐらいで班が構

成してございますけれども、この5人ぐらいの班で本部長以下に適宜対応策を提示・指示

というところが速やかにできたかなというところでございます。 

また参集訓練でございますけれども、これは実は以前はスキーとかで使うゴーグルがな

くて、吹雪のときはなかなか視認が悪いというので、ゴーグルを着用してはどうかという

ような話が出まして、そういうのも着用しているというようなところでございます。 

こちら要素訓練概要に移ります。要素訓練概要は、今の総合訓練の要素となる訓練とい

うところでございます。この下に書いたモニタリング、緊急時対応アクシデントというと

ころでございます。 

訓練目的は、手順の習熟、改善というところでございます。 

こちらのモニタリング訓練は、3カ所の代替測定ポイントに移動して、サーベイメータ

ーによる空間線量率測定とダストサンプラーというようなところで実施してございます。

また、給電訓練も先ほどと同じようなものですから、ここは省略させていただきます。 

代替給水訓練も、先ほどと同じ、それからアクシデントマネジメント訓練についても先

ほどと同じような訓練を実施してございます。 

要素訓練改善事項ですけれども、当時は今後も継続的な訓練を通して、さらなる手順書

等の高度化というところでございます。ただ現在はいろいろなハード物が増えてございま

すので、そのハード物に対する手順書の高度化というところが今の現状の課題というとこ

ろでございます。 

こちらは参考として、保安規定に基づく訓練というのもございますので、4月26日に報

告させていただいた資料を提出してございますので、こちらは割愛させていただきます。 

説明は以上でございます。 

○更田委員 ありがとうございました。それでは今の報告に御質問、御意見あれば。梶本

さん。 

○独立行政法人日本原子力基盤機構（梶本） JNESの梶本です。この雪の時期を選ばれて

訓練をされたというのは、私は大変有意義なことだと思います。 

それで、ちょっと確認させていただきたいんですが、環境モニタリングポストを3カ所

でされているという形になっていますが、写真のほうを見てみると、随分建屋に近いとこ

ろでサンプリング試験をされているようですが、実際測定された場所はどの辺りなのか、

本来であれば敷地境界付近のモニタリング近くでやるのが適切だとは思うんですが、大体
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どの辺りで、しかもどのぐらいの時間がかかるのか、この2点についてちょっと教えてい

ただければと思います。 

○北海道電力株式会社（新谷） まず場所なんですけれども、すみませんモニタリングポ

ストの絵を用意してきていませんので、お手元の8ページが全体が見えますので、見てい

ただきますと、8ページのところに配置がありますけれども、当然ながら周辺監視区域の

モニタリングポストの山が、今回のちょっと山側に3カ所、いわゆる5、6、7ステーション

ありまして、そちらに準備をして、それで簡易型ポストを持っていって、それでセッティ

ングをしてやっているということで、時間的なものについては……。 

○北海道電力株式会社（板谷） 北海道電力の板谷と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 環境モニタリング訓練につきましては、放射線防護の装備をして40分以内に出動という

のを目標にしていました。実際に準備を開始してから、準備までが32分、到達まで大体15

分ぐらいで、山側のほうのモニタリングポストで計測をしているというものでございます。 

○独立行政法人日本原子力基盤機構（梶本） わかりました。どうもありがとうございま

した。実際のモニタリングする本来のモニタリング機器がある近くのところで測定はして

いるという形になるわけですね。タイベックスーツを着て移動されるのは大変だとは思う

んですが、15分程度で稼働可能であるということ、わかりました。どうもありがとうござ

いました。 

○安井緊急事態対策監 冬季の訓練は非常におもしろいと思うんですけれども、個々のい

ろんな訓練で、例えば何々ができることを確認したというような書き方になっているんで

すけれども、当然同時にやったときに改善点とか、こういうことはもっと、他社さんも含

めて、こういう場を使って経験を共有していくことが大事だと思うんですけれども、こう

いう点はうまくいかなかったんだけれどもとか、あるいは現場の要望があって、こういう

改善をしたとか、そういう、うまくいった話だけじゃない成果というのは、もしなかった

らちょっと訓練としてはどうかなと思うんで、この辺はいかがですか。 

○北海道電力株式会社（新谷） これ、平成24年度ですけれども、3.11以降いろいろ、最

初に移動発電機車、それからポンプを入れて、うまくいかなかったという一番は、やはり

10mの中間槽、31mのところに円形プールを置いて、それでなおかつそれを空気の作動用の

ポンプでしたので、その労力の手間、16人という大勢の人数が要るということで、非常に

それが労力が多かったと。それを何とか夏でも冬でも同じですけれども、いかに早くした
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いと。それでメーカーさんともいろいろ協議して、特に作業員が大変。作業員の労力を短

くして、なくしてやるのが一番大事と。 

それで、先ほどの1本の1,800m、50mごとにカプラーでつないでおりますけれども、ホー

スを1巻き1,800mのホース延長回収車を、10m盤の海水のところからずっと10m、それから

31mというふうに、2人でできるようになったというところは、作業にとっては大いにいい

ところ。それでなおかつ確実にできるところ。それからホースも以前は錯綜していました

けれども、ホースも整理するところができるというところが、一番大きかったと思います。 

 また、現場はそうですけど、あと本部内もいろいろな情報がいろいろなところで錯綜し

て入ってきますので、それをうまく整理して本部長が判断するかというところがなかなか

できないので、やっぱり本部要員にいかに所長、それから今は号機の担当者というのも設

定してございますので、今後も本部の中の本部長が指示できる会議風景、会議の内容とい

うのを、もう少し理路整然にできないかなというところではございます。 

 後は改善点というのは、当社はまだ第三者チェックというのはやってございませんけれ

ども、今年度からやる予定でございますけれども、平成24年度のときに全参加員にアンケ

ートをとらせまして、アンケートで改善点、改良点、よかった点、悪かった点を全部書い

ていただきまして、それで事務局でまとめてそれぞれ機械工作班、電気工作班を中心にな

って、それぞれ改善をしていっているというのが、この2年半の状況でございます。 

○安井緊急事態対策監 ただ、そういうアンケートも含めて、やっぱり生の結果を皆さん

各社だけが1個1個やっているだけでは、結局ほかの電力ではあったのに、自分たちはたま

たまそれに出くわさなかったので、見逃しちゃったということになるというのが一番もっ

たいないなと、こう思っていまして、そういうアンケートの結果もそうだし、これから多

分やられるであろう第三者のチェックの結果も、こういう場でもっと共有するアプローチ

をとるということには何か問題があるんでしょうか。 

○北海道電力株式会社（新谷） 何もないかと。 

○安井緊急事態対策監 今日初めてなのであれなんですけど、そういうこともやって、結

局最後は事故が起こったときに全体がよく対応できることが、結局日本のためでもあるし、

電力会社さんのためでもあるんで、そういうこれ、我々の出題のほうの問題もあったかも

しれないんで、またちょっとこれは考えたいと思います。 

○更田委員 もう一つ言葉を足しますと、例えば北海道電力の中での経験だとか、例えば

訓練で痛い目に遭ったと。そうすると当然それに対して改善をされて、北海道電力の中で
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はその経験が生かされる。それも電力各社の中で今度はそれを共有するということは、あ

るいはされているのかもしれないし、されているんではないかと想像されるんだけれども、

それをやはり公開でやる、それから規制当局も仲間に入れてもらう。なぜかというと、緊

急時に当たって、規制当局なり国が余計な茶々を入れないということも非常に重要だと思

っているんです。 

要するに、訓練等々での経験を電気事業者ないしは原子力事業者だけの中で共有されて

しまうと、じゃあ何が適正で何が的確かということを、場合によっては規制当局や国がそ

れが理解できていないがために、余計な口出しをして、痛い目に遭うというのは、私たち

自身にとってはそれは一番恐れるところであって、ですから訓練を通じて何が経験で何が

教訓でというようなところには、ぜひ国や規制当局やあるいは地方自治体も参加する、経

験を共有するということが重要だと思いますので、そういう意味で公開でやるということ

の意味はそこにあるんだろうと思っていますので、ぜひともよろしく御協力いただきたい

と思います。何か質問、御意見あれば。どうぞ。 

○志間事故対処室長 2点ほど確認させてください。 

こちら総合訓練の訓練想定を見ますと、地震に伴う津波の影響により全電源喪失という

ことで、この訓練想定でいくと、全電源喪失が発生する緊急対応というのはやられている

のはよくわかりますけれども、状況的には発電所内では津波からの避難とか、地震による

避難とかという状況も発生していることも想定されます。その状況も含めて訓練の中に入

れて対応されているのであれば、そういったことをやっているかどうかというのを確認さ

せていただきたいのが一つ。 

あともう一つ、4ページ目に環境の放射性モニタリング訓練といったところで、環境へ

の放射性物質放出を考慮し、タイベック・全面マスクを着用とあったんですけども、これ

以外で、放射性物質の大量放出の環境下で対応しなきゃいけないことを想定して訓練をし

ている、例えばその後の緊急対応訓練などをやっているところがあれば、放射性物質の大

量放出の環境下を想定してやった訓練といったものの範囲を教えていただけますでしょう

か。 

○北海道電力株式会社（新谷） まず、津波に関する避難ですけれども、当然ながら所員、

各建屋の中に入っている作業員にも協力してもらって避難訓練、それから当社のPAルート

もしくは71m盤に視察者がいるという可能性もありますので、視察者をこういうときにな

ったら避難させるというような訓練も、あわせて実施してございます。 
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それから二つ目のタイベック等の話ですけれども、今回平成24年度のときにはタイベッ

クを着ておりますけれども、もう一つタングステンベストというのを用意しておりまして、

タングステンベストを着用して、先ほどの代替給水とか代替給電のホースを敷設というも

のを支障ないかという訓練も実施してございます。これは10月1日の有効性評価のときに

も、作業の操作性というところで、今まで我々が作業の操作性はどういうものがあるかと

いうところで、項目を全てピックアップして写真入りで御説明をさせていただいた資料が

ありますので、すみません、今日ちょっと手元にないですけれども、見ていただければと

いうふうに思います。 

○今井事故対処室長補佐 事故対処室の今井でございます。 

 3点ほどございます。まず1点目は、先ほど冬季の訓練についてのコメントがございまし

たけれども、私も冬季における状況が悪い中での訓練というのは、非常によろしいかなと

いうふうには考えております。もし他社さんに展開するとすると、それぞれの立地地域の

自然環境の特性ごとに応じた、環境が悪い中での訓練というものを展開していくというの

は、一つ考えられるのかなというふうに考えております。 

 2点目なんですけれども、9ページでございますけれども、改善事項2で、今後はシナリ

オ提示型訓練ではなく、いわゆるシナリオ非提示型訓練、我々はブラインド訓練というふ

うに言わせていただいていますけれども、よく事業者さんとお話をさせていただく中で、

ブラインド訓練やらないんですかということで、何度も繰り返しお話をさせてはいただい

ているんですけれども、なかなか今後の検討ですという形になっていて、そこに何か難し

いところがあるのか、こういった点がやはり少し考慮事項としてあるので、まずは基本か

らといった、そういう話なのか、その辺の難しさかげんを教えていただきたいなというふ

うには考えております。 

何でも応用から入るよりは、まず基本を押さえて、きちんと手順書どおりに活動ができ

たことを踏まえてブラインドするというのは、一つの手かなと思っているんですけど、私

も何度も何度もブラインドというふうに言っているんですけど、自分で言っている途中に、

本当にブラインドがすごく効果的なのか、それとも基本はやはり繰り返した後のブライン

ドがいいのか、その辺のところの感触がもしあったら、ちょっと教えていただければとい

うふうに考えております。 

 それから3点目なんですけれども、第三者評価、今後入れられていくという話がござい

まして、その点も事業者さん同士で例えばPWRはPWR同士の会社さんで、お互いにレビュー
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してはどうですかという話もさせてはいただいてはいるんですけれども、なかなかちょっ

と他社さんに入りにくいとか、そういった状況をお伺いしているので、その辺にも何か困

難な点があるかというのが、ちょっと教えていただけると非常にありがたいなというふう

に考えております。 

 恐らく一つ一つそういったところの困難な点をうまくハードルをクリアしないと、次の

ステップに進めないかなというふうに考えておりますが。 

○北海道電力株式会社（新谷） 三つございました。一つ目の冬季訓練で、他社さんとい

うのはちょっと当社からは回答を控えますけれども、ブラインド訓練、第三者評価という

のは、多分今日の最後の意見交換のときにもテーマじゃないかなとは思うんですけれども、

当社としましたらブラインド訓練というのは、今22のシーケンスで有効性の評価をやって

おりますので、あの中からどういうふうにピックアップして、どういうふうに事務方が、

ブラインドと言っているもの、その進行するのは事務局ですから、事務局がいかにうまく

シナリオを提示して、各班に提出させるかと。要は泊発電所のプラントパラメータのかわ

りに事務局が全部やるというところで、多分事務局の訓練が相当、事務局自体のブライン

ド訓練をやる。それがなかなかハードルが高いかなというところです。でもそれはやって

みれば一つ一つこなしていくというようなところではあると思います。 

 あと第三者評価については、今後というところもありますけど、他社さんが来てどうか

こうかという御質問がありましたけど、それはちょっと他社さんを含めて御意見いただけ

ればというところかなと思います。実際に物も違うし、いろいろ違うというところがあり

ますけれども、やっぱり見てきていただいてというのは、利があるのかなとは思いますけ

れども、そこの評価じゃなくて、単なる、評価だったらちょっといろいろQMS上の難点も

ありますので、来ていただいてWANOのピアレビューでも、いろいろ他社さんが来ていただ

いていますので、そういう意味での見ていただいて、こういうところがいい点、悪い点と

いうのを言っていただくというような、または持ち帰っていただくというようなところも

よろしいのかなとは思いますけれども。 

○今井事故対処室長補佐 わかりました。ありがとうございました。ちょっと私のほうか

ら確かに評価、評価と申し上げていたので、どちらかというと他社さんに入っていただい

て、アドバイスいただくとか、助言の形であれば有用かなという、そういう感じかなとい

うふうに考えます。 

特にやはり我々も規制側からとしてのコメントをさせていただくこともあるんですけれ
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ども、同業他社さんのほうがよりよく状況を知っていて、逆に厳しい面をお持ちで、こう

いったところが改善点じゃないですかというコメントをいただけそうな気がしますので、

もし今後可能でしたら評価ではなくて助言とか、視察でも結構なんですけれども、そうい

った形で助言をいただくような感じにできるといいかなというふうには考えております。 

以前ちょっと現場確認させていただいたときに、どこかの社さんで、JANSIさんが入っ

ていたりとか、あるいは海外からお招きして、発電所の訓練というものを見ていただくと

いうものは、実際取り組まれているところも出てきているようですので、第三者の目で見

た状況というものを、今後の訓練の改善に役立てるというのをだんだんできるようになれ

るといいかなというふうには考えております。ありがとうございました。 

○更田委員 他社の方というのは、レビューとか評価とかという点ではなくて、北海道電

力さんのためにもなるかもしれないけれども、むしろ他社が勉強して帰るという部分があ

るんじゃないかと思って、いわゆる観戦武官みたいな感じです。北電の訓練に行ってみた

いと思われる電力の方はいかがでしょうか。吉原さん、私ぜひ行ってみたいとか、そうい

うことはないですか。 

○関西電力株式会社（吉原） ぜひそれは見せていただいて、我々の中でもやはり他社さ

んを見るということで、我々に足りないものといったものも当然わかると思いますし、ア

ドバイスできることがあるのかどうかというのは、それは別として、非常に我々のために

もなると思いますので、ぜひそういう機会をお互いにつくってやりたいというふうには考

えております。 

ただ、現時点で一つネックになりますのが、審査会合なんかでも指摘されておりますけ

れども、緊急時対策所自体の広さ、現場のほうはもちろんよろしいんですけども、やっぱ

り我々が見たい一つとしては、緊急時対策所の中での情報のやりとりですとか、そういっ

たところが非常に他社さんどういうふうにやっておられるのか、どういうふうに情報のふ

くそうとか、そういったことをおっしゃられましたけれども、そういうことがあるという

ことですので、それもぜひ見せていただきたいと思いますけども、やはり場所が今のとこ

ろほかの電力さんが入って観戦するスペースというところまであれば、ぜひそういったと

ころもやらせていただきたいというふうに、見る側としては見せていただきたいというふ

うに思います。 

○更田委員 ぜひ積極的に、ある意味規制当局だって見に行きたいところではあるんです

けれども、恐らく規制当局が来るといろいろややこしいなというところもあるだろうから、



 15

遠慮したほうがいいのかどうか、それはちょっと考えたいとは思いますけど、ただ実際に

事故のときのオペレーションをやる方同士で見に行くと。もう一つ、緊対所の広さのこと

に関して言うと、一大デレゲーションが押しかけたら問題ですけれども、数人の人が来た

ことによって狭くなってしまうような緊対所は、そもそも緊対所として問題があるという

ことだろうと思いますので、積極的にそこら辺のそういった知識の共有、経験の共有とい

う意味に関してはお考えいただければと思います。 

○安井緊急事態対策監 それからちょっと先ほどブラインド訓練のお話があった、これち

ょっと多分最初は北海道さんだから話いっぱい出て恐縮なんだけれども、やはり手順を習

熟するという訓練も必要だと思うんですけれど、はっきり言って現場、私も若干の経験が

あるんですけれど、やっぱりとても混乱するんで、また混乱するものが現場でありますの

で、ある意味事前にシナリオが用意されていないものをやはりやって、やっても絶対うま

くいかないんです。絶対うまくいかないんだけれども、その中でうまくいかない点を減ら

していくというふうにトライしていかないと、なかなかこれは今、やってうまくいきまし

たというだけだと、試験で言うと生徒が全員百点の試験を出したんじゃ、これはやっぱり

先生としては問題があると思うんです。 

だけど、もちろん練習をしなきゃいけないときもありますから、これは習熟訓練なんだ

けど、でもそれだけだとちょっとやっぱり危機対応能力がどうしてもつきにくいんじゃな

いかなと、私は思うところがありまして、確かにプラントデータの用意という技術的問題

のところは、そういうシナリオ面でもよくあるんだけれども、同時にやっぱり予想されな

い状態を判定するというのが最も難しいわけでして、ちょっとここは単に検討するという

よりは、やる方向でやり方を考えるというふうに、これは御社だけじゃなくて、全体にそ

ういう方向で議論していただきたいし、我々もそういうふうに働きかけたいというふうに

思っております。 

○独立行政法人日本原子力基盤機構（梶本） 9ページに改善事項として、現場から本部

への定期的な作業状況報告を行うことが、ランダムにやるよりはより有効であったと改善

事項を挙げられていますが、これについては定期的なのがいいのか、それともある事態が

急変したときにはすぐタイムリーにやらないといけないという事態が発生するわけですか

ら、今後これはこの訓練では非常に効果的であったと。ほかの訓練を今度継続していった

ときに、初めてどういうスタイルがいいのかというのが最終的に決まっていくんだろうと

思いますので、こういう改善事項1については、今後もずっと訓練を通じていろいろ評価
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を加えていくということが重要だというふうに思います。以上です。 

○更田委員 やはりブラインド訓練、今は各社ともにプラントが止まっている状態ではあ

りますけれども、少なくとも1回は、事務局の習熟という点が大変だということは、それ

も大変よくわかりますけど、事務局の習熟のためにも、ひょっとすると最初は相当どたば

たになるかもしれないし、途中で何が何だかわからなくなったら、そこでやめればいいと

は思うんですけれども、ぜひブラインド訓練をトライしていただきたいと思います。では

櫻田さん、どうぞ。 

○櫻田審議官 規制庁、櫻田です。 

 ちょっと視点を変えまして、結局同じ目的なんですけども、訓練に参加している方々に

ついて確認をさせていただきたいと思います。 

 1ページに「はじめに」とあって、2ページにその概要とあって、これは総合訓練の話で

すけれども、訓練参加人数で発電所110名とか書いてあるんですけれども、当然協力会社

の方も一緒に参加しているんですよねということをちょっと確認したいというのが1点で

す。 

 こういう訓練は釈迦に説法だと思いますけれども、実際に携わる方に対して習熟してい

ただく、あるいはその習熟度を確認するという、そういう目的でやると思うので、実際に

対応するという方が、全てその訓練を経験するということが大事だと思うんですけども、

そういう意味でちょっと参加者の確認をしたいというのが1点です。 

 それから関係するんですけれども、一度の訓練で全ての方々が参加するというのはなか

なか難しいかもしれないとは思うので、これは今話題になっているブラインドのような話

ではなくて、むしろ習熟するための練習訓練みたいなものだとは思うんですけれども、回

数を重ねていくということが大事なのかなという感じもするんですけれども、そういう意

味で総合訓練とか要素訓練、それぞれ頻度がどのくらいになるのかということについても

ちょっと今のお考えをお聞かせいただければと思います。 

○北海道電力株式会社（新谷） まず協力会社なんですけれども、この訓練にも代替給水、

代替給電とか参加しております。それで、資料的には17ページ、18ページ、参考でつけた

資料がございますけれども、ここで教育・訓練参加者と書いてあるところで、協力会社員

というところに書いてある欄がございますところが17ページ、18ページにございますが、

そういうふうに協力会社の方も、当然協力していただいて、やっているというところでご

ざいます。 
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 それから、例えば当社の機械工作班が代替給水をするということについては、機械工作

班何十名とおりますけれども、その人間が大体経験をして出るようにと。それから今回ポ

ンプについては大体4名ほどでできてしまいますけれども、そういうものもこの当時のと

ころを見て、また体験していくという、また違う機会に実際にやってみるというような訓

練を繰り返してございます。そういうようなことも実施してございます。 

○水野事故対処室防災専門官 事故対処室防災専門官の水野と申します。 

 立地の特徴から厳冬期の訓練を総合訓練でやったということですが、先ほど当方からも

申しましたように、厳冬期で冬は厳しい環境のところは六ヶ所村ですとか、東通村とかい

ろいろあると思います。そちらのほうにも情報共有するという考えでもありますが、今回

厳冬期の訓練で、失敗したこととか改善したことをあれば、ちょっと連絡いただきたい。

参集訓練については連絡いただきましたが、実際の実動訓練において何かどこかが凍結し

てしまったとか、あとはこういう工夫をしているとか、貯水槽については5℃でヒーター

を入れているというところはございましたが、それ以外にあればここで報告していただき

たいというところ。 

 あともう1点は、泊は3プラントございまして、先ほども号機ごとに担当を置いていると

いうことをおっしゃいましたが、今回の想定は3号機のみの15条想定発災ということで、1

号機、2号機の担当はそれぞれ点検中というところの担当ではございますが、それぞれ号

機間の担当を置いたことによる何かメリットと、今回の訓練で得た成果というものがあり

ましたら、報告をいただきたいと。この2点お願いします。 

○北海道電力株式会社（新谷） まず二つ目のほうから、号機の責任者という点でござい

ますけれども、実はこれ平成24年度の訓練のときには、まだ新規制基準がなくて、号機の

責任者は置いていなくて、その後号機の責任者、担当者というのを配置しておりまして、

それからの訓練というのはまだこれからというところでございます。それから一つ目のほ

う。 

○北海道電力株式会社（板谷） 冬季訓練について対策でございますけれども、実はこの

訓練の一昨年も冬季の訓練をやって、冬季としては2回目でございます。1度目の訓練の反

省点などを生かして、例えばホースを接続するのにやっぱり時間がかかるというようなこ

とで、恒設化を進めるようなことをしてございます。あとは凍結対策といたしまして、防

寒対策をしていく。 

例えばこれ何度も恐縮でございますけれども、参集訓練で夜間、道の真っ暗のところを
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通っていくのに視認性が悪いということになりますので、道中にピンクのリボンをつけて

いくですとか、あと先ほど申しましたようにゴーグルをつけたり、あとはストックを持た

せるとか、いろいろ細かいような改善点は幾つかございます。以上です。 

○北海道電力株式会社（新谷） やはりホースの接続、3.11直後のほうはホースバンドで

いろいろやっていたんですけど、真冬ですので手がなかなかというところもあったり、そ

ういうのがあるんで、ホースは全部接続をカプラー方式にしてというような形にして、そ

れは冬だけじゃないんですけど、ホースの接続がやっぱり積雪、冬季も考えるとそれはな

かなかよかったかなと。なおかつそれも最初から1,800mつなげておいて、回収車に入れて

おいて、それで一気に敷設するというのが、冬の状況ではいいかなというところかと思い

ますけれども。 

○更田委員 他電力さん、何か御意見、御質問ありますか。事前調整してありますので、

伝えてありますというのでは、ちょっと調子悪いんで。なければあれですけれども、いか

がですか。志間さんどうぞ。 

○志間事故対処室長 1点お伺いします。今回行われたのは習熟訓練ということで、訓練

参加者の習熟度合いをどのように確認されているのか、また北海道電力内で習熟度という

のを確認するに当たって、特に工夫を凝らしているようなところがあれば、御紹介いただ

ければと思います。 

○北海道電力株式会社（新谷） この代替給水、代替給電の習熟度といいますと、実は集

まってきた人間、それぞれ例えば機械保守班が50人いるとかありますけれども、その機械

工作班の人間が宮丘地区から誰かが来られる、もしくは常駐している人間、泊発電所に24

時間常勤という人間もいますけど、その人間が容易にできるようなシステムをつくろうと

いうので、最初の代替給水ですと、初期システムでいろんな何段にも円形のプールをつく

ってというのがありましたけれども、それよりやっぱり習熟度というのも問題であると。 

そういうのを度外視して、先ほどのホース延長回収車のように、1本でつなげて、一つ

のポンプで補助給水ポンプまで持っていくということになると、これも習熟度ということ

で相当低いレベルの習熟度でいいんで、というのは作業のレベルを低くしようと。簡単に

言うと誰でもできるようにしようと、そういう工夫を当社ではしているというところでご

ざいます。 

○更田委員 どうも発電現場を持っているわけじゃない規制当局のメンバーが質問しても

というところがあるんで、むしろちょっと指名するようで申し訳ないですけど、谷川さん
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何か質問か意見、ありませんか。 

○四国電力株式会社（谷川） すみません、ちょっと私の考えも含めて申し上げたいと思

います。こういう緊急時にうまくやられるというのは、個別の機会などに、システムなり

装置を対象者がどれだけうまくやれるかということと、その全体がうまく動いていくよう

なシステムを組めること。 

このシステムを組むときにどんな状況があるかによって、事態がどう変わっていくか、

どう動いていくかという知識ベースのものがどれぐらい整備されるか。そういうものの組

み合わせだと考えていますが、いわゆる訓練というときに、先ほどの習熟ということが問

題があると思いますが、例えば新しい装置が入ってきたりとか、例えば変わったというこ

とがあれば、当然それができるかという、機械が新しくなってきたというふれこみで、そ

れが性能要求をこれでいいのかという確認をするとともに、それは普通、訓練とは言いま

せんけれど、それは受けとめになり、そういう形で人が変わったときに、例えば定期異動

でどうしても班員外というところで、そうするとチームが変わるという、そうするとその

人がうまくやれるように、訓練というのかも知りませんけれども、やりますよね、考えら

れること。それは大体30分以内にそれが動かないといけないから、じゃあ30分で入るよう

に人を訓練する、そこまでは必ず習熟させてますと。そういうものは当然やるものはこう

いう訓練の中には数えていないと思うんですけれども、そういうものをまず例示するとい

うことになって、その上でいわゆる訓練全体をどう見るかという総合的なつながり、活動

をしているといいますか、感じがあると思うんですけれども、それはそういう当然理解で

いいと思いますね。 

○北海道電力株式会社（板谷） 新しく泊発電所に入所されました技術系の社員は、当然

班員となりまして、災害対策要員となりまして、宿直等にもう入ってまいりますので、手

順の教育、それから現場の確認などは行うことはもちろんですけれども、例えば宿直室に

ホースをつなぐための模型と言っても実物なんですけど、置いておいて、例えば宿直に入

ったときに必ず1回いじってみるというような工夫をしたりしているところでございます。 

○更田委員 最初の北海道電力さんだけといっても時間の関係もありますので、どうもあ

りがとうございました。 

 それでは午前中は二つやろうと思っていまして、もう一つ、関西電力のほうからお願い

をします。 

○関西電力株式会社（吉原） それでは、関西電力の吉原でございます。 
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 それでは弊社の3発電所の昨年度の原子力防災訓練の実施結果について、御報告をいた

します。 

 報告は、弊社の事業本部の安全防災グループの古田のほうからまとめて行わせていただ

きますけれども、当然各発電所のほうから担当の者が参ってございますので、質疑におき

ましては発電所のほうからも御説明、御回答させていただきます。本日、最初に冒頭趣旨

説明がございましたように、御出席の皆様からいろんな意見をいただきまして、今後の訓

練のあり方について有意義な示唆を得たいというふうに考えておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○関西電力株式会社（古田） 原子力事業本部安全防災グループの古田と申します。御報

告をさせていただきます。 

 本日の報告ですけれども、3サイト分、ちょっと左寄りに書いておりますけれども、美

浜・高浜・大飯の順番で御説明をさせていただきたいと思います。若干それぞれ特徴を捉

えてポイントをうまくつかんで説明できればと思います。 

 まず初めに、美浜発電所でございます。昨年度の訓練、3月23日に実施いたしまして、

この際は参加者としては約300名程度の人間、こちらの訓練は事業本部本店も含めた全社

での総合防災訓練という形で実施をしております。こちら協力会社さんにも御参加いただ

いております。 

 訓練の内容でございますけれども、要員の参集訓練、通報・連絡訓練、緊急時モニタリ

ング訓練、避難、それからあとSBOの対応訓練、それからあとこれは現在日本原電さんが

敦賀に原子炉緊急事態支援センターというのを設置されておりまして、構内の放射線が高

くなったレベルのときに、いわゆるロボットを持ち込んで環境の測定といいますか、モニ

タリングを行うといったような組織を立ち上げておりますので、今回はちょっと御協力い

ただきまして、実際にロボットを持ってきていただいて、発電所の中にも動かして操作の

訓練を実施したということが特徴として挙げられるかと思います。 

 これシナリオを大ざっぱに説明するために1枚に押さえました。1号機が定検で2号、3号

は定熱一定運転中という前提でございました。地震が発生しまして、その後、津波が参り

まして、ここでステーションブラックアウトになる。この結果、10条の通報を2号、3号に

ついては行って、ここで空冷DGの発電の開始もするわけですが、2号についてはタービン

動補助給水ポンプでうまくSGで冷却はできたんだけれども、3号はうまくいかなかったと

いう想定で、3号側が15条ということを想定しました。その後の展開としては、中圧ポン
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プでSGの冷却を始めて、それがうまくいって事故収束という形で、マルチユニットの事象

を想定した訓練を行いました。 

 24年度の訓練をするに当たりまして、その前年度の訓練で幾つか出ました反映すべき事

項というものも評価した形で実施しております。美浜の場合、23年度は3月の断面と11月、

2回実施しております。これは代替指揮所の有無ということで、一度複数ユニットでやっ

たんですけれども、その際には緊対所が使えないという想定で、事務所4階で事故対策室

を開いてやったと、その後代替指揮所を整備したんで、それをちょっと確認しようという

ことで2回行いました。 

その際には、3月の断面で22件、後ろのほうでは64件、これはいろいろ意見といいます

か、反省事項を集約したときにできた総数でございますので、集約すると幾つか数は減る

んですけれども、そういった中で23年度ではこちらの情報共有の観点で、やはりプラント

の状況一覧表示するようなものがあったほうがいいんじゃないかということで、こういっ

た表を用意して、ホワイトボードに貼りつけたとか、それからあとこちらは中での発電班

長とそれから当直長とのやりとりということで、やっぱり分担をしたほうがいいというこ

とで、発電班長は緊対所の中、それで副班長が当直と中央とやりとりをするといったよう

なやり方がスムーズではないかというようなこと。それからあと代替指揮所の訓練として、

これは美浜の代替指揮所を用意したときに、隣り合う部屋なんですけれども、扉を介して

行き来するということで、若干伝わりにくかったということで、マイク、スピーカーとい

うのを使って伝わりやすいようにした、こういったようなことを反映して、24年度は実施

をしたわけでございます。 

 ちょっとここは全ての訓練を挙げておりませんが、目ぼしいものを挙げております。こ

ちらは発電所内の退避誘導訓練ということで、所定の場所へ避難するほか、参集した入構

者の確認、あるいは安否確認というようなことを行いました。それからSBOの訓練としま

しては、空冷DGを実際に動かしまして、ケーブルの接続操作だとか、起動操作、起動後の

点検、あるいは燃料を移すこういう作業といったものをやってございます。これはそのと

きの写真でございます。 

 それから続きましてSG、蒸気発生器の給水でございます。この辺は消防のポンプを使う

ということで、ホースの敷設、あるいは中圧ポンプを使った給水準備の操作といったよう

なことを行いました。それからSBOですので、ピットの側も手当てをする必要があります

ので、こちらのホースの敷設といったところまでを実際に実動で実施いたしました。 
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 それから先ほど申しました原電敦賀にございます支援センターからの連携ということで、

これはもう今既に運用がされておりますけど、10条通報を行った断面で敦賀のほうに連絡

をしまして、支援要請をするという運びになっています。それで、これは当社の災害対策

支援、いわゆる後方支援拠点でロボットを受け取りまして、そこから弊社のヘリで発電所

近傍へ動かして、それであと構内で実際にこういうような瓦れきを模擬したものを置いて、

ロボット操作したりといったことを実施いたしました。 

 こちらの訓練は、これは総括的な評価ですけれども、この訓練自体は二つ目的を立てて

ございまして、状況把握、対外連絡、あるいは本部の対応ということについては、概ねで

きたのではないかというふうな評価をしております。一方、SBOあるいはSGの給水機能喪

失時の対応の訓練ということで、現場の操作は一連実施できたかなということ。それから

一部でコミュニケーションに関しては問題点がちょっとございましたので、次のページで

紹介しますが、全体としてはよかったんじゃないかと評価しております。 

 二つ、24年度の訓練では反省事項を考えておりまして、今これはすみません、代替指揮

所というのは昨年度の名称で、今はむしろ代替所が本来の緊対所になっておるわけですけ

れども、SPDS、これは要するにパソコンでプラントのパラメータが見えるシステム、プラ

ントパラメータ表示システムですが、これを当時代替所と呼んでいましたが、こちらのほ

うに設置をしたほうがいいだろうということで、これは今年度中に設置をすべく、準備を

進めております。 

 一方、先ほどのコミュニケーションの話なんですが、構内電話等が不調ということを想

定して、衛星携帯を考えておるのですが、中の電波の状況というのに依存することで、や

や不通になったこともあったということで、構内の電波状況のよいところをあらかじめ調

べまして、小さ目なんですけれども、この辺が比較的電波がいいよといったようなものを

この携帯にアタッチしてということを実施いたしました。 

 これは北海道さんでは要素訓練と総合訓練並べておりましたが、要素訓練についても実

施の状況を簡単に御紹介いたします。大括りしますと電源確保に関するものと炉心の除熱

に関するものと、ピットの除熱、次のページにシビアアクシデントがありますが、そうい

ったカテゴリで申しますと、結果としては概ね良好と考えておりますけれども、個別に見

ますと既に改善をしたところ、給油に関わる方法ですとか、あと蒸気発生器の注入するポ

イントですとか、それからあとこのピットの場合は床に這わすような形では若干はねると

いうおそれもあるので、専用ノズルを設置したとか、こういうのを既に実施しております。
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あとこれは少し時間がかかるかと思っているんですけど、もう少し改善を図るというよう

なところも抽出をいたしております。 

 これは要素訓練でのシビアアクシデント関係で、こちらは個々にこういうものがござい

ますけれども、大きなものは特にございませんでした。 

 次、お願いします。これは参考ですのでスキップいたします。 

 続きまして、高浜発電所でございます。こちらは昨年の12月に実施しまして、こちらは

人数の確認といいますか、所在の確認ということをやりましたので、そういう意味で訓練

に関係した人間の数が非常に多くなっておりますが、協力会社さんも交えて総勢この程度

の人数となっております。訓練の項目としましては、本部設営、通報、連絡、避難、モニ

タリング、医療、そして先ほどの事故拡大防止（応急措置）訓練といったようなことで、

ここに書かれたようなものを実施いたしております。 

 こちら高浜は4ユニットございます。想定としては1号定検、2、3、4号は定熱運転中と。

事象は同じパターンですが、地震が発生して津波が来て、海水系がやられて全交流電源喪

失ということで、この時点でサイトが10条通報の状態になる。そして2号、3号はタービン

動でSGが冷却できたのだけれども、4号はうまくいかなかったのでこちらは15条に進むと。

そしてここで空冷式の発電機を使って電動を試みるけれども、失敗して、仮設中圧ポンプ

を用いたところ、冷却に成功して収束と、こういったシナリオで、こちらも複数ユニット

が影響を受けるという前提でのシナリオで訓練を実施いたしております。 

 そして、高浜も24年度の前年度の訓練で幾つか改善事項がございまして、反映をいたし

ております。こちらは本部の運営ということで、情報の共有化の観点でございます。構内

の状況はもう少しわかったほうがいいという意見がございまして、構内にグリッドマップ

を配置して、がれきあるいは火災、あるいはSBOの状況というのがわかるようなボードを

追加いたしました。それとあと通信手段の関係ですけれども、携行型の通話装置と本部と

現場が直接つながるようにしたほうが円滑な対応ができるということで、接続できるポイ

ントを増やしたということ。それからあと構内の電話の交換機ですけれども、PHSが使用

できるようにしたほうがいいということで、当初地下の低いところにございましたけれど

も、一部5階に上げまして、3、4号ですとか1、2号、あるいは協力会社と、ここが最低限

つながるような形を構築いたしております。 

 それから高浜では、ちょっと写真がございます例ということで、本部の設営の訓練です

とか、通報連絡訓練、こちらは通常の状態は地上回線で10条、15条の通報をいたしますけ
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れども、この辺の衛星通信を利用したパターンでも実施をいたしております。 

 そして高浜でございますが、こちらの大きな訓練の目的二つは、要員が災害対策活動を

適正にできるかという点、これは概ね適切にできたと判断しております。それから緊対所

が使用できない場合に備えて整備している代替指揮所、これは当時の名称で、今こちらが

むしろ緊対所でございますが、こういった指揮所の拡張ですとか、資機材を充実して行っ

た結果、支障なくできることを確認しました。一部本部内の情報共有化に関する改善点が

あったと、全体はオーケーという評価です。次のページでこの一部の要改善点を御紹介い

たします。 

 ちょっとここで先ほど訓練の評価のやり方の話がございましたけれども、弊社の場合、

先ほどの美浜のように、本店と現場とか一緒になってする総合防災訓練のケースでは、社

内の人間ですけれども、評価者を置いて今まで評価をやってまいっております。これは福

島の事故以前もやってはおりました。 

高浜に関しては、こちらは反省会において出てきた事項でございますけれども、要する

に通報様式を作成する際に、従前ですとつくったドラフトを紙で本部内にばっと巻いてみ

たいなことをやっていた。それはやっぱりちょっと時間がかかるということで、書画カメ

ラ等を使ってスクリーンに投影して、それで一遍にみんなで確認するというやり方でスピ

ードアップが図れた。それからあとやはり複数プラントで事故が発生しますと、一つのホ

ワイトボードにだっと書いていくと、情報量が多過ぎて、なかなか把握しづらいというこ

ともあったので、現在のプラントステータスがわかるような専用ボードの作成、こういっ

たものを検討したいというふうに考えております。 

 それからこちらは要素訓練です。カテゴリは先ほどの電源と炉心冷却とピットの冷却と

いった形ですが、こちらは前年度にも既に改善しているところもございまして、今回、国

に報告しました期間としましては、こちらの空冷式の発電の関係で、コネクタの接続のと

ころをちょっと転落防止のために専用の架台をつくったとか、それから給油の作業を多様

化するために電動のオイルポンプを用いて、そういった抜油方法を手順に追加したとか、

こういったものが改善点として挙げられます。 

 シビアアクシデント関連の訓練では、これは複数のパラメータをチャンネルごとに集中

して監視可能なように、これは大きなケースの中にパラメータを監視する端末がだっと置

いてあるんですけども、そういうようなことをすることで見やすいようにしたということ

でございます。 
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 次は大飯発電所です。こちらは今年の3月に実施いたしました。約300名の参加をいただ

きまして、本部の設営、要員参集、通報避難、環境モニタリングから放射線防護、被ばく

医療、それから広報、事故拡大防止訓練、そして先ほど美浜で申しました支援組織ですが、

こちらは要請を実施したということでとどめておりますけれども、こういった訓練を実施

いたしております。 

 シナリオですが、こちら1、2号定検中、3、4号定熱一定運転中という想定で、当初実施

最初に地震が発生して外部電源の喪失の状態というところからスタートします。このケー

スでは大飯の4号機にRHR、余熱除去系の漏えいが発生というのを想定しまして、ECCSが作

動したということで10条を4号について出しております。その後津波が来て、サイトで海

水機能喪失ということで、SBOが発生ということで、今度はここのECCSが止まったという

ことで4号機15条、SBOということで3、4号が10条と、そして今度は3号機のほうは、ター

ビン動補助給水ポンプが故障して、SGでの冷却ができなくなったということで、15条とい

うような形で、こちらも複数のプラントに影響が及ぶシナリオで実施しております。 

 それからちょっと同じパターンです。24年度の訓練に当たって、23年度分でどのような

ことを反映したか。本部の運営についても、これも先ほどありましたような情報共有の仕

方でございます。これは原始的なホワイトボードではそれだけなんですけれども、最近は

コピーが取れるようなものもございますので、代替指揮所内のホワイトボード、全てコピ

ーが取れるものに置き換えました。それから通信インフラについても、これはやはり衛星

携帯なかなか電波状況に依存するということなので、違うタイプのものを導入してみたと

いうこと。それとあとこの代替指揮所、緊対所側と現場は衛星携帯で結んで、それと現場

の中で現場の指揮者と現場の中は高性能のデジタルトランシーバーを使うといったような

形で、できるだけスムーズにコミュニケーションできるようなことを対策を打ったといっ

たようなことが挙げられます。 

 防護措置の訓練、ヨウ素剤の配布ですとか、あと高線量対応防護服、タングステンベス

ト、そういったようなことを実際に着用して行いました。それから被ばく医療訓練も負傷

者発生を想定して、こういったような様子で実際に訓練を行いました。 

 広報訓練、これは模擬で実際に広報文をつくった。それから事故拡大防止訓練ですけれ

ども、DGの関係については概ね先ほどと同じような形ですけれども、大飯におきましては

ちょっとここに小さい字で書いておりますが、実際の所要時間を測定してパフォーマンス

の測定といいますか、そういった形の定量的な測定も行っております。 
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 蒸気発生器の給水、あるいはSFピットへの給水、これも同様な形でございまして、同じ

く実際作業に要した時間を測定して実施しております。 

 それから訓練の目的は、当初この二つ、緊急時対応の適切さと地震・津波によるプラン

トの対応ということで掲げまして、こちらについては本部運営は概ねオーケー。一部情報

の共有化については改善点がございましたが、全体で見ればオーケーということで、こち

らも特段大きな問題なしということでございます。 

 先ほどの情報共有のところですけれども、こちらの本部内でプラント発生事情とその他

の対策、あるいは主要パラメータというのが、やはりユニット複数走っていて、ホワイト

ボードに書くというのはなかなか混乱してしまうので、情報ごとに、例えばプラントの発

生事象、それから発生そして対応した活動、それから主要パラメータといったような形で

このホワイトボードを三つに分けて掲示をする。あるいは主要パラメータについてはあら

かじめ主要パラメータ集約表をつくっておいて、それを使うといったようなこと、それか

ら先ほどもちょっとお話ありました情報をトップに上げるやり方なんですけれども、やは

りばっと本部長に集中すると、氾濫するということで、ユニット指揮者がある程度情報を

選別して上げるというふうなことにしてはどうかと考えております。 

 こちらが要素訓練、電源の確保の関係、この辺はケーブルの接続盤を改良したとか、あ

とこちらの除熱機能の関係では、ポンプの揚重機だとか、あと現場とのやりとりがスムー

ズにいくように通信機器といったようなところに改良・改善を加えております。 

 シビアアクシデンド、これは特にございませんでした。 

 ちょっと大飯は、24年度新規制基準の対応もしておったということで、現地調査なども

いただきまして、このときの指摘事項についてはそれぞれこういったような形で対応を行

っております。あとそのときに実動訓練を実施するとか、訓練の質の向上、それから対象

者のすそ野を広げるといったお話もございました。 

 そういうことを踏まえて、訓練についてはまず8月末までに、その当時新たにつくった

シビアアクシデントに関する所達、社内ルールの訓練を、訓練対象は全員を一通り実施し

まして、年内を目処にさらに習熟度を上げるということで、種別的に申しますと個別の訓

練、あるいは初動対応訓練、それから一気通貫の訓練といったような形で、少しずつレベ

ルアップできるような形で年内訓練を進めて、習熟度を上げたいというふうに考えており

ます。 

 これ最後に関西電力として少し先を見た観点で整理をさせていただきました。やはり今
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回の事故の反省といいますのは、いかなる対策を講じても、なおシビアアクシデントは起

こるという前提に立ちますので、やはり我々の緊急時対応能力というのは継続的に高める

必要がある。それに当たっては訓練のシナリオを我々の実力に合った形で、若干背伸びす

るぐらいの形のやつを繰り返していくことで、継続的に高まっていくのではないかなと思

っておりますので、我々の実力を見極めつつ、身の丈に合った訓練シナリオを設定してや

っていきたいと思っております。 

 それから二つ目は、当然ですけれども、訓練は改善の機会ということを明記しまして、

先ほどございましたブラインド訓練、ちょっと私、正確にブラインド訓練といったときに

どこをどう定義するかとあるんですが、当社の場合ですと、先ほどのSPDSに訓練モードと

いうのがあって、パラメータについては画面がざっと自動的に流れていくのを本部の人間

が見て、そのパラメータだけ見て、これはLOCAだろうとか言いながらやってはおりますけ

れども、今般そもそもSPDSが使えない状況も想定しなさいと考えると、そもそもそういう

ディスプレーでデータを流すということができなくなるということで、さてそうなると、

どうやって状況を付与するのかということで、先ほどもありましたように、ブラインド訓

練のやり方というのも、ちょっともう一工夫する必要があるかなと思いますが、そういっ

たことで訓練のマンネリ化を防ぎつつ、あとそれから評価、やっぱり自分の状況がわから

ないと、どこに手を打つというのもできないので、評価の機能というのも強化が図れれば

と思っております。 

 それとあと先ほど他社のという話もありましたが、実は今回のときにも事前に社内で幹

部に説明した際には、ぜひ他社のほうをどんどん見に行けといったようなハッパもかかっ

ておりますので、国内外と大きく書きましたが、少なくとも国内の他社さんの訓練、もし

機会があれば見させていただきたいなと考えております。 

 以上でございます。 

○更田委員 ありがとうございました。それでは質問、御意見あれば。 

○安井緊急事態対策監 これはちょっと訓練の指摘というよりは、僕らも同じ悩みを実は

抱えていて、やられたフィードバッグでうまい知恵があったら知りたいんですけど、ホワ

イトボードを使ってプラントの状態を僕らも書き出すようなシステムになっているんです

けれども、いわば事態が進展していくというのは、微分値のような情報がどんどん入って

くるわけです。ポンプが止まるとか、何々が動き出すとか。 

ところがだんだん時間がたってくると、今、状態はどうなっているんだというのが、ど
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こかで例えば1回でも情報の伝達ロスがあると、それが蓄積してきて、今、結局どうなっ

ているんだというところがすごく心配なんです。きっと発電所だとSPDSも見えているから、

我々もERSS見えるんだけれども、ただそうは言ってもいろんな機材が壊れているという前

提だから、なかなか捕まえにくいところがあるんです。そういうのがこの発電所で現実に

問題に対処する人たちは、微分的に入ってくる情報を組み立てて、今プラントはどうなっ

ているんだというのを捕まえるのには、どういう工夫がされているか、多分大分やられて

いるんじゃないかと思うんですけれども、その辺は何か経験値ありますか。 

○関西電力株式会社（小寺） 美浜発電所の小寺でございます。 

 今まさしく言われたことが発電所でも問題になってございまして、先ほどの美浜発電所

の資料の中の改善事項の中にもございました。23年度の訓練の中の改善事項として、要は

全体がわかる表を用意したと。今まで時系列的にどんどん情報を変えていくということに

なると、プラントの状態が今どうなっているのかということが、本部長を初めとして、す

ぐつかみにくいということで、その表の中に例えば安全系の機器が今生きているのか、死

んでいるのか、そういう状態を常に最新の状態を書くことによって、また今タンクがどん

な水位にあるのか、水源がどの程度あるのか、そういったような情報、すぐ一目でわかる

ような、そういうものをつくるということで、今回改善ということで一覧表にしたものを

貼り出して、そこに最新の情報を記入するような、それによってプラントの最新の状態を

一目でわかるように、そういう改善をしたというものでございます。 

○更田委員 一覧表をどんどん更新していくわけですか。 

○関西電力株式会社（小寺） 中の情報を書き換えていくと。 

○更田委員 書き換えていくということですか。 

○関西電力株式会社（小寺） 並べていくんではなくて、そこにマルなのかバツなのか、

そういうのがそのときの状態が。 

○更田委員 重要な情報を項目別にしておいて、どこどこの弁があいているとか閉まって

いるとか、水位はどうとかというのを並べておいて、それを常に前の状態を消して、最新

の状態をそこへ書き込んでいくという、そういうやり方ですか。 

○関西電力株式会社（小寺） そういうことでございます。 

○安井緊急事態対策監 ただ、それを実行するためには、途中で1回得られた情報が、必

ずしも正しいとは限らないというのが事故の状態なんで、それをチェックしてオーバーラ

イトしていかなきゃいけないわけですよね。 
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それが例えば、例を挙げれば、（福島第一で）ICが動いていると思ったけど動いていな

かったなんていうのも、その一例に近いんですけれども、それはどうやるんですか、現場

のほうで現地に行って、より確かな情報が得られると更新をしていくのか、つまりどっち

が正しいんだということがどんどん起こってくるんです。これ、私どもも悩みなんで、今

自分に答えがあるわけじゃないんだけれども、それはやっぱり後で入ったものが正しいと

いうオーバーライトの仕方にしていると、そういうことですか。 

○関西電力株式会社（小寺） 機器の状態でも、もちろん現場に行って、実際確認等がで

きればいいんですが、そういうこともできないというようなこともあるので、とりあえず

は中央などで把握できる情報などでまずは書いて、またいろいろ現場などを把握して、そ

ういう情報が本部の中に、こういう状態であれば発電班のほうから入ってきますので、そ

ういう新しいものがあれば書いていくというようなことになるかと思います。 

○更田委員 その一覧表というのは、ホワイトボードなんですか。 

○関西電力株式会社（小寺） 今回使っているのは模造紙に、ちょっと今回は代替指揮所

でやってございますので、難しいと思います。 

○更田委員 どうしても白黒がつけられないものに関しては、要するに不明なりどっちか

らしいというようなものを書き込んでいくという形にきっとなるんでしょうね。恐らくち

ょっと多分、模造紙を見せていただければおもしろかったかもしれないというのは、今度

は表のつくり方もどんどんブラッシュアップしていかなきゃいけないですよね。書きやす

いあるいは一目で状態がわかりやすいという、そのシナリオによっても違うのかもしれな

いけれども、どういう枠をつくっておいたらいいのかというところはあるだろうと思うん

ですけども、その点はいかがですか。 

○関西電力株式会社（小寺） ただ今回、とりあえず枠をつくった形になってございます

けれども、これはどんどん変えることは可能ですので、まだ今回、初めて使ったものでご

ざいますから、今後そういったものを使っていくことによって、よりよいパラメータなり

機器の選定を行っていけば、よりよくなっていくのかというふうに思います。 

○更田委員 ありがとうございました。ほかに御質問のある方。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） 渡邉です。 

 今のシナリオのところで、今回は多分、福島を意識して、皆さん同じシナリオを組んで

いるんだろうと思うんですが、実際にシビアアクシデントというのはかなり広範なシナリ

オになっていて、それを多分全部一つのプラントで潰すというのは非常に難しいと思うん
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です。 

そうすると、先ほど古田さんがおっしゃっていたように、ほかの発電所の、要するにほ

かの電力の訓練に参加するなり、実際にレビューするなり、そういう活動を通して身につ

けるシナリオの数を増やしていくという努力をしないと、多分広範のシナリオの訓練って

身につかないと思うんです。だから、ぜひそういう産業界としてのピアレビュー体制と、

網羅性を意識した訓練全体としてのプログラム、そういうものをつくってもらいたいなと

いう気がします。 

 もう一つは実際に訓練をやるときなんですけども、今は防災訓練なんで、かなりシビア

アクシデントに特化した訓練をしようとしていますけども、実際に小さな集まりが重なっ

て、シビアアクシデントになるというケースは、かなりあるわけであって、例えば先ほど

出たSPDSが使えない、表示が見えない、こういうシナリオは別にシビアアクシデントでな

い状況だって起こり得る。 

現に十数年前にナインマイルポイントでも起こっていますし、そういう状況が実際に起

こったときに、じゃあ見えない部分を何で補完して自分たちが状態を推定するのかという

ような訓練は、ある程度やっておくと、こういう緊急時でも役に立つんではないかなとい

う気がするんですけど、防災訓練ではなく、そういう状態に対する訓練というものをこれ

からうまく活用していったらどうかなという感じがするんですけど。こうした状態に対す

る訓練を今どういう状況でやっているのかというのがよくわからないものですから、少し

そこをもし現状がそういう状況があるんでしたら、お話しいただきたいんですが。 

○関西電力株式会社（古田） まず一つ目の産業界の話は、JANSIさんのほうも同じよう

に、この防災の関係者を集めたグループをつくって、こういった形で訓練の情報交換をま

さに今年度始めているというところですので、シナリオの話もしますと、今回SBOが多か

ったですが、昔PWRで訓練というと、大概LOCAというのがお決まりで、そういうことで今、

安全審査でも有効性評価の中に、まさにシビアアクシデントのシナリオというのを実際に

ある程度カテゴライズされていますけれども、やっておりますので、ああいったものが一

つのベースになるのかなということで、一つある程度、まさに先ほどのマンネリ化ですけ

れども。とはいいながら習熟も必要ですので、それはそこの状況を見ながら、シナリオと

いうのを適切なものを選んでいくということになるのかなと思います。 

 あと、もう少し小さなトラブルという件につきますと、やはりかなり今回の東京電力さ

んの事故で、監視系がほとんど麻痺をしたという状況、想定としては非常に厳しいと思っ
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ておりまして、そこはむしろ想定をする前に、当然事前にそういった資機材の点検といい

ますか、それをきちっとして基本的な信頼性を高めておくというのが、まず一つあると思

います。さらにその上に、でもなお何か起こったらどうするのかというのは、まさに想定

といいますか、イマジネーションといいますか、どういうことが起こるのかというのは、

これから少し検討を重ねていかないといけないところかなと考えております。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） ちょっと趣旨が伝わっていなかっ

たのかなと思うんですけど。表示機能が喪失してしまうというようなものは、特にシビア

アクシデントに限らず起こると。それは実際に起こっていて、いわゆるブラインドオペレ

ーションをやったプラントは、実際にあるわけです。ブラインドオペレーションをやった

ときに、どういうところに注意をして、状態をつかんだかという、そういう状況を常日ご

ろからというのは少しオーバーなんですが、そういうことを意識していると緊急時にも使

えるんではないかと、そういう趣旨で申し上げた次第です。 

○関西電力株式会社（古田） わかりました。ありがとうございます。 

○関西電力株式会社（邑田） 大飯発電所の邑田でございます。 

 今おっしゃったSPDSに着眼して、我々ももしこれが使えなかったら、プラントの状態を

把握できないねという意見が出まして、実は手書きでコンピュータとハード計器のほうに

行って、手書きで写書してくるということをしました。そうしますと約15分ぐらいから20

分かかったわけです。それだけかかって全部を取ることがいいのか、それとも全部で60～

70項目あるんですけども、もっと絞ってそれの中で重要なものを20～30だけを、5分間イ

ンターバルで取ってくるとか、そういった議論をしていまして、SPDSの中でもどういうパ

ラメータが重要なのかということを今、検討している状況でございます。以上です。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 特にパラメータからのリンクがは

っきりすると、全部拾う必要は多分ないんだと思うんです。だからそこをきちっとおさえ

れば、60を30、20にすることって、十分現実的な考えだと思うんで、そこの部分をしっか

りやっていただければいいのかなという気がします。 

○安井緊急事態対策監 今みたいな問題もいわば1回やっていると、全然違うんです。初

めて直面するのとはやっぱり違って、試験みたいなもので、1回練習問題やっていると全

然対応能力違うというのの一つの典型例だと思うんです。 

それから計器もおかしいやつがある可能性があって、今回だって水位計がおかしいのが

なかなかわからなかったというのがあるんですけれども、そういうのも全部正しい情報に
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基づいてシビアアクシデント対策はなかなかやれるとしたら、それは理想的な状態に近い

かもしれないので、そういう今おっしゃったようなのも、一つの例なんですけれども、こ

れを全部1社さんがやり切るというのは、なかなか大変だと思うので、これは各社でうま

くシナリオを散らして、経験をシェアし合うというメカニズムを組み立てていかないと、

せっかくBWRも入れれば9社、10社あるのに、先ほどおっしゃっていましたけれども、マン

ネリというのもよくないんですけど、もっとよくないのは金太郎あめで、誰もみんな同じ

ことばかりやっていて、それで、それ以外のパターンが起こると、対応できないという、

これは非常に悲しいことなので、ちょっとそれを避けるという意味も、いろんなシナリオ

を複数の社でカバーをして、その情報をシェアしていくと、その中でまたいいものがあれ

ば取り込んでいくという、こういうメカニズムができるといいなと私どもは思っているん

ですけど。 

○四国電力株式会社（谷川） 四国電力の谷川でございます。 

 先ほどお話聞きましたが、いわば訓練の中で事態をどう捉えるんだという知識ベースの

問題の部分だと思いますが、これがどれぐらい拡充されるのかというような話に今、話題

になっているという理解だと思いますが、それを一つの訓練としてやるというよりも、い

かに知識ベースを広げておくか。それが具体的な緊急事態でどううまく使えるかと、そう

いうようなところの話なんで、いわゆる防災訓練としてやるような手前側にある知識ベー

スを拡充する話というふうに理解しています。 

 我々のところではまだ完全には成立していませんと思っていますが、いわゆるシビアア

クシデントが起こるような場合に、先行的な指標があります。ポンプが止まるとか、そう

いう先行的な指標と、結果として炉心の温度が上がる、格納容器が上がると、だからそれ

は結果指標、この二つは同じようで違うわけです。それをいかにうまく整理して事態を把

握するかと、それは発電所の中で主要な幹部は、その知識を持っておかないと事態はうま

くハンドリングできない。恐らく教育の問題というふうにしても、既にどこも同じだと思

いますけれども、教育は介していると思います。 

 それが現地にいると、なかなか思い間違っていたものがうまくクリアできないというか、

東電さんの水位計の問題のように、水位があるんだからということに引っ張られてしまう。

そうすると客観的に何か事態が矛盾している。そういうものは少し客観的に見るものが要

るんじゃないかと。私どものほうではそれはいわゆる研究部門の中にそういうものを育て

て、その人たちには一定のツールを与えて、矛盾している場合に矛盾していますよと。だ
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からこれおかしいですよというようなものをサジェストできるような、そういう組織づく

りをやろうということを今、考えています。だから、防災訓練の中にそういうものを入れ

てうまくやるということは、もう一段先の課題じゃないかなというふうに考えております。 

○独立行政法人日本原子力基盤機構（梶本） 今のお話は、つまりそういう考え方を実際

的に行えるような、ただ今度は新しい新基準の一定の枠組みの中で、オンサイト訓練が別

途求められる状況にあって、やはりこれは防災の全体のこちらの原災法の話と、それから

炉規法の話があって、なかなか分離が難しいところではありますが、それはうまく統合し

て、必ず両方が並立するようにやっていくべきだろうというふうに思います。 

○更田委員 一つ、1Fのときの水位計の話を皆さんされる。矛盾するパラメータが先ほど

SPDSに訓練モードがあるというふうにおっしゃったんですけども、要するにコンシステン

トなデータを与えるもののシナリオに沿ってやっていくブラインド訓練には、十分な意味

があるとは思いますけど、さらにもう一つ応用問題から言うと、どこかのパラメータに誤

信号を表示させて、その上でどこがどう矛盾しているのかを見つけていくと、これは実際

の防災訓練、実動する訓練だけじゃなくて、机上訓練でも繰り返しできると思うんです。

ひょっとするとそれはシミュレーターなのかもしれないけれども。 

あるパラメータが矛盾するもの、それを矛盾していると見つけられるかどうかで、1Fの

ときにはもう、長時間首をひねったわけですし、ある意味水位計にだまされたところがあ

るので、そこで長時間だまされ続けないための訓練、これは実動を伴ういわゆるこういう

防災訓練とは異なるものかもしれないですけれども、さらにそれに実動を伴わせていくと

いう総合的な訓練というのはあろうかと思います。 

あまりいきなりトリッキーな訓練をやって実力がついていかなくても仕方がないので、

地道な訓練、シナリオをあらかじめ決めた地道な習熟訓練は非常に重要だと思いますけれ

ども、最終的にはやはりブラインドでやれないと意味がないというところだと思いますの

で、これは訓練についてみんなが議論をしていく必要があるんだろうと思いますけど、先

ほど古田さんからJANSIのほうでも取組があるということで、今日ちょっとお願いをして

御出席いただけなかったけども、ぜひJANSIとも公開の席で。というのはJANSIと相矛盾し

たり、重なったりするような役割をやっても無駄ですので、やっぱり国として電力事業者、

JANSI、それから私たちを含めて議論をしたいし、そういう意味ではこれは公開で議論す

るのが一番だと思いますので、これは改めてJANSIのほうにお伝えしようと思います。 

 渡邉さん、何か言いたそうですけれども。 
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○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） ブラインド訓練のシナリオのつく

り方なんですけど、初めから全部ブラインドなんてとてもできそうにない。そんなの当た

り前の話で、多分今回のシナリオでも一つどこかにアクションを入れておく。要するに一

つ不具合を入れておいて、例えば今のあれですと燃料補給タンクのところから持ってくる

ときに、そこのどこかの弁を閉じておく。それはあるごく一部の人しかわからなければ、

ほかの人は全然わからない。じゃあ何が起こっているんだという形になるんで、そういう

簡単なところから多分1個1個入れていくと、ブラインドの質が上がってくるんだと思うん

です。初めから全部ブラインドなんていうのは基本的にはあり得なくて、実際に起こる事

象であっても、最初何が起こったかわからないなんていうことは多分ないんだと思うんで

す。 

何が起こっているかは多分ある程度わかっていて、途中で予想と違う方向へ行くから困

ると、そういうのが往々にしてあるんで、どこかで一ひねりするだけでも十分なブライン

ド訓練になると思うんです。そこに自分たちの今までの持ってきた知識とか応用力がどの

程度あるかというのは、そこである程度実証できる。だからそういう格好で一つずつ、例

えばそういうところを増やしていって、できるだけブラインドを多くしていくというよう

な考え方を整理していくといいのかなという感じがします。 

ついでに1点、細かい話をいいですか。今回のシナリオで2次系の冷却を、3プラントと

もやっているんですけども、美浜1号だけ長いんです。それで大飯と高浜は10分、美浜は

30分なんですけど、これは何か意味があるのですか。ここ30分ですよね。補助給水系が復

旧するまで。 

○関西電力株式会社（古田） この13時半から14時の中圧ポンプ冷却開始で復旧、電動補

助給が復旧までということですか。ここが30分。それであと……。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 大飯と高浜ではここが10分なんで

す。起動から復旧まで10分。単なる時間の短縮だったら、それはそれでいいんですけど。 

○関西電力株式会社（古田） これは単にシナリオの設定のことだと思います。特段、中

圧ポンプと電動補助給が何か機能的にかぶったりするところはないはずだと思います。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） ちょっと気になったのは、中圧ポ

ンプでどのぐらいをもたせるという想定をしているのかと。 

要は、SGの冷却を代替冷却やっているわけです。それを最大どのくらいの時間を想定し

ているのか。それからその間に減圧操作をする場合はあるのか、ないのかとか、そういう



 35

ことは考えるべきじゃないかなと思ったものですから。もう20年ぐらい前かな、ちょっと

炉が違いますけど、CANDU炉で、インドのナローラというところで、あのとき2次系にディ

ーゼル消火ポンプで冷却したんですけども、かなり長い時間やっているんです。その間に

減圧操作もしているんです。だからそういうシナリオを想定しているのかどうかというの

で、多分いろんな対応の仕方が変わってくると思うので、PWRでは特にそこのところ、あ

る意味コントロールしやすい部分だと思いますので、検討しておいていただきたいなと思

います。 

○更田委員 重大事故対策のマネジメントの最適化と訓練というのは、確かにある意味同

時に議論してもいいけれども、まずちょっと今はマネジメントの最適化というよりは、訓

練のほうの、第1回目からあまりにハードル上げると、もう発散してしまうので、どうい

ったマネジメントがいいかという議論と、それから訓練としてどうであるかというのは、

ちょっと当面は分けてやろうと思います。 

 新谷さんいかがですか。もうかなり自由に発言できるんじゃないかと思うんですけど。

○北海道電力株式会社（新谷） 今のところないです。 

○更田委員 よろしいですか。 

それではどうもありがとうございました。ちょっと昼食休憩という形にしたいと思いま

す。1時半じゃちょっと厳しいかな。1時半で大丈夫。1時間10分。じゃあ1時半に再開した

いと思います。よろしくお願いします。 

（休憩） 

○更田委員 それでは、時間になりましたので再開をいたします。 

 ちょっと冒頭に時間をいただいて、お詫びをしなければいけないのは、ちょっとJANSI

に関して不正確なところがあって――というのは、事務局から受けていた説明で、御出席

いただけなかったというふうに申し上げたんですけど、どうも会合の連絡に、そもそもが

出席を求めていない、この事業者規制側という立場での参画はできないといったようなや

りとりをちょっと後で説明してもらいますけども、それがあったのは事実なんですけれど

も、出席案内そのものが伝わっていなかったようで、そういった意味で、不正確な発言を

したことをお詫びしないといけないと思っております。 

 ちょっとその経緯について、説明してもらいます。 

○安井緊急事態対策監 8月の初めに、ちょっと私どもとJANSIさんの間で話がありまして、

そのときに、私どもとしては、この訓練報告会も、この会、こちらにJANSIさんに参加し
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ていただけないかということで意向の確認をしたんですけれども、JANSIさんのほうから

は、やっぱりこの事業者防災訓練の支援としていろんな活動をされているんだけども、規

制側とか、事業者側という、こういうふうになってしまうものですから、そういう形での

参加はなかなか難しいというお話があったのと、それから、事業者の訓練評価を公開の場

でしか――公表でということでしょうね――発言するのはなかなかできないと、こういう

お考えでありまして、一方、海外の訓練手法とか、情報とか、そういう先進的な事例を提

供することであれば、それはオブザーバーなり何なりで参加することはできるんだけどと、

こういうやりとりがありまして、ちょっとその関係で今さっき冒頭のところで、正確じゃ

ない発言がありまして、それは今申し上げたのが正確なやりとりでございましたので申し

上げておきます。申し訳ございませんでした。 

○更田委員 どのような形になるかですけども、次回以降、御参加いただけるか、あるい

は別のやりとりがあるかということだろうと思うんですけども、私たちのやろうとしてい

ることも、いずれ評価というような形にしたほうがいいのか、ただ、規制当局としての評

価というのにあまり意味があるとは思っていないので、先ほどから、他電力の方にも発言

をお願いしているように、どういう形でやっていくか、あるいは、評価というよりは、そ

れぞれやっぱり弱点というか欠点を見つけて、それをみんなで考えて解決していこうとい

う場にするか、これはまだ第1回ですから、はっきり定義が定まっているところではあり

ませんけれども、冒頭でも申し上げたし、途中でも申し上げましたけども、現場を持って

いない規制当局があれこれと言うよりは、やはり規制当局には当然、規制当局なりの意見

というものはありますけれども、やはりこれによって、全体のレベルアップを図る上で、

どういう仕組みを回していったらいいのかというのは、これは進めながらでもまた御意見

をいただいてやっていきたいと思いますし、その中で、JANSIも当然重要なプレイヤーだ

と思いますので、参画していただければ、もうこれはありがたいと思います。 

 以上、申し訳ありませんでした。 

 それでは、四国電力、お願いいたします。 

○四国電力株式会社（増田） 四国電力伊方発電所の増田と申します。 

 資料に基づきまして御説明させていただきます。 

 1枚、お願いします。上段の部分ですけども、まず訓練の目的ということで記載してお

ります。 

 一つ目の項目としては、これは共通的なものですけども、防災要員の緊急時の対応能力
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の習熟あるいは能力の向上ということでやっております。 

 今回やりました訓練のもう一つの目的であります、2番目に書いていますけど、これは

今回、特徴的な話ということでちょっと書いております。そもそも訓練というものは、従

来からやっておりますけども、さらにPDCAをより充実して回すというために、防災訓練マ

ニュアルという案を、実は、この年度末ぐらいにつくりました。それに基づきまして、訓

練計画の策定とか、報告書の作成、そういった一連のPDCAを試行いたしました。それを踏

まえまして、その訓練マニュアルというものを制定するために、今回はこの訓練をやった

というのも一面としてありました。ということで、ここで記載させていただいています。 

 あと、実際の訓練の概要ですけども、対象施設といたしましては、伊方の1、2、3号機、

それと、実施日時については、平成25年2月22日の午前中に実施しております。 

 想定した原子力災害の概要としましては、1～3号機全てが全交流電源喪失に至るという

ことで、さらに、3号機については蒸気発生器の除熱機能が喪失いたしまして、原災法の

第15条に該当する事象を想定いたしております。 

 訓練の内容については、防災訓練、2番目は通報訓練、緊急時対応訓練、モニタリング

訓練ということで、詳細は後ほど御説明させていただきます。 

 参加人数といたしましては、80名でございました。 

 次のページをお願いします。2番目の訓練の実施体制ですけども、下にありますような

訓練体制を敷いておりますけど、この図にはちょっと書いてはいないんですが、この対象

者とは別に、訓練の評価者を別途配置いたしまして、その立場から訓練の評価を実施いた

しております。 

 まず、一番上の四角にあるのが、これが緊対所の体制であります。要するに、災害対策

本部ということになります。トップに所長の防災管理者、その下に総括があって、6つの

機能班に分かれて対応を実施するということになります。今回については、通報訓練とい

うことで、情報連絡班のほうから社内の関係箇所への情報連携、あるいは、社外の関係機

関への実際の通報連絡を実施してやっています。 

 あと、現場サイドのほうですけども、真ん中の技術支援班のところに書いておりますけ

れども、この下のほうに、モニタリング隊を設置いたしまして、各チームごとにモニタリ

ングポストの監視とか、現場のサーベイ等のモニタリング訓練を実施するということと、

調査復旧班の下に、電源とか、水源とか、あるいは燃料とか、そういったものの対応をす

るということで、緊急時対応訓練というものを構成いたしております。 
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 次のページをお願いします。3番目の活動項目ですけども、先ほど言いましたように、4

つの項目でやっております。防災訓練というのは、簡単に言いますと、要するに緊急時対

策所の中で災害対策本部として状況把握、要するに、プラントとか現場の状況の把握、あ

るいは、緊対所内での関係箇所との情報連携について実動訓練を実施したということでご

ざいます。 

 2番目の通報訓練につきましては、先ほど若干御説明しましたけども、社内――例えば、

本店とか、松山とか、東京の関係箇所への連携とか、社外関係箇所、実際には規制庁とか、

愛媛県とか、伊方町への通報について実動訓練を実施いたしています。 

 3番目の緊急時の対応訓練につきましては、実施の内容については、後から御説明いた

しますけども、実際にやりましたのは、消防自動車による水源確保、電源車による電源確

保、あるいは、瓦れき撤去、消防自動車とか電源車に対する燃料補給という訓練を実施し

ております。 

 最後に、モニタリング訓練ですけども、これも先ほど若干述べておりますけども、モニ

タリング設備の監視とか、実際の現場でのサーベイをやって、実動訓練を実施いたしてお

ります。 

 次のページをお願いいたします。訓練の具体的な中身ですけども、9時半に地震が発生

したということで、それと同時に1、2、3号機が外部電源が喪失ということを想定いたし

ます。その3分後に津波警報が発生しました。実際に津波到達は9時55分です。その時点で、

津波によりまして、DG全台が停止いたしまして、全交流電源喪失というのが、1、2、3号

機全てに対して発生したという想定で行っております。その後、10時15分に津波警報が解

除されまして、実際の活動は、ここにありますように現場での活動は、大体この辺りから

開始したということになります。その後、3号機だけですけども、10時30分にタービン動

の補助給水ポンプが故障いたしまして、蒸気発生器での除熱機能が喪失ということで、15

条事象を想定いたしております。 

 現場のほうは、そういうことで、SBOが発生しているということで、電源車とか水源の

確保を順次やっていくということと、実際、津波で瓦れきを想定していますので、瓦れき

を撤去した後に、水源班のホースの布設とか、燃料の補給の経路を確保すると、その後に

燃料の補給をやったというような訓練を実施しております。 

 事象の収束ですけども、こちらのほうに書いてありますように11時半に、3号機につい

ては、電源車による電源が確保されたということと、その後、11時40分に電源が確保され
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たということで、モーター動の補助給水ポンプが動くことによって、蒸気発生器の給水が

開始されたということで、第15条からの復旧ということでやっております。 

 その後、2号機と1号機については、それぞれ電源車による電源が確保されて、事象が収

束したというような状況で対応を実施しております。 

 それとは別にモニタリング隊をプラントの状況に応じまして、現場でのモニタリングあ

るいはモニタリングポストの監視をやっております。 

 次のページをお願いします。5番目といたしまして、緊急時の対応訓練の概要ですけど

も、その中身は、まず水源確保ということで、タービン動の補助給水ポンプを用いて、蒸

気発生器に給水するわけですけども、その水源は有限ですので、それを補給するというこ

とで消防自動車を用いまして、海水をくみ上げて給水と、あるいは、使用済燃料ピットの

水が少しずつ蒸発していきますので、それを補給するといったことをやっております。 

 あと、当然SBOが発生していますので、電源車によって必要最低限の負荷に対して、電

源を供給するということを想定いたしています。それらについては、当然、発電所内に備

蓄しております軽油であったり重油を、トラックでドラム缶を運ぶとか、ミニローリー車

で燃料を輸送するというような訓練を実施いたしております。 

 次のページをお願いいたします。6番目は、訓練の実施プロセスということで、ちょっ

と訓練の実際の中身ではなくて、訓練のPDCを具体的にどうやって回しているのかという

ようなことをちょっと御説明させていただきます。 

 まず、今回のように、実際の活動項目を設定しておりますけども、例えば、例で言えば、

通報訓練であれば、社外への通報連絡を実施するという活動項目を設定いたします。これ

に対しまして、じゃあ評価するという観点で、まず達成目標を設定いたします。先ほどの

例で言えば、通報訓練に対しては、例えば、速やかで正確な通報ファクスの発信というよ

うに達成目標を設定いたします。さらに、それをブレークダウンしまして、評価項目とい

うものを設定します。正確な速やかなファクスの送信ということに対しては、じゃあ、具

体的にはファクスの中身、あるいは、発信に要する時間というものを評価目標として設定

します。最終的にこれらを取りまとめまして、訓練の評価書というものをつくります。 

 じゃあ具体的に何を書くのかというと、ファクスの内容が正しいのか、あるいは様式は

きちんと正しいものを使用しているのかと、あるいは15分以内に発信できたかと、そうい

う具体的な評価書の内容にしていくと。それで、実際に訓練をいたしまして、評価書に基

づきまして、評価を実施するということになります。 
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 実際の評価につきましては、この評価書による評価だけではなくて、訓練の参加者、あ

るいは、その辺にいた評価者から、実際の反省会でいろんな聞き取りをして、達成度がど

うか、何か課題はあったかということを取りまとめました改善計画書を作成するというこ

とでやっております。ちょっと記載が、今御説明したものと若干異なっておりますけれど

も、申し訳ございません、内容的には今御説明したとおりでございます。 

 次のページをお願いします。7番目の評価結果ですけども、今回、実際にやったそれぞ

れの4項目についての評価結果をここに記しております。 

 1番目の防災訓練および通報訓練につきましては、災害対策本部の活動と社内外への通

報連絡については、特に問題となる事項はなかったという総括的な評価はしておりますけ

れども、ただ、改善事項として、情報共有の手段として、社内の電子掲示板ということで、

LANを経由して、社内、発電所の中だけではなくて、社内、本店とか、松山も含めて、情

報共有できるような仕組みがあります。それについては、大まかな時系列、例えば、ファ

クスを送信したとか、そういうようなものは記載していたんですけども、災害対策本部の

各班の対応状況、要するに現場の状況とか、プラントの状況などまでについては、特に記

載はしていなかったということで、発電所内だけではなくて、四国電力なり、全体として

そういう情報共有を図るという観点からも、これにもっと情報を入れたほうがいんじゃな

いかということで、改善事項として抽出しております。 

 実際のところは、各班ごとに、ホワイトボードに記載するなどはしていましたけども、

全体の取りまとめとして、全社的な情報共有ができていなかったというところは反省事項

になっています。 

 2番目の緊急時対応訓練につきましては、電源車による給電開始が目標時間内、実際に

は1、2、3号機合わせて2時間半程度で出てきておりますので、十分目標時間は達成してい

るという評価で、活動全般については問題ないというような評価をいたしました。 

 しかしながら、改善事項として、非常に現場サイドの細かい話ではございますけども、

消防自動車から、1、2、3号機同時に発災していますので、給水箇所が一杯あるというこ

とで、ホースの接続が実際にどこにつながっているかというのが、つないだときはわかる

んですが、その後、給水するというときには、ちょっとわかりづらいというものもあって、

この現場でやっていると初めてわかるようなことなんですけども、それを明確にして、消

防車のほうに明示したほうがいいんじゃないのというような改善事項が抽出されておりま

す。 
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 あと、3番目のモニタリング訓練のほうについては、モニタリング訓練自体は全般的に

問題はなかったということなんですけども、今回やったのは、実際、昼間でしかやってお

りませんが、ただ、夜間、モニタリングすることも当然想定されます。もともとはモニタ

ー車等のヘッドライトとか、そういうもので対応するというふうに考えておりましたけど

も、さらによりよいものにするということであれば、作業員のほうはヘッドライトみたい

なものをつけて、それでやったほうがいいのかなというようなことが現場のほうから上が

ってきております。 

 訓練自体の評価結果は以上ですけども、それとは別に、一番冒頭に御説明しました訓練

マニュアルというものについても、今回の試行を踏まえまして、訓練の全体の実施手順や

評価様式等について、マニュアルに反映して、最終的には防災訓練マニュアルというもの

を制定いたしております。 

 次のページをお願いします。先ほど出てきました3つの改善点につきましては、それぞ

れ対策をしておりまして、まず、社内の電子掲示板による情報共有ですけども、これにつ

いては、実際のトラブル、要するに、伊方発電所の場合、いろんな小さいトラブルも情報

連携して、国を初め、県とか町にも連携しておりますけども、そういうときには実際、細

かなデータも含めて、こういう掲示板に記載しております。ただ、防災訓練の中で、シナ

リオ等もあるということで、なかなかそこまで細かい作業はしていなかったということも

ありまして、反省事項としては、それを今後は、防災訓練の中でもきちんと同じように時

系列を掲示板のほうに入力して、社内全体として情報共有を図っていくというような対応

をする予定にしております。 

 2番目の緊急時対応訓練の先ほどの消防車からの吐出口の識別ですけども、これはちょ

っと非常に写真としては見づらいですけども、1号機とか、2号機とか、あとは3号機とい

ったように、この吐出口はどこにホースをつなぐのだというような明示をいたして、現場

で混乱しないような対策をとっております。 

 あと、モニタリング訓練につきましても、こういうヘルメットにつけるライトを別途購

入いたしまして、個別に作業員が夜間でも作業できるといったような対策を今回とってお

ります。 

 私からの説明は以上でございます。 

○更田委員 ありがとうございました。 

 先ほど来、議論をしているものの中に、訓練全般にわたる普遍的なものもあれば、それ
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から、社の特徴、サイドの特徴というものもあって、ちょっと四国電力の特徴という点か

ら、例えば即応センターのお話があるので、ちょっとそのあたりを指摘させてもらいます。 

○安井緊急事態対策監 たしか四国電力さんは、原子力単独事故であれば、松山のほうに

即応センターができるんだったと思うんですけど、この場合もそれを想定しているんじゃ

ないかと思うんですが、本店と分かれていること、それから、そこまでの、特に会社の首

脳の方々の移動とか、そういうのはさっきの訓練の表の中でちょっと見えなかったんです

けれども、そこら辺で、何か問題になる点とか改善すべき点とかはなかったんですか。 

○四国電力株式会社（増田） 今回の訓練の中では、即応センターのところまでは、実は

想定いたしておりません。したがいまして、当然、本店と松山も入っておりますけども、

ここは情報連携ということで、それぞれ発電所の情報を受けて、本店サイドとして情報を

まとめるというところまでで想定しておりました。 

○更田委員 例えば、第15条をたたいたときには、規制委員会ないしは規制庁からも人が

即応センターに向かって飛んでいくわけですけれども、自然災害等々を含めて考えると複

合災害のケースもあって、どこが意思決定をするのかというところへ、やはり人は飛んで

いかなければならないんですけども、四国電力の場合は、高松へ行けばいいのか、松山に

行けばいいのかというのが悩ましいところであって、そして、その意思決定するところは、

四国電力の内部でも要するに集約化されていて、どこが意思決定するのかというのは明確

にされている必要があると思うんですけども、これで見たときに、経営首脳は本店におら

れるんだと思いますけれども、それと松山原子力本部との関係等に関してはどういう整理

になるんでしょうか。 

○四国電力株式会社（谷川） 原則として、既に予定しているいろんな事態で、海水を入

れる場合があるとか、そういうことですけど、そういうわかっているものは基準を明確に

して、全て現地に渡すというのを原則にしています。したがって、今予定されているか、

もしくは想定されるようなことが起これば、全て現地が一定の事態のもとで判断して、意

思決定していくという考え方にしています。したがって、松山原子力本部、もしくは社長

の本店は、その支援に当たるというのが考え方です。だから、正確に言いますと、意思決

定というのが本店で行われるというのは、想定外の事態のときにはありますということに

なります。 

 ただ、会社ですからいろんなことが起こると思いますけれども、基本的な考え方は、そ

ういうふうに現地に渡していますので、それぞれが支援ですと。社長はその支援の中で、
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原子力が非常に大きいときには松山へ行きますと、松山で、それはなぜかと言うと、地方

行政との関連がどうしても防災上出てきますので、そことの関連で、会社を代表して松山

へ行きますと。私が規制庁のカウンターパートですけど、私も当然、松山へ行きます。だ

から、原子力だけ、原子力が防災になれば、松山で、全社を挙げた対応をします。 

 ただ、原子力第15条でも予備的な事態がありますよね。そういう事態になって、災害対

策本部は立ち上がるんですけど、しかし、四国管内の電力が大混乱していると、そうする

と、どちらが会社として優先度が高いかというような事態がもしあれば、そのときには社

長は本店で全社の電力の復旧を指揮するようなことが起こる、そういう想定もあります。 

 ただ、だから、我々としてみたら、高松の本店と松山が一体として事実上を、それは情

報共有とかテレビ会議システムとか、そういうところですけど、一体として動けるように、

そこの整備を進めておりまして、今まだ最終でき上がっていませんが、そういう形でやり

ます。というのが現実のお答えで、どちらかもう最初から決まっているというようなもの

にはならないという、ちょっと非常に申し訳ないんですけれども、そういう事態なります。 

○更田委員 これはちょっと私どものほうの問題ですけども、具体的に、私たちのERCは

どことつなげばいいのかという話なんです。意思決定が伊方発電所でなされるのであれば、

ERCは伊方発電所とつないだほうがいいのかということになってしまうんですけど、この

絵の中で、政府と、それから地方自治体、当然、重大事故が発生した場合には、防災によ

る防護策の意思決定等々がありますので、自治体との連絡も入ってくるでしょうし、当然、

政府との連絡が入ってくると。政府官邸は規制庁との間のあれがありますけども、規制庁

のERCはどこへつなぐのが一番ふさわしいことになるんですか。 

○四国電力株式会社（西岡） 四国電力の西岡でございます。 

 それに対しましては、本店、原子力のところで一時的に最初、対応いたします。原子力

の単独災害ということになりますと、社長も松山のほうに移動されますので、それに合わ

せて我々も移動するというようなことです。 

○更田委員 ERCの接続は、最初、本店にしておいて、途中から松山に切りかえろとそう

いうことですか。 

○四国電力株式会社（西岡） 同時に松山にもつながっておりますけども、対応の窓口と

しましては本店で対応いたします。人が移動します。 

○四国電力株式会社（谷川） すみません、谷川です。 

 ERC上の情報は、松山も本店も伊方も同じように見えると。そういうふうな仕組みにす
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るというふうに考えています。 

○更田委員 そうしますと、訓練の上で、例えば、社長さんが移動するか、しないかの判

断だとか、役員の人たちが高松から松山へ移動する、しないの意思決定、判断と、それか

ら、移動時間等々も訓練の中で想定してやるということですか。 

○四国電力株式会社（西岡） はい、そうなります。実際にまだ訓練を行っておりません

ので、今後そういう訓練を取り入れて、後方支援側の体制の強化を図っていきたいと考え

ております。 

○更田委員 これは、その仕組みでいくんだとすると、規制庁も一緒に訓練させてもらわ

ないと、要するに、最初、本店とつながっていて、本店とやりとりしていると。今、これ

は原子力単独災害らしくて、首脳陣が松山に移動していると。私たちは今度、本店と話を

していたけども、今度は、ERCにいる部隊は松山と話をするようになると。ですから、そ

こで錯綜したくないんですよね。 

○四国電力株式会社（西岡） 四国電力の西岡です。 

 メンバーとしましては、本店の対応メンバーもあわせて松山のほうに移動しますので、

ERCからの連絡窓口は私か谷川かどちらかになる、両方ですけども、あわせて移動します

ので、連絡窓口は変わらないという体制でいきたいと考えておるんです。 

○四国電力株式会社（谷川） そうした場合、移動時間内で途切れるという問題があるん

ですけど、防災上のことを考えると、移動が非常に難しいというときもございます。そう

いうこともあるので、我々としてはヘリコプターを必ず使えるようにして、そういう場合

は緊急に動くと、そういう仕掛けはつくろうと考えています。 

○更田委員 それで、愛媛県は一体常にどことコンタクトをしていることになるんですか。

愛媛県も本店からというんでなくて、愛媛県は松山原子力本部という形になるんですか、

最初から松山原子力本部で。 

○四国電力株式会社（西岡） 愛媛県さんとの対応につきましては、松山原子力本部のほ

うで対応をいたします。 

○安井緊急事態対策監 この図を見る限りは、伊方発電所が社外関係機関とつながってい

るんじゃないですか。 

○四国電力株式会社（西岡） すみません、ちょっとこれは情報連絡の、今回の訓練の実

施体制をちょっと示していまして、全体の第15条時の体制表につきまして、ちょっと図を

今日お持ちしていないのが。 
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○四国電力株式会社（増田） すみません、ここで示している情報連絡というのは、先ほ

ど言いましたように、10条通報とか、15条通報、ファクスを送ります。それは当然、発電

所のほうから直接送って、後追いをして、詳細を御説明するということになります。ただ

し、それ以外の部分で、いろんな質問とかそういうものがある場合については、松山の本

部のほうから人も派遣して、そこで対応していくというふうになります。 

○安井緊急事態対策監 今日は別に、僕らもちょっと我々との関係がメーンじゃないんだ

けど、訓練としては、社の幹部の方、あるいは周辺との連絡の中に僕らも一部存在してい

ると位置づけて考えてもらっていいんだけれども、そのときに、本店から松山に移動する

間に、飛行機だって台風だったら飛ばない、ヘリは飛びませんので、多分、災害時の移動

は相当時間がかかるものですから、その間、いわば発電所とだけ我々はやる体制を、御社

だけ組むというのであれば、ちょっと僕らもいろんなことを考えなければいけないし、皆

さんもそれに合うような体制等訓練していただかざるを得ないし、ちょっとただ、それで

いいのかという問題もまた別途あって、じゃあ今回は、少なくとも、そこまではちょっと

考えていなくて、そこを全体問題が切り離れているんだという御説明だと思いますけど、

若干、これはちょっとテイクノートイシューにしたいと思います。 

○更田委員 じゃあ、この点はちょっと引き続きということで。 

ほかに、御質問。山本さん。 

○山本審議官 審議官の山本でございます。 

 ちょっと午後からなので、午前の質問ともしかぶっていたら御容赦ください。 

 これは、各社さん共通にわたる質問かもしれませんが、四国電力さんは平成24年の防災

訓練として、2月に1回、午前中に1回やられておりますけれども、全体の防災訓練のどれ

くらいの頻度で、どれくらいのものをカバーしてやるべきなのかという、その防災訓練に

対する考え方をまず、ちょっとお聞きしたいと思っております。つまり、こんな午前中1

回の訓練だけで十分と考えておられるのかどうかということでございます。 

○四国電力株式会社（谷川） すみません、午前中ちょっとそれに近いような話もしたん

ですが、いわゆる防災訓練として我々が考えているというものの中で、今回、上げさせて

もらった防災訓練とは、総合的な全体の連携を見る訓練ということで上げさせていただき

ました。 

 ただ、防災上の訓練の中には、各要素、それぞれの消防自動車がうまく使えるかとか、

そういう災害種類別ですけど、そういう各要素のところの訓練は、これは訓練として別途
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やっています。 

 それから、情報伝達のようなものは、我々は伊方方式という特別な方式をずっと運用し

ています。大体、週1回ぐらいの感じで、実際の緊急の連絡が立ち上がってやられていま

す。そういう中で、関係者が習熟していると。それはあまり大きな事態ではないんですが、

そういうことがあります。 

 それから、土日もありますので、参集というようなものも、実際に休日、夜間に行われ

ています。それの訓練とは関係なく、日常で行われているものもあります。 

 それから、関係者の知識レベルみたいなところに関連しては、防災のときに何か事が起

こったら、この事態はどこまでシビアになっていくんだろうかとか、このポンプが立ち上

がらなかったらどうなるかとか、そういうことですけど、そういう知識ベースは、知識ベ

ースとしての教育的なものは、これはまた別途でやっています。それは、ある幹部以上の

者は必ず参加せえとか、そういうことでやっています。 

 それとは関係なしに、全体の総合する訓練として、我々が防災訓練として最も近いもの

として、今回2月にやったやつを上げさせてもらいます。それで、実際、今年度は、また

もう一度来週やる予定にしています。 

 それと別に、地方自治体が訓練する訓練もあります。その中に入り込んでいって、訓練

をすると。そういうものもあります。そういうものをうまく組み合わせて、実効的なもの

にしていきたいというふうに考えています。 

○山本審議官 ありがとうございます。 

 それから、ちょっと次は細かい点なんですが、今回、訓練でいろいろ利用する電源車、

ポンプ車等がありますけども、まず一つは、こういう緊急時の資機材のメンテナンスはど

のようにされているかというのがちょっと質問の第1点目です。といいますのは、ほかの

昔、電力会社で、訓練のときしか動かさなくて、電源車のバッテリーが上がっていたとい

うお粗末なこともありましたので、そういう資機材のメンテナンスはどうされているかと

いうことと、それから、あともう一つは実際の機器、この場合、SBOの場合ですと、主蒸

気逃がし弁を実際に動かすことが事故のときは想定されるわけですけども、そういう実際

の機器をどこまで使う訓練といいますか、例えば、主蒸気逃がし弁を開けるような、これ

は単独でやらなくてはいけないかもしれませんけども、例えばそんな方向でちょっと考え

ておやりになったことが計画されているのかどうか、その点、2点についてお伺いできた

らと思います。 
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○四国電力株式会社（松本） 伊方発電所の松本でございます。 

 最初の御質問の、それぞれの資機材のメンテナンスですけど、基本的に、全て資機材管

理マニュアルというのに定めていまして、そのマニュアルの中で、それぞれどういう点検

をどういう頻度にやるというのを決めております。 

 具体的に言いますと、消防自動車とか、可搬型ポンプとか、電源車等につきましては、

電源車はちょっと今、データを持っていないんですけど、恐らく週に1回とか、可搬型ポ

ンプは月2回とか、それぞれメーカーから推奨があるとか、あとは、我々の実績で運転頻

度を決めて、その内規に基づいて運転しております。 

○四国電力株式会社（西岡） 四国電力の西岡です。 

 運転側の訓練につきましては、一つは中央操作につきましては、シミュレーター訓練で

もって対応しております。 

 あと、現場の訓練、今、御紹介、というか御指摘がありました主蒸気逃がし弁の全開操

作等につきましては、現場に行ってものを確認するというものはやりますけども、めった

に開けられないものですから、そういったものにつきましては、補修訓練装置の中にある

逃がし弁と同等なもの、そういったものをあけしめして体感するというか、そういった訓

練を行っております。 

○四国電力株式会社（増田） それに加えまして、例えば、配管をつなぐところ、そうい

うものをディスタンスピースというふうに呼んでいますけども、そういうものは現物大の

モックアップをつくりまして、それで個別に訓練すると、そういったものもやっておりま

す。 

○更田委員 ほかに、御質問や御意見はありますか。 

 どうぞ。 

○志間事故対処室長 事故対処室の志間と申します。 

 1点御質問ですけど、7ページのところの訓練評価結果の(3)で、モニタリング訓練で、

改善事項、ヘッドライトを準備したほうがよいと確認されたということなんですけども、

これは平たく読むと、何か夜間に訓練をやって、それから課題というんですか、改善事項

が抽出されたというように見受けられるんですが、訓練自体は午前中にやっているような

んですけども、これは、ほかにこの総合訓練とは別に要素訓練か何かで、夜間訓練をやっ

てこういった問題意識が出てきたということであれば、先進事例になると思いますので、

もしそういう背景があるのであったら教えていただけますでしょうか。 
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○四国電力株式会社（増田） 夜間訓練は別途やっております。ただ、夜間訓練の結果と

して、このモニタリング訓練のヘッドライトを準備したほうがいいと出てきたわけではご

ざいません。実際に現場で、評価者がいて、見ていたときに、じゃあ夜だったらどうなの

かなというのが若干疑問があって、そのときの、実際やっている人間としては、モニター

車というのを持っていっていますから、モニター車は当然、車ですから、ヘッドライトが

あります。そこでできるなというような感じでおったらしいんですけども、でも、それは

非常にやりづらいよねというのがありまして、じゃあ、もうヘッドライトというものを使

ったほうがいいんじゃないかなというような感じで、現場の意見として出てきた次第です。 

 あと、実際の夜間訓練についてもやっておりまして、そのときの改善点として、例えば、

ホースの接続先が、夜は非常に見えづらいというのがありまして、そういう場合は、自分

で光を発する、見やすいやつがあります。そういうシールを貼って、場所をわかりやすく

するとか、そういうような改善も実際やっております。 

○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、渡邉です。 

 4ページのところにスケジュールが書いてあるんですけども、このスケジュールと実際

に行動をやったときの時間的な関係というのは、多分、全部スケジュールはないだろうと

は思うんですけども、時間的にどのくらい余裕があったのかとか、そういうものは、それ

ぞれのタスクごとにある程度もちろん把握されていると思いますけども、どんな感じなん

でしょうか。 

○四国電力株式会社（増田） 基本的に、今、言われたとおりで、この時間内に全て内側

におさまっております。今までも同じような訓練をかなり経験しておりまして、その実績

ベースでこのスケジュールを引っ張っておりますので、そんなに差異はございません。 

 ただ、じゃあそれに対して、実際の制限の値に対してどうなのという話があると思うん

ですけども、例えば、電源であれば、蓄電池が5時間ということに対して、実際は2時間半

程度でできていますので、その辺に対しては十分余裕があると。あと、水源であれば、こ

れは実際は2時間でいっていますけども、実際の余裕としては8時間程度の余裕があります

ので、十分おさまっているというようなことで、これについては何回もやっている訓練と

いうことで、実績ベースを反映したスケジュールだというふうに見ていただければいいか

なと思っております。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） わかりました。 

 もう一点、評価者をつけているということなんですが、その評価者のいわゆるバックグ
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ラウンドというか、どういう格好で評価者を選定しているんでしょうか。 

○四国電力株式会社（松本） 伊方の松本です。 

 評価者につきましては、それぞれ各班の1回班長を経験して、実際に訓練もやって、班

長も経験した人間の中から選んでおります。 

 以上です。 

○更田委員 ほかにありますか。 

○水野事故対処室防災専門官 事故対処室防災専門官の水野です。 

 ちょっと1点確認の後に質問させていただきたいんですが、今回の訓練目的にある防災

訓練マニュアルの策定というものがあるんですが、それは具体的に6ページの評価プロセ

スのこの仕組みをマニュアルとしてつくったということにはなるんですか。 

○四国電力株式会社（増田） はい、そうです。具体的な個々の中身を書いているわけで

はなくて、訓練のPDCAを回すためのプロセスを記載したものです。プロセスプラス例えば、

評価するための様式はこんなひな形をつくりますとか、そういうものを入れております。

だから、プロセスプラスひな形の様式と思っていただければと思います。 

○水野事故対処室防災専門官 そういたしますと、この目的にあるマニュアルを作成した

ことによる何か評価といいますか、成果というものは何か得られるものなんですか。ただ、

つくって終わりということになるんですか。 

○四国電力株式会社（増田） このマニュアルをつくるまでは、実は、伊方の場合は、第

三者の評価というのはしておりませんでした。この一番の大きな目的というのは、個別に

訓練の評価書をつくって訓練をすると、第三者が評価するというようなやり方を規定した

ということで、そこが従来とは違うというふうに考えております。 

○水野事故対処室防災専門官 それじゃあ、マニュアルをつくったことによる成果という

のは、今年度の訓練とか、そういうところで現れてくるとか、平成24年度も要素訓練をや

っていらっしゃいますので、そういうところで成果は出てきていらっしゃるんですか。 

○四国電力株式会社（増田） そうですね。目に見える形でどうなんだというのはちょっ

となかなか難しいところがあるんですけども、成果というか、実際のやり方として、そう

いう評価書をつくって、訓練をして、じゃあ、自分たちだけのセルフチェックの反省会だ

けではなくて、評価者の方の評価書によって、訓練のPDCAを回すということでは新たな取

組みだというふうに考えております。 

○更田委員 ありがとうございました。 
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 今、御説明いただいた内容で言うと、今議論のあったマニュアル、それから評価書、計

画書で、これもある意味、エッセンスを共有できるという意味では、例えば、差し支えな

ければ、それを公表していただくなり、こういったところで説明していただいたときに添

付していただくなりというのは可能であると思いますので、御検討いただければと思いま

す。 

○四国電力株式会社（谷川） わかりました。前向きに実現するように検討します。 

○更田委員 よろしくお願いいたします。 

○四国電力株式会社（西岡） 一つ御紹介させていただきますと、このPDCAの仕組みのベ

ースとしましては、先ほどからありますJANSIさんのほうで、訓練に関するガイドライン

というものをつくっていただいておりますので、それをベースに発電所に応じたPDCAのマ

ニュアルをつくって、今回試行して、制定したということで、産業界としましても、こう

いった取組みをしているという、一つ紹介だけさせていただきます。 

○更田委員 そこで公開という言葉がポイントになるだろうと思いますので。 

○四国電力株式会社（西岡） わかりました。 

○更田委員 よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 それでは、九州電力、お願いします。 

○九州電力株式会社（豊嶋） それでは、九州電力の発電本部の豊嶋と申します。 

 それでは、平成24年度の原子力防災訓練の結果ということで、私のほうから説明させて

いただきます。 

 また、来週におきましては、国の原子力総合防災訓練がございますので、これにつきま

してもまたよろしくお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。 

 それでは、2ページ目が川内原子力発電所でございまして、3ページ目にその概要につい

て示してございます。 

 川内の1、2号機、平成25年2月22日に事業者防災業務計画へ記載した項目の中から複数

を組み合わせて、アクシデントマネジメント対応を盛り込んだ防災訓練を実施してござい

ます。 

 訓練項目は下のほうに書いているとおりでございます。 

 目的は、机上で想定した状況と実際の操作との違いを認識するといったことと、防災計

画、施設・設備・機器の機能、対策の準備状況、対応者の判断能力等の全体的な実効性を

確認するといったところでございます。 
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 参加人数は268名でございます。協力会社の方も67名ほど含まれてございます。 

 訓練項目は後ほどまた説明させていただきますので、ここでは紹介だけでございます。 

 4ページ目でございます。 

 今回、平成24年度のこの防災訓練に当たって、新たに取り組んだ内容ということで、4

つほど項目を挙げてございます。 

 まず、シナリオ非提示ということでございます。 

 当社としては、初めての試みでございまして、実際は、具体的に想定した詳細なシナリ

オを各自頭に置いて、当日、プレイヤーに対し、コントローラからシナリオを提示しない

ということで、コントローラが提示するといった形でやらせていただきました。これはよ

り実践的なものとなるような一つの試みといったところでございます。 

 下にコントローラの配置ということで、プレイヤーへの条件付与といったものをしてご

ざいます。 

 それから、訓練評価者についても配置してございます。これは、川内におきましては、

玄海からの評価者を配置するということで、評価の視点、多様に視点を確保するというこ

とで、発電所間の情報共有も実施するという意味でございます。 

 それから、福島第二の良好事例の反映ということで、これは、本店とのテレビ会議に、

他発電所の玄海の発電所も参加しまして、情報の共有と迅速な支援対応というような試み

として実施してございます。この4つが新たに取り組んだ内容でございます。 

 想定事象ということで、次のページでございます。 

 1、2号とも定格熱出力一定運転中ということで、複数同時発災ということを考慮してご

ざいます。 

 1、2号機共通でございますけども、地震発生により、原子炉が自動停止、外部電源が喪

失、非常用ディーゼル発電機により電源供給がございます。その後に津波の襲来の影響に

より、ディーゼルが全台停止して、全交流電源喪失ということで、第10条通報の発生とい

ったところを考えてございます。 

 1号機と2号機がこれからの事象が変わりますけども、1号機につきましては、タービン

動補助給水ポンプが故障しまして、蒸気発生器の給水機能喪失ということで、第15条事象

発生という形をとってございます。1次冷却材温度・圧力上昇、格納容器圧力上昇、放射

性物質漏えいのおそれといったところで、移動式大容量発電機による給電を開始してござ

いまして、その給電の開始によりまして、スプレイポンプ、ECCS補機の起動により、格納
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容器圧力が低下し、事象が収束といったことを考えてございます。 

 2号機につきましては、タービン動補助給水ポンプによって給水が継続されて、低温停

止状態まで移行したといったところを考えてございます。 

 6ページ目は、これは川内1号機側の機器類の想定でございます。 

 全体を図にしたものでございまして、個々のペケで書いていますような機器類が全てだ

めになったといったところを示してございます。 

 それから、7ページ目でございます。 

 これは、緊急時対応訓練の中の発電所の通報訓練と、電源機能喪失対応訓練の時系列を

並べたものでございます。左側のほうに事象の進展状況、次に発電所からの通報といった

動き、それから、右側のほうに電源機能喪失対応訓練ということで、1号と2号の流れを示

したものでございます。 

 次のページ、8ページ目でございます。 

 これは、通報連絡に関わる実施体制ということで、川内、本店、それから、支社等、社

外関係機関への通報連絡のルートを示してございまして、実際、本店が東京支社、鹿児島

支社、熊本支社を通じて連絡するといったものもございます。それから、参加人数は以下

のとおりでございます。 

 次にまいりまして、訓練の進行といったところで、今回、初めて設けました、コントロ

ーラからプレイヤー条件付与によって実施したということで、付与された状況に基づいて、

プレイヤーは対応を判断するといったことでございます。 

 評価体制としましては、下に記載してございますけども、コントローラが1名、補佐が1

名で、評価者が5名ということで、それぞれ緊急時対策本部、代替緊対所と中央制御室、

電源作業現場、給水源の作業現場に評価者がいるといったような体制をつくってございま

す。 

 それから、10ページ目でございますけども、通報訓練の概要でございます。 

 これは、原災法第10条、15条発生に伴う関係者への通報連絡といったもの、支社を通じ

て社外への通報連絡をしたということでございまして、通報文の作成、ファクス送信、通

報連絡先への着信確認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ども、大津波警報発表を受けて、ページング等

の放送設備によって避難周知を行い、高台への避難を実施してございます。 

 それから、原子力防災要員の動員訓練ということで、原子力防災要員による代替緊対所
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への招集を実施してございまして、こういった訓練も実施してございます。 

 それから、モニタリング訓練ということで、モニタリングカー及び可搬型モニタリング

ポストによる空間放射線量の測定を実施、かつ簡易型風向風速計によって気象の状況を確

認といったところまで実施してございます。 

 それから、11ページ目でございます。 

 緊急時対応訓練ということで、高圧発電機車及び移動式大容量発電機車による電源確保

ということでございます。平成24年度におきましては、移動式大容量発電機車はまだケー

ブルが中央から接続してございませんでしたので、こういった接続起動操作を実施してご

ざいます。 

 それから、水源の確保ということで、給水源の確保ということで、ホース敷設、それか

ら、模擬でございますけども送水を実施してございます。使用済燃料ピットへの注入準備

としても同じようなホース敷設を実施してございます。 

 それから、瓦れき撤去訓練ということで、ホイールローダーによる模擬した瓦れきの撤

去を実施してございます。 

 それから、運転員の操作演習でございますけども、緊急時操作演習ということで、地震

発生から事象収束までの一連の運転操作、模擬操作訓練を実施してございます。そういっ

た訓練を実施してございまして、12ページということで、訓練の評価をしてございます。

概ね実効性のある訓練であったというふうに評価してございまして、以下の対応が行える

ことを確認してございます。 

 非常災害対策本部におけるこういった要員の参集、本部から各班への指示、各班から本

部への報告・連絡といった、そういった一連の流れ、そういったものを都度確認してござ

います。下の部分はちょっと省かせていただきます。 

 それから、13ページでございます。 

 中央制御室におきましては、運転班長から運転班員への対応処置の指示、それから、緊

急安全対策作業チームとの連携といったところを確認してございます。 

 それから、緊急安全対策の作業ということで、電源確保、水源確保の作業を実施してご

ざいまして、制限時間内に作業を完了できることの確認ということで、こういった電源確

保等々の時間内の確認を実施してございます。 

 モニタリングにつきましても、指示どおりの測定、試料採取ポイント及び測定機器の測

定方法の習熟といったところをやっているところでございます。 
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 それから、14ページが今後に向けた改善点といったことでございます。 

 本店、玄海との情報共有を川内におきましてテレビ会議で実施した際、発電所対策本部

内の会話とテレビ会議の会話が錯綜して、一部聞き取りにくくなったといったことがござ

いまして、テレビ会議の利用方法について検討するといったことを考えてございます。 

 平成25年度の総合訓練におきましては、非発災側発電所のほうにおきましては、テレビ

会議システム接続後、必要以外は音声による情報収集のみとするということで、本店との

やりとりは基本的に電話で行うことで整理してございます。 

 それから、津波襲来確認後から、津波到達までの所内放送の頻度が非常に少なかったこ

とから、津波襲来までの所内周知頻度について検討するといったこと、それから、第2波

に備えた対応についても検討するということでございます。地震発生時に次の余震を踏ま

えた所内放送を断続的に行うということで、確実に周知することをやってございます。 

 それから、避難誘導訓練において、事前に避難場所を指定した形で行ってしまいまして、

事前に避難場所を指定しない訓練など、訓練内容について検討すると。例えば、最寄りの

安全な場所に避難していても、そこを離れて、指定された避難所へ行かなければならない

と、皆さんちょっと誤解してしまった人たちがおりまして、そうすると、実際の問題とし

て、津波に遭ってしまうのではないかという反省点がございました。そういったものにつ

いての平成25年度の反映を実施してございます。 

 それから、15ページ目がそれぞれの訓練の様子の絵でございます、写真でございます。 

 中央制御室内におけるコントローラからの状況付与が左のほうに書いてございまして、

黄色の人間が付与しているところでございます。 

 それから、当直課長による状況確認ということで、右上、当直課長からの指示、運転員

による事故対応ということで、一連の流れを確認してございます。 

 それから、代替緊対所内の訓練の様子でございます。本部長による指示ということでご

ざいまして、評価書による確認、この緑のビズスを付けた者が評価者でございまして、3

人ほどございまして、それで確認していると。代替緊対所内において、情報を共有するた

めのテレビ会議、それからステータスボードによる情報共有と、これは号機別にそれぞれ

書いているものでございます。 

 それから、17ページでございます。 

 避難誘導訓練ということで、高台への避難といったところでございます。 

 それから、要素訓練の実績を示してございます。 
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 総合訓練のほかに、それぞれ要素訓練を実施してございます。このほかにも実際、緊急

安全対策の訓練ということで、常時やっているものもございます。 

 以上が川内でございました。 

 玄海でございます。 

 玄海につきましては、平成24年度におきましては、平成25年1月31日及び3月15日に2回

ほど実施してございます。今回は、新しい原子力事業者防災業務計画を踏まえて実施した

3月15日の総合訓練について、説明いたします。 

 20ページの訓練概要でございます。 

 玄海原子力発電所、1～4号機、3月15日でございまして、訓練内容は川内と同じように、

事業者防災業務計画へ記載した項目の中から、複数を組み合わせてございます。 

 目的についても同じでございます。 

 参加人数は473名ということで、協力会社の方205名に入っていただいてございます。 

 訓練項目は記載のとおりでございます。 

 それから、21ページ目ということで、玄海におきましても、川内と同じようにシナリオ

非提示というようなコントローラの配置、訓練評価者の配置、福島第二良好事例の反映と

いった形の訓練を盛り込んでございます。 

 それから、22ページ目でございますけども、プラント運転状態の想定ということで、1、

4号機は低温停止中、モード5の満水状態、燃料装荷されたような状況でございます。それ

から2号機、3号機については、定格熱出力一定運転中といった状況を想定してございます。 

 その中で、平日勤務時間帯に複数同時発災ということで、1、2、3、4号機共通は、外部

電源喪失、非常用ディーゼル発電機により電源供給と。それから、1、4号機につきまして

は、低温停止中でございますので、非常用ディーゼル発電機が津波のため停止して、全交

流電源喪失した後のシナリオを考えてございます。それから、高圧発電機車により給電、

それから、監視計器用の交流電源を確保といった形、それから、仮設ポンプにより蒸気発

生器の給水を確保していると、こういったことを考えてございます。 

 2号、3号機につきましては運転中でございまして、これについても津波襲来により、非

常用ディーゼル発電機が停止し、全交流電源喪失、第10条事象発生、それから、タービン

動補助給水ポンプの故障により、蒸気発生器の給水機能喪失ということで、第15条事象発

生ということでございます。このときは、移動式大容量発電機による給電により、電動補

助給水ポンプを起動して、蒸気発生器の給水を開始といったことでございまして、冷却を
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再開できたといったところでございます。 

 23ページ目にそのときの事象の概要図ということで、玄海2号、3号機の機器類の故障の

状況を示したものでございます。 

 24ページ目が緊急時対応訓練の一連の流れということで、発電所の通報、電源機能喪失

時の対応訓練を示したものでございます。 

 25ページ目が、これは玄海における通報連絡といったところを示したものでございます。 

 それから、26ページ目でございますけれども、これにつきましても、コントローラから

プレイヤーの条件付与、それから、評価体制ということで、玄海の場合は、評価者が14名

ということで、1、2号機、3、4号機の中央制御室かつ電源作業現場といったところに評価

者を入れたといったところでございます。 

 それから、27ページ目でございます。 

 これは、それぞれの訓練実施項目の概要でございます。 

 通報訓練、これは社内関係箇所ということで、東京支社、佐賀支社、長崎支社、福岡支

社ということで、長崎県、福岡県にも連絡するといった通報連絡確認を実施してございま

す。 

 避難誘導訓練につきましては、大津波警報の発表を受けて、ページングで高所への避難

を実施したといったところでございます。 

 原子力防災要員の動員訓練についても、代替緊対所への招集を実施と、モニタリング訓

練につきましても、川内と同じように空間線量率の測定を、可搬型モニタリングポストな

どによって実施したといったところでございます。 

 28ページ目でございます。 

 これにつきましても、川内と同じような訓練でございますが、高圧発電機車、移動式大

容量発電機車による電源確保、水源の確保、アクセスルートの確保といったところ、それ

から、緊急時操作演習として、運転員による模擬操作訓練を実施してございます。 

 訓練の評価ということで、29ページ、30ページと書いてございますけども、訓練におき

ましては、実効性のある訓練があったというふうに評価してございます。非常災害対策本

部における参集、情報連絡、そういったものが逐次やられたというふうに確認してござい

ます。 

 それから、30ページでございますけども、中央制御室ということで、これにつきまして

も、対応処置の指示等がしっかりとやられていること、緊急安全対策作業におきましては、
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制限時間内に作業を完了することができたことの確認を実施してございます。 

 モニタリングについても、同じようなことを確認してございます。 

 31ページでございます。 

 玄海において、今後に向けた改善点といったところでございます。 

 発電所対策本部において、情報共有の錯綜があったといったことがございます。発電所

対策本部長から各班への周知や、各班の情報連絡方法について今後、検討したいというふ

うに思っております。 

 特に、玄海におきましては、1、2、3、4号とございまして、まず、一課系の玄海1、2号、

二課系の玄海3、4号と分かれてございますけども、それぞれが発災した場合の情報連絡が

非常に錯綜してしまったということもございます。 

 それから、これはテレビ会議でございます。 

 本店との情報共有をテレビ会議で実施している際に、発電所対策本部内の対応が、その

情報共有のために中断することがあったといったことがございましたので、そういったテ

レビ会議をつないだ際の運用について、今後検討していきたいというふうに考えています。 

 それから、通常回線を用いた通報訓練は問題なく行えることを確認してございますけど

も、衛星回線を用いた通報訓練の実施についても検討したいというふうに考えてございま

す。 

 32ページがそのときの訓練の状況です。 

 中央制御室の操作、それから、33ページが、これは代替緊対所内での通報連絡訓練の状

況でございます。 

 それから、34ページが給水確保訓練といったところです。 

 35ページが電源確保訓練の写真でございます。 

 36ページに緊急時対応訓練ということで、実施している項目がございまして、計196回

訓練を実施しているところでございます。 

 ちょっと急ぎましたが、以上でございます。 

○更田委員 ありがとうございました。 

 初めに、3つちょっと申し上げるのは、例えば4ページですけども、シナリオ非提示で訓

練をされたということで、これはある意味、最初の、午前中の北海道電力さんのときに少

し議論がありましたけども、習熟のためにはシナリオ提示訓練も一定の価値はもちろんあ

るけれども、それを重ねて、さらにシナリオ非提示でやっていかないと、シナリオ非提示
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についても、どこまで非提示でやるのか、いろいろやり方の工夫というのもあると思うん

ですが、ただ、玄海、川内ともにシナリオ非提示で訓練されたという意味では、一つフェ

ーズの先の訓練をされているように思います。 

 そのシナリオ非提示であれば、当然のことながら、訓練を実際に判断する人にとっては、

シナリオレスでやる分だけ特有の問題というか、課題等々が出てきたと思いますので、そ

れについては、今後もその経験が共有できるように、特にその特徴について、各段階で、

恐らく、判断される方が各段階でどこをどう迷ったかというようなところが多分、非常に

重要だと思いますので、そのあたりについて、情報の共有、経験の共有ができればと思い

ます。 

 2つ目は、これは、2F良好事例の反映と書かれているんですけども、これはどこまで、

特に何を指しておられるのかという点について、ちょっと伺いたいと思います。 

○九州電力株式会社（豊嶋） 最初のシナリオレスといいますか、非提示のところの取組

みでございますけれども、シナリオ非提示と言いながら、もともと詳細なシナリオといい

ますか、概要的なものはみんなの頭の中に置いて、それから走り始めたということがござ

います。 

 まず、最初でございましたので、もうまっさらな状態から、コントローラからもらって

も多分動けないだろうなという、そういう訓練のまずベースがございましたので、まず、

こういうふうな動き方をして、最終的にはタービン動補助給水ポンプを活き返らせたり、

電動補助給水ポンプを活かしたりするんだというような、そういう一連の流れは、みんな

の頭の中にありました、実は。 

 それでも、従来、時系列的に書いているようなシナリオは手元に置かずに、コントロー

ラがぱっと言ったときに、そのときのプラントの状況とか必ず聞くわけです。そういう意

味では、非常にいい訓練になったんではないかなと思います。圧力、温度、どういうふう

になっているか、どこのポンプは動いているかとか、そういったところを再度、聞き直す

というような、そんな訓練ができたのではないかなというふうに思っています。 

 これから、それを一つのステップとして、どういうふうにやっていくかというのは、今

後、また考えていかないといけないかなというふうには思っています。 

 それから、もう一つの（福島）第二の良好事例の反映ということなんですけども、実は、

（福島）第二の良好事例の中で、テレビ会議で柏崎さんが共有していたときに、柏崎のほ

うから、もう自主的に電源類とかポンプ類、人、物資、そういったものを送ったというよ
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うなことを聞いておりまして、それであれば、例えば、うちで言えば、川内で起こったと

きには、玄海の人間もそのテレビ会議の中に入れて、川内がどういった状態になっている

というのを玄海で把握しながら、それで人、物を送ろうかというような訓練をしたいとい

うふうに思いまして、この事例を試みたといったところでございます 

 ただし、先ほど改善点でもございましたように、玄海のほうから逆に、今度はどうなっ

ているんだというふうな、そういった情報をとろうとする動きがちょっとございましたの

で、いやいや、それはテレビ会議の中で、ちょっと情報が錯綜したといったところもござ

いまして、それはちょっとルールを決めましょうといったところを改善しようとしている

ところでございます。 

○更田委員 実は、3つといったうちの3点目のそこなんですけども、31ページに、これを

伺っていて思わずうなってしまったのは、真ん中の丸なんですけども、これは玄海の訓練

をやっているときに、今おっしゃったように、今度は川内からという、これは規制当局は

全く同じポジションにいて、規制当局というのは、やっぱり情報をとりにいくことがある

だろうと思うんですけど、情報をとりにいって、邪魔になったらいかんわけなんで、この

問題というのは、私たちが私たちの訓練をやっていても、非常に問題になって、あちこち

からいろんなことを言ってきて、うるさいというのもまあまあ起こることで、これが特に、

何しろ重大事故のような状況になったらば、そのプラントでの判断が最優先されるべき状

況下で、本店と即応センターの役割もあるでしょうし、規制当局、それから、さらに言え

ば、自治体も役割があるんですが、そこで現場にディスターバンスをどうやったら及ぼさ

ないでいられるか、ここは非常に、福島第一原子力発電所事故のときにも、いろんな伝え

られ方をされていますけども、その上での課題があったことは事実で、こここそまさにち

ょっと、これは特定の九州電力だけという話ではなくて、事業者と、それから政府、規制

当局の役割というところで、やはり整理をしていかなければいけなくて、どうしても役割

からすると、私たちは情報をとりにいかなくてはならないし、確認をしなくてはならない

し、判断の根拠を聞きにいくことになるだろうと思うんですが、いざ、実際に今まさに判

断をしようとして、手を下そうとしている現場にとっては、まあ、ざっくり言えば雑音に

なりますよね。ですから、このノイズの問題に関しまして、ノイズは、ノイズ側にはノイ

ズではないんですけども、ここら辺は、恐らく私たちも訓練に加えてもらってというとこ

ろで解決していかなきゃいけないんですけども、同じ社内の別の発電所から情報をとりに

くること自体も、ふくそうの原因になったとすると、さらにそこが国だったり、自治体だ
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ったりすると、と思うんですが、ここら辺をちょっと詳しく聞かせていただいて、率直に

感想があれば教えていただきたいんですけども。 

○九州電力株式会社（木元） 九州電力の木元です。 

 私は発電所のほうで対応していまして、訓練をやる前に、本店と発電所の会議というの

は、発電所の本部というのは、発電所を守るための会議なので、途中で何か情報が入って

きても、それは当然、言いなさいというんですが、やっぱり本店との会議に聞き入っちゃ

うんです。それで、そうならないように、それはもう周知徹底しかないと思っているんで

すけど、もう一つ工夫したのが、ちょっと東電さんの吉田所長のイメージがあるかもしれ

ないんですけども、今回、本来は、今までは発電所の本部長、所長がテレビ会議のやりと

りをやっていたんですけど、いや、本部長の役割はそうじゃないだろうと。発電所を守る

ことに専念すべきということで、本店とのスピーカーをあえて別の副本部長に据えて、そ

の連絡のやりとり係をさせたというような工夫はしました。ただ、やっぱり聞き入ってし

まうというのは、もう周知徹底しかないかなと思っています。 

○更田委員 聞き入るのは受け側のほうの問題ですよね。それから、送る側の問題もあっ

て、もちろん余計な勧誘は戒めるべきではあるんだけども、やはりどうしても緊急事態に

なっていると、あれはどうなっているんだ、どうしてこうならないんだという話があって、

それはこちら側の問題かもしれないけれども、これに関しては、やっぱり注文をつけても

らうということも非常に重要だと思うんです。 

○安井緊急事態対策監 規制庁の安井ですけども、今、委員が言っていたことを若干補足

すると、多分、これは私たちの中にも起こっているし、きっと各電力さんもこのテレビ会

議システムという新しい意思疎通システムが今、入っているんですけど、実は使いこなす

過程でいろいろ困ったことが起こるんです。 

 それは、参加者が全員発言できるようにしていると、知りたいからしゃべる人もいれば、

いろんな人がいるわけなんですけれど、現場は現場で進めておらなきゃいけない、そのや

りとりを聞いてみんなで理解すべき人と、それから、本当に一つをすべき人、我々ちょっ

と若干分けつつありまして、一種のアクセス権の制限です。 

 もちろん絶対に話せないようにはちょっとできないんですけれども、基本的には、あな

たたちのセクションは聞くだけという、ちょっと今、そういうのも僕らは考えつつあるん

ですけれども、まさにこういう問題意識に対して、ここでは運用について検討するとか、

あるいは、各班の情報の共有とかいろいろあると思うんですけど、そういう本来、話して
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いる人、例えば、発電所でいけば、発電所の緊対所その他で、対策を議論している人々、

その人の話を聞いているべき人、それから、彼らとやりとりする人という、そういう色分

けというのをするという考え方はどうでしょうか。 

○九州電力株式会社（河津） 九州電力の本店の河津でございます。 

 今、安井対策監が言われたとおり、まさにそのとおりでございまして、今後、やる今度

の国の訓練でもちょっと我々はやってみようと思っているんですけども、一つは、現場と

話す人間、テレビ会議、そのやりとりしている人はどうしても声としては漏れて、皆さん

には聞こえるんですけども、やはりそれは自分の仕事に専念すると、それはその後、自分

のやるべきことを当然ながら理解して、班の中で何をやるかというのをしつつ動くと。実

際テレビ会議で両方やりとり、指示、命令をやる人間は別の人間を専任に置くこと。 

 あと、もう一方は、ERCとの対応者、こちらについても一人専任で置いて、質問事項を

受けたり、回答したり、テレビ会議で情報を共有をやると。そういう中の専任を今、つく

ろうとしています。 

 ただし、どうしても質問のやりとり等、頻繁になってくると、どうしても手に負えなく

なるというところはやっぱり発生するんではないかというふうに思ってございます。その

ために、あと1人ずつその横につけて、どんな中身を、自分が何を言ったかというような

話を補佐するような形の人間を今、ちょっとつけるようにして、やってみようと今度は思

ってございます。 

○安井緊急事態対策監 国といえども、特別な人ではなくて、要は、テレビ会議システム

で、誰かがものを聞いて、本来であれば、1対1のマンパワーだけを消費していればいいの

に、テレビ会議システムという場を使って意思疎通をすると、ほかの人全員の意思疎通を

阻害するという、いわば機会費用が高いので、直接的なデータを欲しいものがあるから、

これが知りたいとかいうようなのは、できれば我々、僕らもちょっとサイドチャンネルを

用意したほうがいいんじゃないかと、実は思い合っていまして、ちょっとそういうのにち

ょうど合うようなヒントになるポイントだったんで、ちょっとここにこれを少し例示して

いるんですけど。 

○九州電力株式会社（豊嶋） 九州電力の豊嶋でございます。 

 まさしく、安井対策監が言われるように、サイドチャンネルも必要なんではないかなと

いうふうに最近、思っている具合でございます。 

 ただ、情報の共有化というのと、そのサイドチャンネルというのが、結構、相反すると
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ころにあるので、それを例えば、即応センターの中で、もう一回、情報を共有するという、

そういう操作が必要なのではないかなというふうに思っています。ですから、ある場面、

場面で切って、今、こういう状況になっていますというような、即応センター内の情報の

共有化といいますか、そういったものをちょっと考えてはございます。 

○更田委員 明らかに、チャンネルを増やすということと、情報の共有を速やかに図ると

いうのはどうしても相反するので、最適解というのはなかなかまだ見つかってこないんだ

ろうと思いますけども、ちょっと今日、これをクローズさせるのは難しいけど、この点は

非常に私たちにとっては重要な問題で、正確な情報をとりにいくということと、現場の邪

魔をしないということが、非常に規制当局にとっても大きな課題ですので、引き続き御協

力いただきたいと思います。 

 ほかに、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） 今の件なんですけど、発電所間の

チャンネルというのはやっぱり極めて重要なポイントなんじゃないかなと思っているんで

すけども。というのは、やっぱりこういうある状況に直面している人たちには見えなくな

る部分がかなりあって、それを第三者でよく知っている人が見ることによって、新たな芽

が出てくると。TMIはまさにその典型でして、後から来た当直長が逃がし弁が開いている

んじゃないかというのを指摘して初めてわかったというような例があるように、やっぱり、

当事者というのはどうしても狭い視野になってしまう可能性があるので、そこは特にPWR

と同じシステムを持っている発電所の人たちだったら、別の面で見えるというところがあ

るんで、そこはやっぱり極めて重要なポイントだと思うんです。だから、そこをどう生か

すかということを、まず第一に考えるべきじゃないかなというのが私の印象です。 

 ただ、先ほどから出ている、邪魔になるか、ならないかなんですが、これは、基本的に

受ける側と発信する側の問題であって、例えば川内で発災したときに、玄海はじゃあ、誰

がそこに立つのかということをあらかじめ決めておけばいい話だと思うんです。みんなが

みんなしゃべったって意味がないわけですから。マイクロホンの音を消して、後ろで議論

してもらって、それを伝える人が1人いればいいわけであって、そういう格好をきちっと

徹底すれば、それなりのことはできるんじゃないかなという気はするんですけども。ある

意味、いい方向だと思いますので、そこはうまい方法を考えていただきたいなと思います。 

○九州電力株式会社（井上） 川内原子力発電所の井上でございます。 

 その点につきましてですけど、テレビでの情報ということで、映像は流しっ放しという
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ことで、マイクのオン、オフということで、話したいときは電話で連絡して、それから情

報共有しましょうという、テレビ会議しましょうといったような運用を今、やろうとして

いるところでございます。 

 それと、国向けと社内向けのテレビ会議システム、2系統ございますので、それも有効

に活用していけるんじゃないかなと思ってございます。 

 以上でございます。 

○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） JNESの梶本です。 

 これは、やはりテレビ会議で何をするかという目的をしっかり持つことが重要で、例え

ば、先ほど、渡邉さんの話にありましたけど、後から来た人が加圧器の逃がし弁が開いて

いるんじゃないかと、そういうことに気がついたということはあるけれど、こういう情報

については、本当はもっとほかの別のシステムでトレンドグラフが全部見られていて、そ

このところで監視していれば、それはそれでわかることであると。テレビ会議のシステム

に全てを求めようとすると、それは破綻を来すのは当たり前ですよね。 

 だけど、このテレビ会議がいかに重要かというのは、私はこれは福島の第一発電所の事

故のときに実際に対応しましたが、これは極めて有益であると。物事を確認するときのシ

ステムとして、非常に有益であると。ですから、やっぱりこのテレビ会議で何をやるべき

か、どうするべきかということをこれから少し訓練とかそういうのを通じて、どれが最適

かということをやっぱり詰めていくという、こういう姿勢があっていいんじゃないかと思

います。 

○更田委員 ほかに御質問、御意見はありますか。 

 吉原さん。 

○関西電力株式会社（吉原） 関西電力の吉原です。 

 今のテレビ会議をつなぐ話、当社も3発電所ありますので非常に参考になる話でして、

またいろいろと教えていただければと思います。 

 それと、あと1点、コントローラを使って情報を付与するという中で、やはりコントロ

ーラの役割というのは非常に重要だろうと思っていまして、特に機器の故障ですとか、そ

ういったものは伝えるにしても、当然、先ほどもおっしゃられたように、それに対して、

今度、パラメータがどうなのかというのを実際に訓練している側に聞き直すということが

あるかと思うんですけども、今回、コントローラはお二人で対応されたということですが、
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やはりその辺り、コントローラの負担といいますか、そういったコントローラの側からし

た改善点といったようなもの、また、ありましたら教えていただきたいですけども。 

○九州電力株式会社（木元） 九州電力の木元です。 

 コントローラは実は、プレイヤーよりも大変で、2人と書いたんですけど、実は補佐を

かなりつけています。2人が元締めというイメージです。コントローラから、例えば、1号

機中央の人に指示を与えるとか、そういう形でやっていますので、2人と言いながら、本

当は6、7人活動しています。 

 何が大事かなということを考えたときに、例えば、中央制御室で警報が出たという場合

は、本部のほうはわからないわけなんで、それは中央制御室の人だけに伝えるとか、ポン

プがこんな故障をしているかといったら、現場を見に行かないとわからないというのがあ

るので、現場を見に行ったという想定で、見に行った人にコントローラを与えるというの

が結構、苦労していました。 

 それとコントローラに対する質問が、コントローラもある程度は答えを用意しているん

ですけど、突拍子もない質問も出てくるんです。そういう場合にどう答えるのかとか、例

えば、燃料関係で、どこか近くのスタンドに燃料がないのかとか、そういうようなものが

本部内で出てきたりするんです。そこでコントローラが、そこはアドリブをきかせてなん

ですけども、今はもう電話が通じませんとか、そういうアドリブをきかせたりしながら訓

練を進めるという形です。 

○更田委員 ありがとうございました。 

 このブラインド訓練はどこまでどうブラインドにしていくのか、どんどん深くしていけ

ば、例えば日時から何からいきなり、突発的にやるという訓練もあるでしょうし、あるい

は、コントローラを他社の方、社外の人に、なかなか難しいと思いますけど、ただ、そう

いういわゆるできる限りブラインドな状態の訓練と、それから、いきなりそれをやってや

ることよりも、現状の実力に合わせた各段階の訓練をやっていくことだろうと思うんです

けども、たしか、そのコントローラの経験というのも、本当に共有できるといいですね。

いいコントローラをつくるということが、恐らくいい訓練につながっていくだろうと思い

ますし、ただ、あまり今度はコントローラのベテランが出てきて、また再び金太郎あめに

なってもしようがないので、ほかに質問、渡邉さん、もう一回どうぞ。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 渡邉です。 

 今回、シナリオ非提示でやって、同じシナリオを以前に提示でやった経験はございます
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か。 

○九州電力株式会社（木元） 実は昨年とか、全く同じではないんですけども、似たよう

なシナリオで。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 両者を比較して、非提示にしたと

きの所要時間とか、その辺の評価というのはどういう格好でやられていますか。その2つ

の比較した、比較評価というか。 

○九州電力株式会社（木元） 実際の作業とかは、そこまであまり差が、一番大きいのは、

台本あるなしで大きいのは、特に事象発生直後が大きいです。今までちょっと台本があっ

たものですから、誰が順番にしゃべるとかいうのがあったりして、それに従ってしゃべっ

ていたんですけど、今回、台本がなかったものですから。 

 実は、玄海の場合は第一報が発生したというときに、地震が発生したときに、通報連絡

をすべき人間は通報連絡を行った後、緊対所に集まるという感じで、集まる人がばらばら

集まってくるんです。それで、ばらばら集まってきた中で、それぞれの班長は自分がやっ

てきたことをすぐ言いたいんです。でも、それでちょっと改善点の中で、錯綜したことが

あったというのが、これはまさに当初のことで、そこでちょっともう総括班というのが対

策本部の運営をしているところで、そこのほうで、まずは運転中プラントの状況を報告し

ろ、その次、停止中プラントの状況、それと、その後、津波、地震に関わる情報であると

か、設備の状況、最終的には、通信設備は何が使えて、いつまで使えるとか、そういうの

を先ほど、ホワイトボードみたいなそういうのに書き加えて情報を共有していって、この

時点で、モニタリングというのは至急やるべきものではないので、後に持っていくとか、

そういうような工夫をしたという形です。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 今のお話を聞いていると、テレビ

ドラマの刑事ドラマの全体会議みたいな格好に見えてきて、基本的にあそこにはシナリオ

がないはずなんですけど、その状況、状況によって、何班、何班、何班としゃべらせる順

番を変えていますよね。いつも同じ順番では、どうもないんです、見ていると。そうする

と、多分その状況によって、この順番というのをコントローラが意識しないといけないと。

みんなしゃべりたいのは多分、同じだと思うんですけども、そこをうまく制御するのもコ

ントローラの役目だと思うんです。だから、起こった場合には、こういう順番でしゃべら

せる。 

○九州電力株式会社（木元） コントローラじゃなくて総括班。 
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○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 総括班ですか、じゃあ、総括班の

仕事かもしれないですけど。 

○九州電力株式会社（木元） コントローラはもう状況の付与だけを行うという形です。 

○日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） それだけをやるんですか。じゃあ、

総括班の人にはそういう状況に応じて話す順番とか、そういうのをある程度決めておかさ

せないといけないというか、そんな印象を持ちましたけど。 

○九州電力株式会社（井上） 川内原子力発電所の井上でございます。 

 先ほど、しゃべる順番というものでございますけども、発言する人はもうその時点で重

要かどうかと、第10条が起こりました、タービン動（補助給水ポンプ）壊れましたといっ

た情報というのはすぐ上げないといけない情報ですので、その中でモニタリング、全然、

外部の放射線とか問題ありませんとかいう、そういう情報は後回しでもいいでしょうとい

うような意識づけというものが必要かと思います。重要な情報をまず上げるということを、

本部長というか、所長も含めて、そういう反省会とかでもそういった意見は出てまいりま

して、順番を決めるだけではなくて、重要だと思った事象をまず真っ先に上げると、まず

重要な情報を共有しましょうということで徹底していっているところでございます。 

 以上でございます。 

○安井緊急事態対策監 多分、手順を示されていない訓練をやると、僕なんかは、自分の

身に置きかえると、相当気合いを入れて勉強するようにまず思うんです。それから、やる

ときにも、目を皿のようにして状況を見ていないと、状況を見失うので、大分緊張してや

るような気がするんですけれども、ブラインド型というんですか、非提示型をやられた結

果、所員の方、発電所の方々も含めて、訓練成果とか、それに関する負担について、やら

れた方々の感想というか、訓練の成果につながるような意味合いでの成果の評価としては

どういう感じだったんでしょうか。 

○九州電力株式会社（木元） 九州電力の木元です。 

 一番の成果は、やっぱり非常災害対策本部の運営というのが一番です。作業とか運転操

作につきましては、もういろんな場面でやっているんですけど、それは作業であったり、

運転操作とか、ばっと入ってきたときに整理して、あと、例えば時系列を、実は、時系列

というのも一番最初、2月にしたときは、号機関係なくずらずらと書いていて、結局、そ

の号機がどうなっているのかわからないということで、工夫で号機ごとの時系列をつくっ

たりとか、あと、通報関係の時系列をつくったりとか、壁に限りはあるんですけども、そ
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ういう工夫をしたりしているんで、やっぱり一番大きいのは非常災害対策本部の運営とい

うことと、あとは、本部長がどの場面でかちっと気合いを入れたりとか、そういうところ

が一番の成果だと思っています。 

○更田委員 今のクロノグラフで言うと、号機別というのもありますし、それから、ぱっ

と見たときに、その号機の状態が今どうなっているかという意味では、主要な項目を並べ

た一覧表をつくっておいて、それを消して、更新してという御提案、お話がありましたよ

ね。ですから、災害対策本部の運用というものについて、各号機の今の一番近々のステー

タスがわかるもの、それから、時系列がわかるもの、これは多分、ツールの工夫でもある

と思うので、ハードウエアの工夫でやれる部分もあるんだろうと思いますけども。 

○九州電力株式会社（木元） 九州電力の木元です。 

 ステータスを表示するというのを実はつくっていまして、一番最初は1枚でその場で書

いて、消したりした、邪魔になるんです、やっぱり。それで2枚準備して、1枚飾っている

間に次のやつを書いて、入れかえを行ったりとか。 

○九州電力株式会社（井上） 川内原子力発電所の井上でございます。 

 この写真は川内の状況でございますけども、1、2号機ということで分けてやっておりま

して、ラミネートしているので、パラメータが変わったところを変えていくといったとこ

ろで、変わったところを上からというか、バツつけてとか、消して、その上で重要なパラ

メータ、これが変わりましたと。 

 それと、運転支援班のほうで、それについてこういうパラメータ、C/Vの圧力が上がっ

ていますよとか、温度が上がっていますよとか、下がっていますよとか、そういった情報

を本部のほうに情報共有していくということにしてございます。 

 それの情報につきましては、本店のほうにファクスを流しまして、本店即応センターと

の情報共有を図っているということで、ちょっと写真には写っていないんですけども、構

内配置図のところで、どこで何が起こって、ポンプがここに置いてあって、ポンプが今、

使えない状態ですとか、そういった情報もレイアウト、配置図を置いておきまして、そこ

にバッテンをつけていって、使えない、使えるというものを区分けしてやっているという

ところでございます。 

○更田委員 SPDSが見られる、それから、私たちのほうで言えば、ERSSとはいうものの、

むしろこういったものをあそこで、ラミネートしたものにホワイトボードのマジックみた

いなものでどんどん更新していって、それを共有したければ、それをカメラで写して大写
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しにすれば、むしろそのほうが手っ取り早いのかもしれないですね。いろいろ工夫はある

と思いますので、これはテイクノートしてどんどん全体としての改善に役立てればと思い

ますけども、ほかに何か御質問、御意見はありますか。幾つか記憶していくべき、テイク

ノートしていくべきところがあったと思いますので、引き続きよろしくお願いします。あ

りがとうございました。 

 では、どうぞ。 

○独立行政法人日本原子力基盤機構（梶本） 先ほど更田委員から、情報をどういう形で

残していくか、そういうものの共有をどうやっていくか、今後ずっと引き続き検討したい

というのがありましたが、まさしくそれは重要で、午前中に四国電力のほうから、知識ベ

ースの使い方とかそういうのがありましたが、それをこういう訓練等、やはり最後にはリ

ンクして初めて意義があることなので、必ずそういう知識ベースはこういう、いざという

緊急時の場合にどう役立っていくのか、どういう表示をすればいいのか、どういう共有の

仕方をすればいいのかというのは、こういう訓練を通じてやっぱり試していくべきだろう

というふうに考えます。 

○更田委員 それで、休憩をとりますか。それとも一気に行きますか。じゃあ、10分ぐら

い休憩しましょう。じゃあ、25分に再開をします。 

（休憩） 

○更田委員 それでは、日本原電さん、お願いします。 

○日本原子力発電株式会社（竹野） 日本原子力発電の竹野と申します。 

 本日、電力さんの防災訓練の結果を聞かせていただいて、非常に有意義に感じておりま

す。特に情報共有のあり方とか、まさに我々もどうしたらいいかなというふうに検討して

いるところでして、本日の聞かせていただいた内容をちょっと参考にしまして、次回以降

の防災訓練に生かしていきたいというふうに考えております。 

 それでは、本日は、今年の2月20日に敦賀発電所で行いました防災訓練について、御説

明させていただきます。 

 説明は、敦賀発電所総務室安全防災グループマネジャーの古川より説明させていただき

ます。 

○日本原子力発電株式会社（古川） 敦賀発電所の古川です。よろしくお願いします。 

 それでは、訓練の実施結果について、報告させていただきます。 

 パワーポイントの2ページ、訓練概要を記載しております。 
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 先ほど話もありましたが、今年の2月20日10時から15時半で訓練を実施しております。 

 対象としましては、敦賀発電所1号機、2号機同時発災ということです。 

 参加人数はトータル275名です。 

 訓練の実施項目としましては、通報、避難、モニタリング、電源機能喪失への対応、ア

クシデントマネジメント、災対本部の連携訓練と。内容の詳細については、後段で細かく

説明いたします。 

 パワーポイント3ページ、ここでは目的を記載しております。 

 一つに、1号機、2号機の同時発災時に適切に対応できること。2つ目に、地震・津波被

災後の使用可能な機器を活用して的確に対応ができること、2つ掲げました。 

 パワーポイント4ページ目は、主要訓練項目を記載しております。 

 一つに、シナリオ非提示型の訓練の導入、2つ目に、一F事故を踏まえて、新たに導入し

た資機材の実動訓練、3つ目に、原子力緊急事態支援組織から支援を受けた実動訓練でご

ざいます。 

 パワーポイントの5ページと6ページには、1号機、2号機の想定事象を記載しております

が、7ページの事象進展シナリオ、時系列に従いまして説明いたします。 

 訓練前の状態としまして、1号機、これはBWRの炉型になります。定期検査中ということ

で、炉心の燃料が全てプールに抜き出しされている状況を設定しております。2号機につ

きましてはPWR、これは定熱一定出力運転中を想定してございます。10時、地震が発生し、

敦賀市内、震度6強と。送電線事故により外部電源が喪失いたします。それを受けまして、

ディーゼル発電機が自動起動。2号につきましては、原子炉自動停止と。1号機につきまし

ては、停止時冷却水ポンプの電源供給が絶たれトリップと。これを受けまして、使用済燃

料冷却系の機能喪失。同時に、使用済燃料プールゲートがございまして、これが地震の影

響で漏えい発生。2号機につきましては、電動補助給水ポンプ自動起動が成功しますが、

タービン動補助給水ポンプについては、機械的故障により起動失敗。これを受けまして、

発電所本店に本部を設置しまして、事故の対応にあたりました。10時25分に津波襲来。1

号機につきましては、津波、瓦れきの影響で、海水系機能喪失、ディーゼル発電機自動ト

リップで全交流電源喪失発生。 

 なお、ここでは、定検中ということで、第10条事象には該当しませんので、1号機につ

いては、通報、連絡等は実施しておりません。 

 続きまして、代替高圧電源設備からの受電成功。使用済燃料プールに水補給を開始し、
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瓦れきを撤去した後、海水系を復旧してDG起動と。停止冷却ポンプを再起動させ、燃料の

プールの冷却系の開始ということでございます。2号機につきましては、津波の襲来を受

けて、同じく海水系の機能喪失。DG停止の全交流電源喪失。代替高圧電源設備からの受電

失敗を模擬しております。5分継続で第10条事象発生と。1次系は除熱機能がなくなります

ので、圧力が上昇。加圧器逃し弁が自動開しますが、これが開固着トラブル。ここでECCS

を必要とするLOCAと第10条事象発生となります。さらに全てのECCS作動失敗。第15条。時

間経過とともに、原子炉圧力容器内で炉心溶融発生。ここでも第15条と。代替高圧電源設

備からの受電を成功させ、電動補助給水ポンプを起動しSG冷却開始。充てん高圧注入ポン

プの電源が生きましたので、これを起動し、原子炉注水開始。瓦れき撤去、海水系が復旧

いたしましてDG起動。余熱除去ポンプを起動させ、1次冷却系の冷却開始。以上で訓練を

終了しております。 

 パワーポイントの8ページは、訓練の内容を記載しております。 

 1番に、訓練要員の動員、あと通報訓練、これについては、第1報を福井県敦賀市に実通

報、以降は模擬訓練を実施しております。一般回線不通ということで、衛星回線を使用し

たファクス等を使用しております。 

 下の写真は、左側が緊急時対策建屋になります。これは免震構造を有した建屋でして、

2階に災害対策本部があるというものです。真ん中の写真は、その本部で、本部員、班員

が訓練している様子の模様です。右側は、シナリオ非提示型訓練ということで、コントロ

ーラが本部員に対し情報を付与しているというような写真になります。 

 9ページです。 

 電源機能喪失時の対応訓練、写真左側は地震・津波でできた瓦れきをホイールローダー

で撤去している様子の模様です。ちょうど冬場でしたので、雪が道路に積もっていました

ので、これを瓦れき模擬として訓練を実施しております。その隣は、低圧電源車を電源供

給に必要な電気室まで寄りつけて、遮断器のほうにケーブルを布設し、供給している様子

のものです。その隣は、大容量代替海水ポンプを専用運搬車両に積載し、必要な箇所に積

みおろしをしている様子と、ユニットからポンプを引き出して、送水開始準備をしている

写真になります。 

 パワーポイントの10ページ、下の写真の左側は、モニタリングカーによる発電所周辺の

空間線量、放射性物質濃度、風向・風速を計測している様子のものです。その隣は、支援

センターのほうから、ロボットを1台支援していただきまして、線量計を搭載し、現場の
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様子ですとか、線量を測定している写真になります。パソコン表示のところでは、状況で

すとか、線量データを逐一読み取っているところの写真でございます。右側の写真は、大

津波警報発表ということで、協力会の作業員が事務所の屋上に避難している様子を写した

写真になります。 

 11ページ、その他訓練としまして、協力会社との連携訓練、2番目にメーカー技術支援

組織対応訓練としまして、三菱若狭原子力安全統括センターと連携し、要員を実際に1名

本部のほうに動員していただいて、一緒に実動訓練を実施しております。3つ目に、本店

の災害対策本部との連携訓練、写真左側は、本部の設置状況、訓練を写した写真になりま

す。右側は、本店の即応センターでの訓練の様子の写真になります。 

 パワーポイント12ページ、評価方法を記載しております。 

 一つに、評価者による評価ということで、5名選任して、あらかじめそれぞれのポイン

トをまとめた評価シートを作成し、それに従って良好点、改善点を抽出しております。 

 2つ目に、参加者及び反省会等で課題を抽出しております。抽出された内容については、

社内委員会で報告し、最終的に内容確認を行っております。 

 13ページ、評価結果でございます。 

 一つに、1号機、2号機同時発災時の対応が適切にできたかということですが、発電所の

本部長は、同時発災を確認した後に、1号、2号それぞれ指揮者を指名して、運転班ですと

か、補修班もそれぞれ1号、2号班に分割し、対応にあたったと。訓練で予定されていると

ころを確実に実施できたということを確認できています。 

 2つ目に、地震・津波被災後の使用可能機器を活かした対応方法の確認ということで、

設備の状況がどういった状態にあるかというようなところで、手順に基づいて関連施設の

状況を確認しまして、使えるものをどういった方法、手順でというようなところを確認し

ております。 

 施設の確認においては、一部協力会社にもお願いして、外回りですとか、確認を実施し

たといったことでございます。 

 そのほか、良好意見ということで、シナリオ非提示型の訓練を導入することで、要員の

力量の向上を図ることができた。あと、原災法関連法令の改正で新たに導入した外部支援

関係機関との連携訓練を実施したことで、連携を図ることができたということです。 

 14ページ、ここでは改善事項を記載しております。 

 一つに、トラブル連絡票の作成内容確認に時間を要した。オフサイトセンター等では、
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迅速な情報入手というのが重要になると思われますので、タイムリーにそういったところ

へ発信することが重要であると。時間の短縮方法を検討するということでございます。 

 これについては、連絡票の記載項目は数多くあるんですが、全て記載してから通報する

といった意識が本部要員の中にありました。トラブル状況ですとか、データが確認された

都度、わかったデータを連絡票に記載して、タイムリーに外部へ発信するという運用に変

更しております。 

 2番目に、発電所の本部長が事故対応で、かなりの労力、負担がかかっていると、そう

いったことを受けまして、本部長を補佐する副原子力防災管理者、これの具体的支援業務

の内容を検討すると。結果、本店の災害対策本部ですとか、オフサイトセンターなど、第

一義的に連絡調整を副原子力防災管理者に担わせると。調整された結果を本部長に報告し、

了解ですとか、待ったですとか、そういったジャッジを下すと。そこを明確にしておりま

す。 

 3つ目に、本店等発電所を支援する拠点で、発電所からの情報発信に頼ることなく、積

極的にシステムですとか、テレビ会議を通じて、適宜そういった情報をとる手段を検討す

ると。これについては、適時適切な災害対応状況を共有するツールですとか、手段の導入

をただいま検討中でございます。 

 15ページには参考資料としまして、要素訓練ですとか、16ページ、17ページには事故対

応時の1号、2号おのおのプラント状況の図を添付しております。 

 18ページについては、安全強化対策の概要の資料を添付しております。 

 説明は以上になります。 

○更田委員 ありがとうございました。 

 御質問、意見があれば、いかがですか。 

 どうぞ。 

○今井事故対処室長補佐 事故対処室の今井でございます。 

 今回の報告会で、私たちのほうから各事業者さんにちょっとお願いしていたのは、3点

ございまして、まず訓練の概要を簡単にと、それから、次、特徴を何か訴えていただきた

い、御説明いただきたいということでお願いさせていただいています。加えて、それに対

して、評価とか改善点があったら、どういったところがございますかというのをぜひ御説

明くださいということで、ちょっとお願いしているところなんですけれども、プレゼンが

ちょっと後半になってきて、もう既に特徴のところは前の方たちがもう御説明しちゃった
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というところもあるかもしれないんですけれども、例えば、四国電力さんもそうなんです

けれども、特徴は何だったかというところ、もしうまく説明できるところがあれば御説明

いただけるとありがたいかなというふうに考えております。 

 例えば、13ページで、これはほかのところになかったかと思うんですけども、原災法に

よって、新たに導入した外部支援関係機関との連携訓練とか、こういったところは新しい

ところかなという気がしますし、それから、原電さんは、PWRとBWRを持っていて、関係機

関と情報共有するときには、これは炉型が違うものですから、その情報共有を図るときの

交通整理の仕方に工夫があるとか、何か一つほかの事業者さんにとっても参考となるよう

な特徴のある点がございましたら、ちょっと御説明いただけるといいかなと思っておりま

す。 

○日本原子力発電株式会社（竹野） 原電の竹野です。 

 そういう意味では、3ページと4ページのところに、今回の訓練の目的として、例えば、

3ページでしたら、敦賀発電所1号機と2号機の同時発災をしたことを想定して、適切に対

応できることを確認した。同時発災というのは、今回、初めて敦賀においては行ったとか、

あとは、4ページでは、先ほど九州電力さんから話がありましたように、シナリオ非提示

型訓練を導入しております。これも先ほど、九電さんの話があったように、全くのブライ

ンドで訓練するというのではなくて、概要については、あらかじめ頭に入れた上で、シナ

リオを目の前に置かずに、コントローラからの指示に基づいて、それぞれの操作を関係者

で決めていくと、そういうふうな訓練を取り入れたということです。 

 あと、ここにあります、③とかいいますと、原子力の緊急事態支援組織、当社の敦賀の

総合研修センター内に今、あるんですけども、原子力緊急事態支援センターからの支援を

受けた遠隔操作資機材を実動で訓練すると、実際に動かしてみるというふうな訓練を取り

入れたということで、そういう意味では、3ページ、4ページのところが特徴というふうに

我々は考えているんですけども。 

○更田委員 山本審議官。 

○山本審議官 14ページのところの連絡通報体制のところで、いろいろ改善点が御検討さ

れているようであります。特に、我々規制庁、つまりERCとか、官邸のほうで、実際に事

故が起きた場合、情報を受け取る側の立場から見たときに、(1)にありますように、連絡

票を速やかに作成いただいて、送っていただくと、これは非常に大事なところであります。

ただ、それでもやはり私どもの訓練の経験から言っても、やはり紙が来るのはなかなか時
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間がかかるというのも実態であります。 

 それで、(3)にありますように、テレビ会議システムでやはり重要な事象については、

例えば第10条事象に相当するような事象が起きたといったことは、テレビ会議で発話いた

だくのが一番早いと思います。その確認の意味で、連絡をいただくというようなことも、

確認のために、間違いがあるといけませんので、そうやってそういう紙を一生懸命早くす

るだけじゃなくて、情報共有をいかに迅速かつ同時にやるかと、こういう視点でもまた検

討いただければと思います。これは、まだ原電さんと直接、私ども機械をつないでやった

ことはまだありませんのでそうなのかもしれませんけど、ぜひ、そういう点でもちょっと

御検討いただけたらと思います。 

○日本原子力発電株式会社（竹野） 原電の竹野ですけども、了解しております。一応、

第10条通報という形で、紙で出すということを主眼に置いた形で今回訓練しておりますの

で、それを補佐する形で、いろんな情報をいろんな形で発信できるかなというふうに考え

ております。 

○山本審議官 それから、2つ目の質問は、今回、外部の支援機関ということで、何かロ

ボットを使われたというようなことが記載されていますけども、具体的にどういう実動、

そういう外部支援機関との中で、どういうロボットをつけて、どういった訓練をされたか

をちょっと御紹介いただければと思います。 

○日本原子力発電株式会社（古川） 原電の古川です。 

 今回の訓練では、敦賀市内にその支援センターが設置してございまして、立地条件上、

恵まれたところにあるというようなこともありまして、実際に訓練の流れで、そのセンタ

ーのほうに実報を入れています。要は第10条、15条。今回は格納容器内のLOCAということ

で、圧力が上がってくるんですが、途中、アニュラスのペネトレーションのところから微

小なリークが発生したということで、アニュラス内のリーク箇所を特定しようというふう

に設定しました。そういったことで、ロボット1台を持ってきてほしいということで、実

際に、センターのほうから、車を走らせていただいて、発電所まで持ってきていただいて

います。そのときは、（放射性物質の）リーク量が少ないので、UPZですとか、そういった

ところまでなりませんから、発電所まで寄りつける状況という設定で、そういうふうにし

ました。 

 実際に発電所で引き渡しをして、メンテナンスセンターという屋外に建物があるんです

が、訓練は実際、そこでロボットを引き渡して、我々のほうで組み上げて、線量計という
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のを積み上げて、実走行させて、実際にそのデータがパソコンの中で読み取れたり、画像

がしっかりと視認できたりというようなことを実施しております。 

 以上です。 

○更田委員 もう一つこれは全社共通でと思うんですが、メーカーとの訓練、当然、ある

程度時間のかかるものになった事態に関して言うと、メーカー、具体的には三菱ですけど

も、メーカーからの支援を受けるということもあるんだろうと思うんですが、これは、原

電に限らず、各社ともに訓練の中で、ある程度メーカーから支援が受けられるものについ

ては受けるということを考えていることになるだろうと思うんですが、御説明の中では、

三菱若狭原子力安全統括センターとの連携、技術支援について訓練といいますか、これは

どういった内容になったんですか、この訓練そのものは。 

○日本原子力発電株式会社（古川） 原電の古川です。 

 三菱の若原の事務所は、美浜駅のすぐ近くに設置されてございまして、これは立地上比

較的近いということもあって、そこに実報を入れて、技術者を実際に発電所まで来てもら

う。どれくらいの時間で来られるのか。津波を想定したので、瓦れき撤去まで、仮の協力

会の事務所に待機してもらっていて、それが撤去された後に本部のほうに来ていただくと。

本部のほうに来ていただいたときに、今回、支援していただいたのは、炉内で燃料上部が

露出、さらに原子炉容器内で燃料溶融に至った。この状態で、どういうふうな手順方法で

対応すれば一番いいのか。そういったところは我々技術班のほうで、アクシデントマネジ

メントガイドラインでチェックし、方法を選定するという手順がございますが、そういっ

たところに一緒に検討に入ってもらって、これでいいか、悪いかというようなところで技

術的に支援をいただいたというふうな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） 今の御回答にちょっと関連するん

ですけど、炉心溶融を想定して、この訓練を行ったという趣旨は、今のメーカーとのいわ

ゆるタイアップというか、それが主な目的だったんですか。基本的には、ここへ行く前ま

でのシナリオで、普通は訓練をやるんだろうと、私なんかは思っていたんですけど、炉心

損傷までいったシナリオを組んだということで、何か意図があるのかなと思ったものです

から。 

○日本原子力発電株式会社（古川） まず、メーカー技術支援については、第10条が発生
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したところでお願いしています。ですから、炉心溶融があったのでお願いしますというよ

うなことではありません。それを想定した理由はと申しますと、この訓練を計画する際に、

発電所の防災専門官と話を進めています。そういった中で、非常用資機材として、電源設

備ですとか、いろいろ用意してございますが、そういったものをやはり使えないというよ

うなところまで踏み込んで、できるところまで訓練してはというような御指導をいただき

ましたので、そういった関係もありまして、溶融のところまで今回設定したということで

ございます。 

○志間事故対処室長 事故対処室長の志間と申します。 

 13ページのところに、「各要員の災害対応力量の向上を図ることができた」というコメ

ントがありますけれども、もし、訓練の前後で、各要員の災害対応力量、対応力の力量の

変化を測定、評価できるような手法を採用しているということであれば、先進事例になる

と思いますので、それを御紹介いただければと思うんですけども。 

○日本原子力発電株式会社（古川） これは、定量的に力量向上というのをどれだけアッ

プしたというふうなところまではまだ行っておりませんが、それはかなり難しいと私自身

は思っています。ただ、反省会ですとか、意見交換の場で、シナリオ非提示型ということ

で、今までですと決められた順番ですとか、報告内容ですとか、手順ですとか、そういっ

たものをシナリオに沿って進めていく、確実性を訓練する、もしくは反復練習で習得を深

めていく。そこをブラインドにしたもので、手順が入れ違ってみたり、あとは、手順以外

のこれは、あれはというようなところで、各クルーから話がありますので、かなり幅広い

プラント状況の確認ですとか、次の対応ですとか、そういったものが枠に捉われずできた

と。それが向上につながったなというふうなところの一つですが、私は、コントローラと

してこの訓練にあたったんですけども、訓練に対する意識が、全体的に上がったような気

がします。 

 まず最初に、1週間ぐらい前に、事故訓練の対応をこうこうこういったことで実施しま

すと言うんですが、そこから各班のクルーは勉強していました。今までシナリオ型の訓練

ですと、そういったことは発電所の中で見受けられませんでした。そういったことも一つ

の訓練の効果ではなかったかなと思っています。 

 以上です。 

○日本原子力発電株式会社（竹野） 原電の竹野ですけども、2月20日の訓練は、私は敦

賀発電所にいまして、発電所員として参加しています。この訓練は、私は非常に印象に残
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っている訓練でした。 

 というのは、やはり操作をするに当たって、議論をしながら進めていったというふうな

ことで、今までそういう防災訓練をやったことがなかったんで、非常に印象に残っていま

す。 

 ちょっと具体的にどういうことかと言いますと、ここでOHPの17ページに2号機のプラン

トの状況があるんですけども、最終的にどういう形でプラントを収束状態に持っていくか

というところで、ここに記載のありますように、加圧器逃がし弁が開いていて、そして充

てん高圧注入ポンプで水を入れることができると。こういうふうに炉心に水を入れて、そ

のまま出すと。ﾌｨｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾌﾞﾘｰﾄﾞという形で、最終的に収束状態に持っていくということ

なんですけども、そこで、防災訓練の中で議論にあったのは、C/Vの中に水を出し続けて

いいのかと。つまり、ここで言いますと、加圧器逃がし弁の元弁というのがありまして、

これは、電源が回復しているので閉じることができると。そのかわり、電動補助給水ポン

プが動いているので、蒸気発生器に水を入れることもできるので、1次系がうまく満水に

なって、自然循環すれば、蒸気発生器で熱が取れるんではないかと、そういうふうな議論

がありまして、その中で議論した結果、炉心溶融しているので、例えば、水素とかの不活

性ガスがあるので、だから、（一次系は）満水にはできないであろうということで、この

シナリオ、結果としてはこのシナリオどおりなんですけども、一次系のﾌｨｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾌﾞﾘｰﾄﾞ

で収束に持っていこうというふうな議論をしたというのは、非常にちょっと印象に残って

おります。 

○更田委員 ありがとうございます。 

 最後におっしゃった点に関して言うと、これはいわゆる実動を伴う訓練とは別のものか

もしれないけれども、重大事故対策としてどういう手を打っていったらいいかと。これは

恐らく時間のかかる、実動を伴う訓練とは別に、机上訓練でもできるでしょうし、シミュ

レーター等を使ってももちろんですけども、かなり机上訓練で、今、持っている設備であ

るとか、手順の弱点はどこがどうかというようなものは、これはちょっと今日の主題から

少し、先ほど渡邉さんからの質問のときにもあったけども、今日の訓練そのものの主題と

は少し違うかもしれないけれども、重大事故対策の適正さ、どれだけ有効性という意味で

は、おっしゃったように、ある兆候をコントローラが示していって、それに対してどうい

うプラント操作も含めて、対応をとっていくかというのを議論しながら進めるという訓練

は、これは非常に重大事故対策という意味では非常に意味があると思いますので、これは
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あわせて行っていただければと思いますし、これでちょっと規制そのものから外れるけれ

ども、私たちも各電力さんから来ていただいて、私たちのとっている重大事故対策やその

シナリオというか、手順の脆弱性を探すという活動も同時にやっていますので、これにつ

いても引き続き御協力いただければと思います。 

 それでは、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） 直接、原電さんの訓練云々かんぬ

んじゃないんですが、今までずっと聞いていたんですけども、参加した人数にかなりばら

つきがあるようなんです、各プラントごとに。特に高浜がやたら多くて、そのうちの8割

が協力会社の人だと。逆に伊方がやたら少ないなと。恐らくこれは訓練の内容によって人

数のばらつきが出ているんだとは思うんですが、実際に参加した人たちで、役割を担って

いる人たちというのはどのくらいいたのかというのは、今のこの中からちょっとわからな

いかなという気がするんです。その役割を担っている人たちの中で、ここは足りない、こ

こはちょっと余った、ここは少しまだ余裕があったなとか、そういう人員的な評価という

のはなされているんでしょうか。 

○日本原子力発電株式会社（古川） 原電の古川です。 

 原電の場合ですと、評価者の設定を中央制御室ですとか、各現場の要所要所、10名程度

置いています。その評価項目の中に、要員の適正というようなところもありまして、そこ

で足りている、足りていないというのがまずチェックがかかります。 

 ただし、今回、私どもでは同時発災ということで、1号機、2号機の責任者ですとか、班

を分けたときに、やはりこれだともうちょっと少ないですとか、そういった反省も出てい

ますので、それは今後の課題として取り上げていきたいと思っています。 

○更田委員 それでは、日本原子力研究開発機構もんじゅ、常陽をお願いします。 

 今日はPWRがメーンであるんですけども、このナトリウム冷却炉をPWRに入れるか、BWR

に入れるか、その他の原子力施設に入れてしまうのもちょっとなんだなということで、

PWRの仲間に入っていただいておりますけれども、もんじゅ・常陽についてお願いします。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（山崎） 原子力研究開発機構の高速増殖炉開発

センターの山崎と申します。 

 本日は、高速増殖炉もんじゅと、それから、高速実験炉常陽、これについてちょっと説

明者が途中で交代しますが、訓練の経過について報告させていただきます。 

 次をお願いします。 
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 まず、もんじゅについて御説明いたします。 

 まず、防災訓練の概要ですけれども、もんじゅにおける防災訓練の目的としましては、

原子力災害に対する対応の実効性の向上を図るため、ここに書いていますように、平成24

年度はセンターの現地対策本部の通報連絡等の初期活動なり、事故発生時のセンターにお

ける事故対策活動、それから電源機能喪失時における緊急時の対応、衛星通信を利用した

外部との連絡手段の確保、この4点につきまして、確実かつ適切に実施できることの確認

を主眼に置いて実施しております。 

 実施日時は、平成24年12月19日ですから、冬になります。 

 体制、それから、参加人数は325名というふうに書いています。この中に協力会社も含

めてございます。 

 次をお願いします。 

 それで、訓練の中身を御説明する前に、PWRとちょっと違うので、もんじゅの特徴と、

これまでに実施してきました安全性向上対策について、簡単に御説明させていただきます。 

 本シートの左上に示していますように、地震、津波による全交流電源喪失を想定した場

合、まず、もんじゅそのものはナトリウムを使っておるんですけども、ナトリウムの機器

ですとか、使用済燃料貯蔵設備など主要な設備は海面から21m以上の高い位置に設置して

おりますので、津波の影響を受けにくい配置となっております。 

 また、冷却材に熱伝達率のよいナトリウムを使用していることから、原子炉停止後の原

子炉の冷却に大きな努力を必要とせず、ここに書いていますように、自然循環による空気

冷却を行えることが特徴です。そのために機器や配管の配置もそれがしやすくなるような

工夫をしております。 

 それから、使用済燃料については、もんじゅの場合は、炉外燃料貯蔵設備と燃料プール

という、一旦、ナトリウムに貯蔵して、その後、水プールに移す、そういう運用をしてお

りますので、その中で、使用済燃料を一時的に貯蔵する炉外燃料貯蔵設備、こちらも冷却

にナトリウムを使用していますので、ここも原子炉と同じように自然循環による空気冷却

が可能となっています。これがもんじゅの特徴です。 

 次をお願いします。 

 このような特徴を踏まえまして、震災後の安全向上対策を目指し進めているところです

けども、それの中では、やはり同様に電源車による電源の確保と、右の上に書いています。

それから、やはり津波を想定した場合に、ディーゼル発電機の冷却に使っています海水ポ
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ンプなどが低い位置にありますので、それが使えなくなった場合の代替のポンプの配備で

すとか、それから、津波が下からやってまいりますので、下からの浸水対策、それの取組

み、それから、自然循環をするに当たっても、万一電源がなくなった場合に、現場にて操

作をすると、そういう手動操作時の操作性の向上なり、それから、燃料プールにつきまし

ては、すぐに水がなくなるということはないんですけども、燃料プールの水を補給すると

いうところの冷却手段の確保、これを行っております。 

 次をお願いします。 

 それで、具体的な訓練のほうですけども、このような特徴を踏まえた、訓練ではここに

書いていますように、地震による外部電源喪失を想定しまして、一応、津波ではなくて、

ちょっと悪天候により、ディーゼル発電機が全台停止するという、それによって、全交流

電源を喪失ということを想定しました。また、あと、ちょっとガス系の中で、1次アルゴ

ンガス系というのがあるんですけども、そこの漏えいによって、第10条及び第15条の外部

への放出に至るという、それを想定して訓練を進めております。訓練そのものは、1次ア

ルゴンガス系の漏えい箇所の隔離なり、それから、電源車による電源復旧操作までを訓練

範囲として実施しております。 

 次をお願いします。 

 これはプラントの状況、それを絵で示すとこのようになりますので、次、お願いします。 

 訓練の内容ですけども、6ページ目になります。 

 訓練の内容と結果についてですけども、今回の訓練は、平日の勤務時間帯を想定して、

総合管理棟、ここも21mの位置にありますが、ここの緊急時対策所に現地対策本部を設置

することで進めました。 

 今回の特徴としましては、他電力さんと同じように、初めてシナリオ非開示で実施した

ということです。これがこのため、必要な箇所にやはり訓練を進行するためのコントロー

ラを配置しまして、事象そのものの流れはシミュレーターがありますので、シミュレータ

ーを用いて、それで防御しながら進行を進めました。 

 それから、事故発生時における対応訓練のところで、外部への通報連絡ですけども、こ

れは実際に起こった場合に、全て第10条、第15条の通報連絡先がありますが、そこの全て

について通報連絡と、それからファクスの送信を行っております。それから、それは下の

左側の写真で、これで全箇所に連絡を行っております。 

 それから、右側の写真は、実際に全交流電源喪失を考慮して、電源車による電源復旧ま
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での間、緊急時対策所などの照明を消して、ヘッドライト等を用いて訓練を実施しており

ます。 

 次です。 

 それから、電源車による、電源機能喪失時の緊急時対応訓練としては、ここに書いてい

ますように、電源車による電源の確保、それから、ホイールローダーによる障害物の撤去、

それから、燃料池への給水の準備まで、給水そのものを行えるような準備、そこまでを訓

練として実施しております。 

 それから、電源機能喪失時における、外部関係機関との連絡手段の確保というところで、

電話連絡及びファクス送信を通常のやり方から衛星通信を使用して行っております 

 それと、うちの中での本部間との連絡については、テレビ会議を使えないという想定で、

衛星の電話会議、これに切りかえまして、必要な連絡、情報共有を行っております。 

 次、お願いします。 

 実際に訓練の評価ですけども、原子力機構の場合は、全社的に共通で、外部機関と、そ

れから、原子力機構のほかの事業所からのモニター員、外部機関のモニター員が2名、そ

れから、他事業所からモニター員が2名、もんじゅの場合はそうでした、この4名によって、

あらかじめ定められた手順に従って評価を行っております。また、訓練終了後には、反省

会を実施して、改善点の抽出を行っております。 

 評価の結果は、ここに書いていますように、今回、初めてシナリオ非開示というところ

で行ったんですけども、目的とした4つの項目については、概ね良好との結果が得られて

います。 

 その中で、今後の改善事項ということで、やはり、第10条、第15条になりますと、下の

改善事項に書いていますけども、対応が一方的ではなくて、当然のことながら、いろんな

ところから問い合わせ等がきますので、そういったことを模擬した訓練も入れていく必要

があるということと、それから、全交流電源喪失に備えると、そのとき電源が制限され、

バッテリーしかなくなりますので、小電力の機材を用いるなど、こういったところを挙げ

られていまして、今後の訓練に反映することにしております。 

 もんじゅ側の説明は以上で、ちょっと交代します。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（小峯） それでは、引き続きまして、高速実験

炉常陽のほうについて説明させていただきます。 

 私、危機管理課の小峯と申します。 
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 まず、訓練の概要でございますけれども、我々、茨城県の大洗に所在しておりまして、

唯一、今回の説明の中でも、被災県の中の一部に該当するかと思っています。 

 その中で、訓練としては、大規模震災、やはりこれは逃れられないということで、地震

を想定しまして、常陽を発災現場としまして、緊急事態の訓練を行っていきたいというこ

とでの計画を進めてまいりました。 

 その中で、原子炉は運転を継続しておりまして、全電源が喪失するということを想定し

まして緊急事態を、それから、現場対応班活動、こういったものが有効に機能するかどう

かを確認していく。さらには、これは福島の対応等にもあったように、我々でもあり得る

ことだろうということで、使用済燃料貯蔵プールへの給水、これらの自衛消防組織を使っ

て、そういう連携訓練、対応能力の向上、こういったものを確認する訓練をやっていこう

ということの訓練を実施しております。 

 それから、我々の中で3・11のときに一番実態として困ったのが、まず燃料を調達する

ことができなかった、要するに外部電源は喪失してしまった、さらには、非常用発電機は

全て施設側は運転が可能だったんですけども、基本的に外部電源の喪失事象が約20日間程

度起こってしまったことによりまして、非常に非常用発電機の運転状態を保つのに精一杯

だった、それがどういうことかと言うと、まずは燃料の調達に一番時間を苦労した。 

 さらには、備蓄燃料等があったとしても、その備蓄燃料を運ぶ手段がなかったというこ

ともありまして、ここに書かれているように、緊急資機材運転管理班、要するに、タンク

ローリー車を導入して、それらの実態的な実動訓練を実施していこうということで、こう

いう緊急事態の対応能力を確認していきたいということの目的を訓練の中に取り入れてご

ざいます。 

 訓練の実施といたしましては、今年の2月27日午後一杯をかけて行っております。 

 それから、実施体制評価方法、参加人数等ですけれども、ここも皆さんのところと若干

違うところがあるので、その特徴だけ説明させていただきます。 

 センターの現地対策本部、ここはセンターとしての本部体制、機能を維持するところで

はございますけれども、下にございます現場指揮所、ここに常陽という組織の中に常陽が

あります。我々のセンターは研究開発施設ということもありまして、原子炉が炉型の違う

施設が3つあります。常陽それから、JMTR、HTTRというような施設があります。それぞれ

にやはり現場指揮所というものをつくって、実態的には、3・11のときに関しましては、

この現地対策本部をベースにして、それぞれの対策本部の現場指揮所ができ上がりまして、
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そことの情報共有を行っていくという、そういう対応の方法をとってございます。 

 それで、外部関係機関の連絡等については、基本的には一部のみで行いましたけれども、

基本的にはファクス、電話連絡等については実態で行っております。 

 それから、機構本部、また、水戸連絡事務所というところがございまして、そことの連

携強化、こういったところも図ってございます。 

 訓練評価方法については、先ほど、もんじゅのほうで御説明したとおりでございます。 

 次のページ、12ページでございますが、ここはプラントの状態想定図を簡単に説明して

いるところです。括弧内というか、番号が書いてあるところにつきまして、赤字で書いて

ある時間等については、これは訓練である程度シナリオで想定する時間を記載しているも

ので、実態等は若干違うところはもちろん発生してございます。 

 ここでちょっと確認していただくのは、基本的には、先ほどもんじゅのほうでもおっし

ゃったように、交流の電源の商用系が切れますと、原子炉施設については、立ち上げ棒が

とまって、要するに、原子炉は停止する。さらに、ポンプ系、起動系が全部とまりまして、

非常用発電機によって、基本的にその非常用発電機の力でもってポンプが動き出す。非常

用発電機のポンプもとまりますと、非常用発電機がとまりますと、一時主ポンプ、特にA、

B2ループがあるわけですけども、ポニーモーターというところがありまして、これを回す

ことによって、自然循環を継続する。さらに、非常用発電機がとまることによって、先ほ

どのもんじゅと同じように、自然循環、これを維持することで、基本的にはプラントは維

持できているという想定をこの段階でもつくってございます。さらに、無停電系、最終的

な電源がとまることによって、照明系、計測系まで全部とまることによって、じゃあ、そ

の自然循環をどういうふうに確認していくかというようなことを訓練の中で取り入れてご

ざいます。 

 次のページです。13ページになります。 

 防災訓練の内容、それから訓練結果の概要でございますけども、最初の①というところ

については、先ほどの現地対策本部の全体的な訓練の概要について書いてございます。原

子力防災要員の招集はもちろん、現地対策本部の設置、それから、初動対応としまして構

内放送、こういったものを活用しまして、緊急時対策所に要員を参集させる。これにつき

ましては、大体、緊急時対策所には約150名程度の人間が集まる。さらには、現場には常

陽側のほうにも概ね約150名程度、トータル防災要員としましては、この2つを合わせて約

300名程度の人間が参集できるというような形をとってございます。 
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 それから、テレビ会議等によります現場指揮所、それから、機構本部との情報共有、そ

ういった訓練も実動として行ってございます。関係箇所としましては、緊急時対策室、現

場指揮所、それから、機構対策本部、東京の支援班、それから、水戸連絡事務所、こうい

ったところとテレビ会議を結びまして、実際に情報の共有を行うとともに、茨城県、自治

体でございますけれども、専用回線というものがございまして、これとの情報共有を実動

的に行ってございます。 

 それから、関係機関等への通報連絡関係でございますけども、これは、第一報、続報等

については、一斉同報ファクス、関係機関へ送信、それから、事象の説明及び確実にファ

クスが着信しているとの確認、これは電話連絡になりますけども、実態的に、先ほども言

ったように行ってございます。 

 それから、従業員等の人員点呼、それから、施設等点検結果集約・報告訓練ということ

で、先ほど、訓練の参加者の中に、約1,100名程度の参加者がいるというふうに記載して

ございました。これにつきましては、センター全域の各部署で、従業員等への被災状況、

それから、人員点呼、そういったものを集約できる、そういった訓練も実動的に行ってご

ざいます。 

 常陽と現場指揮所を除きました訓練対象としましては、ここまでの訓練ということで、

訓練に参加していただいているという位置づけで、従業員等の人数を1,100名程度に上げ

させていただいております。 

 それから、必ず実施している訓練の一つとしましては、模擬プレス対応訓練ということ

で、実態的にはスピーカーを育てるという観点から、県政記者クラブ等を想定した模擬プ

レス訓練、こういったものも必ず実施すると。原災法事象になったときに、実際的にやる

かどうかは別にしても、スピーカーを育てるという観点からは模擬プレス訓練を実施して

ございます。 

 それから、次のページ、14ページでございますけれども、ここは現場対応の大きな訓練

の一つになります。 

 (6)としましては、商用系及び非常系電源が喪失したということを想定して、緊急時の

対応訓練を実際に行ってございます。緊急時対応策としましては、先ほど申し上げました

ように、無停電電源系が全部とまってしまいますと、計測系の電源もなくなり、そうする

と、どうなっているのかの実態が見えない。そういった観点から携帯計器、それから、仮

設電源等によって、主要なプラント計装の接続、これについては下の写真にございますよ
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うに、実態的に真っ暗やみの中でどこに接続すればいいのかとか、そういったようなこと

を模擬的にも訓練を実施してございます。 

 それから、使用済燃料貯蔵プールの水位確保訓練でございますけれども、自衛消防隊、

それから、現場側の消火班、こういったものの人員を活用しまして、隣接する防火水槽、

ここからポンプ系を通しまして、プールへの消防車両を用いまして給水訓練、こういった

ものも実際に水を入れたわけではございませんけども、ホースの接続まで確実にできるこ

とを確認してございます。 

 最後、評価ですけれども、訓練の主な評価結果といたしましては、基本的に運転中のプ

ラントにおきまして全電源が喪失したということを想定して、何ができるのかというよう

なことについては、有効に活動対応体制として確認ができたというふうに我々としても確

認して、検証できたというふうに確認してございます。 

 それから、消防車両、こういったものを用いた、資機材を用いたプールへの給水、こう

いったものについても確実にできるということを確認いたしました。 

 さらには、燃料貯蔵、燃料の調達、それから、燃料の運搬、こういったものについても、

タンクローリー車等を用いて消防車両への給油とか、非常用発電機への給油とかそういっ

たことも実動的に行いまして、操作要員の習熟、要員の能力向上を図ることができたとい

うふうに考えてございます。 

 主な改善点としましては、あまり今回の訓練においては、シナリオレスではなかったの

で、一部シナリオレスというやり方をとらせていただいた関係もございまして、基本的に

はできた訓練だったということになってしまうんですけれども、実際に情報共有を行う際

の様式の作成、こういったものが現場指揮所と現地対策本部との間で若干食い違いがあっ

たりして、転記による誤記とか、そういったのに非常に時間を要してしまったということ

で、今後はこういったものについては改善していきたいと。 

 さらには、ユニック車とかミニホイールローダーとか、こういったものも平成24年度で

整備いたしましたので、そういった総合訓練的にも活用していきたいというふうに考えて

ございます。 

 以上でございます。 

○更田委員 ありがとうございました。 

 最初にちょっと1点、もんじゅのほうで伺いたいんですけれども、2ページの体制なんで

すけれども、ちょっと四国電力さんのところでも議論になったんですが、もんじゅで発災
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したときに、センター現地対策本部と書かれているのは、これは現場ですか。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（山崎） 山崎です。 

 ええ、もんじゅの中になります。 

○更田委員 そうすると、もんじゅの所長さんなんかはこのセンター現地対策本部にいる

ということになるんですね。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（山崎） ええ、そうなんです。 

○更田委員 敦賀対策本部の役割というのは、これは、いわゆる即応センター、即応セン

ターに相当するのはどこになるんですか。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（山崎） そこは、敦賀本部の中に広報がいます

ので、そちらのほうになります。 

○更田委員 広報。意思決定は、判断は全て現地対策本部の中でなされる。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（山崎） そうです。あくまでも敦賀の対策本部

は支援という形になります。 

○更田委員 敦賀本部があって、それから。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（山崎） ここには書いていないですけど、あと

は東京の事務所と、あとは東海の本部があります。 

○更田委員 ええ、それは私もよく承知しているんですが、JAEAの理事長というのは東海

本部にいることにはなっているけど、実際上は東京事務所におられることがほとんどです

よね。経営陣は東京事務所にいて、そして、敦賀本部があって、センター現地対策本部が

あって、国との接点になるのは現地対策本部なんですね。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（山崎） 実際上は機構本部になります。東海の

本部なんですけど。 

○更田委員 それは違うと思いますよ。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（小峯） 申し訳ございません。多分、同じだと

思うんですけれども、基本的に現地対策本部、もんじゅさんと我々のところで違う、我々

は所長がいるのが現地対策本部になります。機構対策本部というのは東海本部に当たりま

す。このほかに、東京支援班というのがあって、国と直接窓口になるのは、東京支援班が

直接の窓口になります。我々はそこに連絡をとって、ファクスと電話連絡を入れるんです

けれども、その付加情報として、東京支援班の支援にいる人間が役所との対応をとったり

とかということは実動的にやっている対応でございます。 
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○更田委員 では、我々、役所としては、東京支援班とやりとりをすることになる。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（小峯） 基本的にはそうなります。 

○更田委員 では、もんじゅの場合も同じですか、それは。そうすると、ここで書かれて

いるセンター現地対策本部から通報連絡がやってきて、外部関係機関の中には規制当局が

入っているわけですよね。そうすると、外部関係機関は東京支援班とつながっているとし

て、通報連絡はセンター現地対策からやってくるんですか。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（山崎） そうです。 

○更田委員 ちょっと、これは調子悪いんじゃない。通報連絡は、センター現地対策本部

からやってきて、私たちがやりとりする相手は東京支援班ですか。例えば、私たちが、そ

れでは、情報について照会するとしたらば、どこへ問い合わせればいいんですか。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（田子） ちょっと混乱させてしまって申し訳あ

りません。原子力機構の田子と申します。 

 まず、機構の場合は、即応センターというのが適用されておりませんので、これはまだ

少し今後、検討させていただきたいと思っております。 

○更田委員 それは承知しております。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（田子） まず、現状について御説明いたします。 

 通報連絡は基本的にはサイト、ここで言いますと、センター現地対策本部、ここを中心

にして発信します。場合によっては、敦賀対策本部、こちらから行く場合もありますが、

基本的にはサイトから行きます。それをバックアップするという意味で、東海に機構本部、

それから、東京事務所がありますので、規制委員会、規制庁さんに対しては、東京事務所

がまず直接対応するのが今の体制でございます。ですから、東京事務所からフォローする

ということになります。 

○更田委員 ちょっとこれはあまりに個別の問題だから、原子力機構特有の問題かもしれ

ないので、これはやりとりをさせてもらわなきゃいけないと思いますけども、通報連絡は、

センター現地対策本部から来て、場合によっては、敦賀本部から来るかもしれなくて、さ

らに、国とのやりとりは東京事務所が行うと。しかし、東海本部もそのシステムの中に介

在をしていると。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（田子） 原子力機構の田子でございます。 

 東海本部は、基本的にはバックアップということですので、あまり前面には出てこない

ことを考えております。まずは、ここで言いますと、ファクスとかそういったものはサイ
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トから発信いたします。それを一部、電話連絡の場合、どうしても人手が足りないとかと

いう問題もありますので、敦賀対策本部が一部バックアップで連絡します。それの詳細の

説明は東京事務所から規制庁のほうへ説明するという体制をとっております。 

○更田委員 ちょっとこれは、今後の課題としてテイクノートさせていただきたいと思い

ます。要するに、意思決定をする、もちろんプラントの状態であるとかに対する対策等と

の指揮はもんじゅの所長さんがとられるんだろうと思いますけども、一方、電力事業者の

場合と違って、こういった緊急時に対する責任体制ですけれども、理事長は東京事務所な

いし東海本部におられるだろうし、敦賀本部というものの存在も、ただちょっと機構がや

やこしいのは、年度が変わると組織の変更のようなことはもう既に打ち出されているので、

それを踏まえて考えなきゃならないですけども、大洗の場合は、やはり現地があって、そ

れから、それを支援するのは、今度は距離的には東海本部が近いですよね。ただし、国と

のやりとりは東京事務所になるんですか。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（田子） 田子でございます。 

 まず、機構の場合は、敦賀地区のふげんともんじゅについては、本部機能は敦賀本部に

ございますので、そちらが主になって動きます。それ以外の大洗とか、東海とかについて

は、東海にある本部、こちらが本部になりますので、こちらが司令塔機能を持ちます。東

京事務所はあくまでも東海本部の一部ですので、東海本部と一体になって、東京事務所が

機能すると、そういう位置づけでございます。 

○更田委員 これも整理したいと思います。 

 ほかにありますか。 

○今井事故対処室長補佐 事故対処室の今井でございます。 

 常陽のほうなんですけれども、特徴として、模擬プレス対応訓練、これはちょっと一つ

挙げられるかなというふうに考えております。これの中身はもう少しどういったものかと

いうものを教えていただければと思っておりまして、やはり災害時に、我々も含めてそう

なんですけれども、プレスさん、メディアさんからの問い合わせも結構来て、これの情報

提供の仕方をうまく交通整理しないと、情報提供のほうに一杯になっちゃって、いわゆる

サイト側の収束に対する人的リソースの配分が若干難しくなってくる可能性があるかなと

思っています。 

 そこの訓練について、なかなかほかの事業者さんのところでやっていらっしゃらないと

ころもあるので、今日はちょっとここのところを御紹介いただけると非常に参考になるか



 89

なというふうに考えております。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（小峯） 大洗の小峯です。 

 プレス、模擬訓練というのは、必ずやはり我々、トラブルを起こしたり、こういう言い

方はおかしいんですけども、必ず茨城県、それから国、そういったところへのプレスは発

表をしなければいけない、これはもう大前提になります。したがって、通常からこういっ

た総合訓練で、必ず広報文書を作ります。広報文書を作った際に約束事、国との約束事、

それから、茨城県との約束事、例えば1時間前、2時間前までにはプレス発表文を作って出

しなさいとか、そういった約束事が幾つかあります。これは先ほどちょっと議論になりま

した、東京ならば東京支援班、東京の事務所と広報のやりとりをする。さらには、茨城県

の場合には、茨城県の担当者とそういう時間のセッティング、そういったものも実動的に

やったりします。 

 今回の模擬プレスというのは、あくまでも先ほど申し上げましたように、スピーカーを

育てる、要するに、発災現場の、本来、原災法的な場合には、現場の一担当がプレスをす

るということはあり得ないと思いますが、一応、スピーカーを育てるという観点から、現

場をよく知る人間が基本的にはスピーカーとなれるように、事象の報告をきちんと発表す

ると、そういったプレス部にのっとって、さらには、プレス対応の専門的な、例えばうち

で言えば、地域交流課という、こういう課があるんですけれども、そういったところが模

擬記者を用意して、そういった質問対応を充てていくというようなことで、迅速に、的確

にそういった質問、Q&Aに対応ができるかどうか、そういったところを養っていこうとい

う訓練を大体30分から40分ぐらいの時間をかけてやってございます。 

 以上でございます。 

○今井事故対処室長補佐 これは、じゃあ、スピーカーの方を育てるのが目的で、例えば、

模擬プレスをされた方からの質問に対して、サイトまでフィードバックが行くようなもの

ではないんですね。ここが実はうまくというか、うまく交通整理しないと、サイト側に負

担がかかってしまうので、いかにサイト側から整理した情報を本部、ほかの事業者さんで

すと本店ですか、そこに共有して、サイト側はあくまで収束のほうにリソースを費やし、

本店側でもって、プレス対応とか、我々に対する対応をして、そこをうまくリソースを分

けるということができるといいなというふうに考えているんですけれども。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（小峯） 全くそのとおりだと私どもも思ってい

まして、その具体的なやり方というのは、やはりまずテレビ会議、先ほどから少し問題、
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話題になっておりますけれども、テレビ会議等での情報共有というのは、一つのやっぱり

考え方になります。 

 それから、もう一つ迅速につくらなければいけないのが、やっぱり想定QA、どういう事

象が発生して、これに対するQをどういうふうにつくって、Aをどういうふうに回答してい

くかというようなことは、迅速につくっていくということで、今回なんかもそういった対

応をさせてもらって、要するに、広報のプレス文と想定QA集、こういったものである程度、

情報共有を図れるようにはしています。 

○今井事故対処室長補佐 ありがとうございました。 

○更田委員 もう一つ、シナリオの選定なんですけれども、もんじゅ、常陽において、電

源喪失を防災訓練のシナリオとして選ばれた理由はどこにあるんでしょう。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（山崎） これはやっぱり震災を受けて、平成23

年度もそうだったんですけども、電源喪失、また緊急時の対応策をやっておりますので、

それを加えた訓練ということで、全交流電源喪失を想定してやっています。 

○更田委員 ナトリウム冷却高速炉の場合、よく電源喪失をしても、自然循環で炉心が冷

却可能ということを盛んに言っておられるので、むしろそういうところではなくて、高速

炉特有の弱点を、最も弱いときを、最も痛いときを防災訓練のシナリオとして、今後、選

ばれたらいかがかと思うんですけど、どうでしょう。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（山崎） ええ、それは今後のシビアアクシデン

トの検討なんかとも含めて、そこは時間的におさまるかというところもあるんですけれど

も、そこは、今回、訓練の想定の中でも、1次アルゴンガスの漏えいを想定しますけども、

現実的にはこの漏えいだけでは第10条に至るような、そんなものは出てこないのが現実的

ですので、あまり現実的ではないなというコメントはいただいて、中の評価でもいただい

ていますので、今後、想定する事象も考えていくことになると思います。 

○更田委員 あまり仲間がいない炉型であるだけに、特徴を捉えるということは非常に重

要だろうと思いますので、その点はよく検討していただきたいと思いますけども、ほかに

質問。 

○原子力規制庁（熊谷） PWR新型炉班の熊谷と申します。 

 2点ほど質問させていただきます。 

 1点目が今回、今お話に出ましたとおり、もんじゅの特徴である1次アルゴン系からの漏

えいということを取り上げられておりますが、漏えい箇所についてちょっとどのような想
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定をされたかを聞きたいんですけども。6ページの絵を見ていただければと思いますけど、

この原子炉補助建物の中には、中央制御室もあると認識しておりまして、中央制御室の

方々は、このアルゴンガスが漏えいしたときに、どういう装備をして対応されたかという

のを教えていただきたいと思います。影響が及ばないという評価が出されているのであれ

ば、それで結構です。 

 もう一点が、もんじゅは空気冷却器を持っているということで、海水系がやられても自

然循環で熱がとれるということでありますが、今般、別の話で、保守管理不備という問題

が一方で発生しておりまして、この点検期限を超過した機器の中には、空気冷却器も含ま

れておりますので、空気冷却器が万能ということの前提に立たずに、空気冷却器が何系統

か壊れたときにおいても、炉心の損傷を防げるというような想定を立てていただければと

思います。 

 以上です。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（山崎） まず、2つ目のところは、先ほどにも

ありましたように、想定というところで、空気冷却器が壊れるとか、ナトリウム漏えいと

かそういう形になりますので、そういった想定をした訓練を今後、考えていくということ

になると思います。 

 それから、1次アルゴンガス系の漏えいですけども、基本的に今回は、1次アルゴンガス

系の漏れたところそのものは、換気系が異なりますので、全てそこのやつは外へ出ていく

ような形になりますので、特に中央制御室には影響はないということに、一応、制御室の

空調を隔離してやれば影響はないということにはなるんですけども、今回の訓練では、そ

こまでを考えた訓練というところは入れておりません。 

○安井緊急事態対策監 この中で、模擬プレスというのが入っているのは、実は、僕たち

も重視していまして、現実にやったときにも情報はどんどん出てきて、そして、はっきり

言えば、国がプレスをやるときもあるし、そうするとまた皆さんもやらなくちゃいけない

と時間にどんどん追われると。しかも、資料がばっちりできるまで待っている暇は全くな

いと。しかし、御質問はどんどん出ると、事態も悪化していく。よくなれば問題は減るん

でしょうけど、だから、すごく大事なファクターで、あんまりちょっと他社さんは触れて

おられてなかったと思うんだけれども、とっても大事だと思うんです。 

 ちょっと話の中で、茨城県さんとかとの約束事があって、何か1時間前か2時間前に資料

をセットしなきゃいけないというふうにおっしゃっていましたけど、そんなの全くワーク
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しないと思うんですけれども、現実のときに、そんな2時間前の情報を出したって、全く

状況に合わないと思うんですけど、今なお、そういう前提で訓練はされているということ

なんですか。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（小峯） はい。今回のような緊急時対応、要す

るに、第10条、第15条、原災法を対象とした訓練の中では、確かに不具合というか、今回

のプレス発表の対応については、多分、不都合があったのかと思います。ただ、横並びと

して、先ほど申し上げましたように、スピーカーを育てる、定常的にこれまでもやってき

た訓練の一環として、茨城県さんが言う、例えば1時間前には出しなさい、確かにそのと

おり、今、おっしゃられるように、実際、2時間前の情報を出しても何ら意味がないだろ

うと。本来は緊急性を持った情報を提供するべきだろうというのはもちろんわかるんです

けれども、今回はそれとまたちょっと一つ置いて、プレス発表訓練という位置づけの訓練

を行っております。 

 ですから、今回、今後、例えば緊急時対応、第15条対応とかにやるような場合の対応に

ついては、茨城県さんとももちろん協議はしないといけないのかもしれませんけれども、

そういった訓練の中の何かしらやり方を考えなきゃいけないのかなとは思いました。 

○安井緊急事態対策監 多分、それは茨城県さんだけじゃないかもしれないし、ほかの電

力さんも同じかもしれないけれど、結局、この種の訓練、これは通常、オンサイトの訓練

になっていますけれども、結局、情報発信のところは、最後は自治体さんはもろに関係し

てくるわけで、そして多分、御自分たちもその身になれば、そんな2時間前の情報をもら

っても絶対困るはずなので、ちょっとそういうやりとりもしていかないと。逆に言うと、

訓練を通じて出てくるし、こちらもわかるし、自治体さんも現実感を持って考え直しても

らえるかもしれない。考え直さないときっと役に立たないと思うので、ちょっとそれは、

新しい切り口かなと思います。 

 ただ、このトライがとても大事で、私たちもある一定の時間までに必ず間に合うように、

30分置きに会見しようと思うとめちゃくちゃ大変なんです。すごく戦闘力を食います。そ

れから、情報が不完全なのに、ところが完全にしようとすると、発電所の現場に、あれは

どうなっている、これはどうなっていると聞かなきゃいけない。でもそれをやると発電所

が困ります。だから、これをどうやってこなすかというのは、非常に僕らとしては思いの

ある世界でして、多分、僕らと同じようなことを各社の本社も同じ思いをするはずなので、

ちょっとこれは共有して、問題意識として共有できるといいと思って、一応、例としてお
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きたいと思います。 

○更田委員 もう一つ、これはもんじゅではなくて、常陽特有なんですけれども、常陽の

場合はサイト内というか、大洗研究開発センター内にAGF、FMF、MMFがあって、HTTRもあ

って、JMTRもあって、ナトリウムだとか、いろんな人たちがいて、人の出入り管理も発電

所並みとはなかなかいかない。全く要するに関係ない人が一杯いるわけです。場合によっ

ては、大学の人もいるし、大学生もいるし、見学者もいるし、もうこれは原科研にしても

そうですけれども、出入り管理が発電所のわけにはなかなかいかないと。 

 発災したときに、敷地内に一体、誰がどれだけ、どんだけ、どこにいてというのは、非

常につかみにくいので、そういった人たちを速やかに、少なくとも邪魔をしてくれるなと

いうことはもちろんですし、被災しないように誘導して、これはむしろ発電所よりも、研

究開発施設、常陽のような炉の特有な課題だろうと思うんです。もちろん、当然、規模は

違うかもしれないけど、JMTRやJRR3についても同じことだと思うんですけども、今日おい

でいただいているところで言うと、唯一常陽が発災したときに、あまりなじみがない人た

ちを一体どこへ、どう誘導してというところは、今後、訓練の中でもお考えいただきたい

と思います。これは特有の課題だと思いますのでよろしくお願いします。 

 ほかに御質問、御意見はありますか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 最後、ちょっと全体にわたっての議論というものの時間を少しとっているんですけど、

いきなりではないですけど、ちょっとしばらくしたら、今日御報告をいただいた各社さん

に、ほかはどう思うかではなくても結構ですし、自社はどうであったとか、何か感想なり

をおっしゃっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 全体として見れば、幾つも非常に具体的なもの、例えばプラントの状態の今あるカレン

トステータスをどういうふうに表示するか、これはラミネートしたものの上にマジックで

書いていくとか、一覧表をつくってそれを更新していく。どれも同じ問題意識だろうと思

いますけども、これについては、最適化に向けて議論していくいい課題の一つだと思いま

す。 

 それから、テレビ会議システムの使い方、これは、国の規制当局とか自治体も含めてか

もしれませんけど、テレビ会議システムを運用していく上で、ノイズを入れないというの

も一つのポイントですし、コミュニケーションのやり方と情報の共有の問題、それから、

シナリオ、これは、シナリオ型の訓練は習熟の上で十分価値があるとは思いますけれども、
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非シナリオ型の訓練、それも程度がそれぞれあると思いますけども、本当の意味でのブラ

インドテストに向けてどう進めていくか。各プラント、各サイトの特徴をどうその中へ含

めていくかというようなところが議論というか、課題としてあろうかと思います。非シナ

リオ、非提示型の訓練を既にされているところ、ちょっと九州電力さんに詳しく御報告い

ただきましたけども、その上で、非シナリオ型をやる上での難しさというのは、幾つも明

らかになったように思います。全体として何かこれを言っておきたいというのは、安井さ

ん、どうぞ。ほかに。 

○今井事故対処室長補佐 事故対処室の今井でございます。 

 今、更田委員からお話があった中の、カレントステータスのところは本当にこれは大事

なところかなというふうに考えております。今まで発電所とかちょっと現場を確認させて

いただきまして、発電所、それから、本店、当然、我々ERCのところで状況は確認してい

るわけなんですけれども、情報量がやはり圧倒的にまず発電所がこれは多いなというふう

に感じました。その後の本店にいて、その状況から、発電所の状況を加工したものが本店

に流れてきて、さらにそこでスクリーニングを経て、ERC側に情報が流れているという状

況がよく見えて、実は本店さんのほうにちょっとお邪魔させていただくと、いろんないい

情報があって、さらに発電所のほうに行くと、今日も関西電力さんのほうから御紹介があ

りましたけれども、プラントステータスを表に収めたりとか、グラフの形でわかりやすく

するといった取組みを、ほかの事業者さんもどうやら始められているかなというふうに感

じております。 

 これをうまく発電所の情報、集約された情報を、本店側にもうまい状況で共有していた

だく。実はここに、その表が一旦音声情報に変わってしまうところが非常に多いんじゃな

いかなというふうには感じております。そのままエクセルの表か、あるいはハードコピー

とったものがファクスに流れていけばいいんですけれども、パラメーターの値を口頭でお

伝えしたりとか、そういった状況で一旦音声情報に戻ってしまって、また本店のほうで集

約されて表をつくるとかいう状況になっていたかなという気がしております。 

 それをさらにERC側に口頭でお伝えいただいて、例えば、Aポンプがどうなっている、B

ポンプがどうなっている、Cポンプ、次はFDGがどうなっている、GD値がどうなっているか

といった、そういったものが、表であれば一瞬でつながるような話が、常にそこのステー

タスの確認にトラフィックを奪われてしまって、いわゆる全体の情報を俯瞰するというこ

とができないのかなという気がしております。 
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 ある事業所さんは既にそこを改善して、インシデント・コマンド・システムといった言

い方をされているかもしれないんですけれども、いわゆるオンラインの中で情報を共有し

て、例えば、発電所のほうで打った情報が本店側にもそのまま伝わっていくと。ちょっと

残念なのは、まだERC側にそこの情報をうまく共有できていないところがあるので、そこ

は実はテレビ会議システムとか、そういったものを使いながらやっていけば、恐らく発電

所のほとんどの情報、集約された情報がダイレクトに官邸側にも入れられるような方法が

とれるんじゃないかなというふうに考えておりますので、既に何度かもう訓練を一緒にや

らせていただいておりますので、今後、まさに、机上でああだこうだ言うよりも、実は訓

練を1回通して、2回通すと、どんどん表も含めて、進化していくというのが見られていま

すので、今後、訓練を通して、改善を図っていければというふうに考えております。とい

うのが1点でございます。 

 もう一点、今日、ちょっと御紹介の中であまりなかったんですけれども、発電所の訓練

以外に、本店側のバックアップのところが、まさに第15条事象が起こった後に、いわゆる

発電所側で能力が不足して、それを本店側で全面的に支援していくというところの動きが、

東京電力の事故のときにもございましたので、いわゆる資機材を投入していくとか、いわ

ゆるロジスティクスの部分が多く発生する分がありますので、今後、より深刻な事故想定

を踏まえた上での会社全体として、どのように発電所の異常状況を収束していくかという

ものを情報共有のさばき方、それから、ロジスティクスのあり方というものの検討をする

と、よくなっていくんじゃないかなというふうに考えております。すみません、ちょっと

長くなってしまいましたが。 

○安井緊急事態対策監 多分、福島第一原子力発電所の事故の後、原子力発電の安全の世

界は一種シビアアクシデントの時代に入った。この訓練なんかも皆さん、そういうところ

にちょうど入った最初の年なので、それで最もあのときの鮮烈な経験といいますか――で

あるSBOの訓練に大体皆さん同じものをやっておられて、一番最初、だからそれ自身は仕

方がないと思うんですけども、やっぱりシビアアクシデントというのは、終わりも果てと

いうんですか、外縁がはっきりしない、あるいはどんどん広がっていくし、それから、実

態も完全にはつかめないだろうと思われる、いわば非常に今までの徹底論的なデザインベ

ースの世界を突破した世界でありますので、やっぱり情報共有のあり方から始まって、プ

レスも含めて、すごくいろいろこれからお互いが学び合う分野が相当あるんじゃないか。

1社だけで全部やり切るのには相当時間がかかるだろうと。 
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 それから、シビアアクシデントのシナリオも、いろんなパターンがありますので、ちょ

っと今年はたまたま同じものが皆さん並んでいましたけれども、できれば来年、こういう

機会があるときには、いろいろ違うパターンをやって、お互いが情報交換できるようにな

るといいんじゃないかなとは思います。私どもとしては、これはちょっと非常に初めての

取組みなので、どのくらい各社さんにとって意味があるものなのか、もちろん事業者の中

でもある程度情報交換が行われていると思うんですけれども、こういう場の持ち方がどの

くらい意味があるのかなというのは、実はちょっと伺ってみたいと思っていまして、今日

はちょっとあんまり遠慮なく、こういう場の評価について、ちょっとこの後、一巡、皆さ

んから御意見がもらえればいいなと私は思うんですが、いかがでございましょうか。 

○更田委員 そうですね。率直に言うと、時間がもったいないのでやめてくれというので

も結構ですし、もっとこういうやり方をしたほうがましであるというようなことを率直に

おっしゃっていただければと思いますけども。よろしければ、どうしましょう。順番でも

よろしいですか。それとも、発表順でよろしければ。 

○北海道電力株式会社（新谷） それでは、北海道電力、新谷です。 

 こういう場ということになりますと、御承知かもしれませんけれども、JANSIさん主催

で、2日間で各電力一堂に集まりまして、この防災訓練について各社発表して、それぞれ

意見交換という場もあります。 

 また、今日は逆に言うと、私どもにとっては、規制庁さんがこの訓練に対して、どうい

うところに着目しているか、今日のテレビ会議システム、広報プレスいろいろありますけ

ども、事実、そういうところは実際におきますと、自治体さんの訓練で、一緒にオフサイ

トセンターでまた訓練もやりますけれども、事前にこういう場で何が今、問題なんだとい

うところは実際にあってもよろしいかなと。それは、JANSIさんの場で一緒にあってもい

いのか、そこはいろいろな形態があるでしょうけど、こういうものは確かに我々も気にし

ているところ、実際に規制庁さんがテレビ会議にどのような場面にどう入ってくるのか、

またプレスのときはどうするのか。また、当社は本店は札幌ですので、東京から札幌まで

は多分、厳冬期、冬の間は相当時間がかかるというところもあるでしょうし、その間どう

しましょうかということ、そういうものをやっぱりここどこかの断面で詰めていかなけれ

ばならないので、そういう意味では一つ窓口、事故対処室さん中心に、そこはちょっとい

ろいろ御検討、それから我々とも調整させていただければなと、そういう機会のとり方と

してはよろしいかなとは思いますけど。 
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○更田委員 ありがとうございます。 

 重大事故対策、いわゆるシビアアクシデントの設備等々が規制の要求になった時点で、

もう許可や認可と、それから防災とが一連のものになってきていて、ですから、皆さん、

もう御承知のように、IAEAに沿って言えば、4層と5層というのは、それぞれやっぱり4層

について考えてきていて、その結果に従って、じゃあ、どういう、もちろんそれぞれ独立

性という問題はあるけれども、別個のものではなくて、考えていかなきゃいけないので、

これはやっぱり規制当局は、それぞれがサイト内での重大事故対策、今日の場合はサイト

前のことをやっているわけではありませんので、一種重大事故対策の中の訓練としてに対

しては、強い関心を持って関与していかなければならないのはもちろんのことなんですが、

一方、先ほど、非常にわかりやすい例で言うと、テレビ会議等々で一番強力なノイズを発

信するおそれがあるのは規制当局であって、要するに規制当局が何か言ってきたら、無視

はできないだろうけども、つまり最も邪魔な存在になる可能性だって秘めているので、こ

れはやっぱりあらかじめきちんとコミュニケーションを図っておく必要があるし、それか

らやっぱりその場に立ったときに、初めましてというよりはやっぱり知っている顔は、や

っているほうは間違いなく双方にとっていいはずなので、これはやはりコミュニケーショ

ンは嫌でもとらせていただきたいと思っております。 

 JANSIのほうでされている、そこにまた私たちが出張っていくのがいいかどうかは、こ

れはちょっと首をひねるところで、やはりJANSIは事業者としての自主として、産業界へ

の自主的活動として、安全性の向上をきちんと見ていくという意味では、NRCとINPOの間

でも盛んにやりとりはありますけども、決してINPOの活動にNRCが出張っていくことはな

いと承知していますので、そういう意味では、これは個別にJANSIとも相談をさせてもら

いますけれども、一緒にやる活動もあっていいだろうし、それぞれ別個にやる活動があっ

ていい、これは当たり前のことですけども、ということだろうと思います。 

 ただ、別々にやることで、あまりにそれが各事業者にとって負担になるということであ

ったら、より役割分担を考えるとか、そういった整理はしていきたいと思います。ありが

とうございました。 

 次は、関電ですね。 

○関西電力株式会社（吉原） 関西電力の吉原です。 

 本日のこのような機会をいただいたことは、北海道電力さんと同じように、規制庁さん

とコミュニケーションをとらせていただくということは実際の、もし防災ということにな
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れば、お互いの考えをよく知っているという点で非常に有意義だというふうに感じており

ます。 

 事業者間の情報共有というのはもちろん、こういった場でなくても十分できるわけです

けども、やはり最初にございましたように、現場の訓練を見に行くというのは、百聞は一

見にしかずということだと思いまして、特に、震災以降新たな設備を出されておられるし、

複数プラント同時発災という訓練であるとか、今日、御紹介にありましたシナリオ非提示

型訓練などもやっておられるということで、やっぱりそういったところ、現地に行って、

やっぱり見て、それで持ち帰るということがお互いに能力を高めていく上で必要なのかな

というふうに感じました。今度、また九州さんであるところにも見せていただきに行ける

ということですので、そういった機会を捉えて、我々としてもブラッシュアップしていき

たいというふうに考えます。 

○更田委員 ありがとうございました。本当言うと、これは実はスペースさえあれば、B

各社やその他の原子力施設の人にとってもとは思ったんですけど、ちょっと今日はP、そ

れからJAに限らせていただきましたけれども、人のふりを見るのは非常に役に立つと思い

ますし、私たちもできるだけコミットできればと思います。 

 四国電力さん。 

○四国電力株式会社（谷川） 四国電力の谷川でございます。 

 本日は、本委員会を持たせていただきまして、先ほどの2社と同じように、非常に私も

参考になりました。いろいろJANSIさんとの情報共有、いわば担当者と実務責任者に任せ

ていたわけですけど、いろいろ考えさせられるところがありましたので、よく考えてみた

いと思っています。 

 今年度の訓練として、来週、私ども予定しておりますが、それには若干、区のほうから

は来ていただけると、いろいろまた御指導もいただけるということでよろしくお願いしま

すが、その他のところ、今日の議論も直接入れて、計画を見直すというのはちょっと時間

的には難しいと思いますが、来週の訓練は、我々としては、いろいろ今、国の御意見を聞

いて進めております安全対策、これを最新のものをベースにして、事態としてはBRA、

我々は今、BRA上、察知している一番確率が高いところはSBR、RCPCが、昼間から起こると

いうものが一番高いと。それに対する安全対策もいろいろ考えているということで、その

シナリオを成立させるということで、要素は全て訓練は済みましたけど、総合的にやって

みた場合にどうなるかというような観点からやってみようということで考えています。そ
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れが終わった後、いわゆるシナリオの非提示型のものを入れると、指揮者がどういう形で

動けるかとか、このあたりも少し考えてみたいと思います。 

 ちょっと話が長くなりますが、当直の運転員の訓練をしているわけですけど、その訓練

はまずはきっちり事態がマニュアルどおり正確にできるかというものをまずやります。そ

れをやった後に、ブラインドでいろんなものを入れてするときに正しく判断できるか、そ

れから、その判断したことを組織として共有できるかとか、事態を、少しおかしい事態が

プラスになったときに、どれくらい遅れずに察知できるだとか、そういう少し違った形の

訓練をずっとやっているわけです。そういう部分も確かに大事だと思いますので、そうい

うようなものを少し意識して、シナリオを見せない人たちが、どう判断していって、どこ

がわかりにくいかとか言うようなことも含めて、考えてみたいと思っています。 

 そのほか、それぞれの個別をよくする方法、データの更新をどういうふうに見やすくし

て、情報共有できるかとか、そういうたぐいの問題も、個別でいろいろ考えていけると思

いますので、それはそれでまた他社さんの良好事例も参考にさせていただきながら、いい

ものにしていきたいと思っています。 

 以上でございます。 

○更田委員 ありがとうございました。 

 来週火曜日でしたか。こちらからも参加を、誰が行くかというのはちょっと検討してお

りますけども、よろしくお願いいたします。 

 九州電力さん。 

○九州電力株式会社（豊嶋） 九州電力の豊嶋でございます。 

 本当に今日はこういった機会を設けていただきまして、ありがとうございました。初め

ての報告会ということで、我々もどういったところから平成24年度の訓練の課題というの

を出していけばいいかというのをいろいろ悩んだところではございますけれども、まずは

テレビ会議の使い方、情報の共有のあり方、そして、今後ともこういったシナリオレスの

訓練に対して、ワンステップ、ワンステップ、またブラッシュアップしていきたいなとい

うふうに思っています。まだまだ発展途中だというふうに考えております。 

 それから、他電力のやはりいろんな工夫というものが見られて、非常に貴重な情報をい

ただいたかなというふうに思っています。例えば、即応センターへの三菱さんの派遣とか、

またプレスの訓練とか、そういったものも、我々も若干はやってございますけども、そう

いったあり方についてもまとまった情報共有させていただいて、生かしていきたいなとい
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うふうに思っています。 

 また、本店側の支援ということもございましたけども、我々の中でも本店側の支援とい

うのはどういったものであるべきなのか、ロジスティクスも含めて、そういったものもや

はり悩ましいところでもございます。後方支援施設等でどういった形でやればいいかとい

うのを今回、国の防災訓練のときにも少しやらせてはいただきますけども、九州電力独自

の形でちょっとやらせていただきたいというふうに思っております。今日は本当にありが

というございました。 

 以上でございます。 

○更田委員 どうもありがとうございました。 

 テレビ会議、それから、シナリオレス訓練、さらには他社のほうから、メーカー協力の

あり方、対プレス訓練も、特に対プレス訓練やテレビ会議については、これは私たちの問

題でもありますので、その点についてはいい御指摘をいただいたと思っていますので、私

たちも考えていきたいと思います。ありがとうございます。 

 日本原電、お願いします。 

○日本原子力発電株式会社（竹野） 原電の竹野と申します。 

 先ほどの報告会は冒頭でも申しましたけども、今回の報告会を開いていただいて、他電

力さんの防災訓練の悩みとか、あと困っていることとか、今後、考えることだとかいうふ

うなことを聞かせていただいて、非常に有意義だったと思っています。 

 特に、先ほどずっと話がありましたとおり、情報共有をどうやってやっていくかという

のがちょっと我々も非常に悩んでいるところで、ツールの開発も含めて、どういう形でや

っていくかいうのを検討している状況ですので、ぜひ情報交換しながら進めていきたいと

いうふうに考えております。 

 それから、もう一つ、当社が今、考えているのが、例えば福島のような事故、あるいは

それを超えるような事故、こういったことが起きたときに、本当に対応できるのかと、原

電の人間で。対応できる人間は、例えば、誰が対応できるのか、それを今の中である程度

明確にして、必要であれば、そういったことに対応するような人を教育をしたりしながら、

対応できる人を増やしていくというようなこととか、あと、いわゆる非常時における体制、

現在のようなこういう今までにやっていたような、例えば本部長に情報を集約するような

形の体制でいいのかどうかというようなことも含めて、今、社内で検討している状況です。 

 質疑等も含めて、こういう場を設けていただいたことに対しては非常に感謝しておりま
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す。 

 以上です。 

○更田委員 ありがとうございました。 

 2つ目におっしゃったことは、私たちにとっても全く共通の問題で、結局、緊急時、本

当の緊急時になったら、もうハードウエアは使いたいものは何でも使う。それは人も同じ

なんですけども、それをポストで動いてうまくいかないだろうというのは容易に想像され

るところで、まさに一F事故のときに、政府のほうであっても、当時の規制当局内であっ

ても、実際は全然関係ない部署から人を引っ張ってきて対応したというようなことが見ら

れたわけであって、そういう意味では、どこまでそれが事前に補足できるかどうかわかり

ませんけれども、ポストや職位にかかわらず、使える人というと表現としてはふさわしく

ないかもしれないですけど、ただ通常時に役に立つ人と、修羅場で役に立つ人というのは

往々にして違うことがあるので、これは決してその人評価そのものではないと思うんです

けども、そういう異常なときにこそ役に立つ人というのを押さえておいて、特定しておく

というのがこれは今、実際、私たちの規制当局の中で、修羅場に強いタイプと、ふだんは

穴があいているけども修羅場に強いタイプをなるべく押さえようとしていますので、非常

に重要な御指摘だと思います。ありがとうございました。 

 最後になりましたが、日本原子力研究開発機構、お願いします。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（山崎） 原子力研究開発機構の山崎と申します。 

 今回、このような場を設定していただきまして、本当にありがとうございます。 

 私どもは、電力さんとちょっと離れた位置におりますので、なかなか電力さんとこうい

った機会を持つという機会が少ないですから、こういう機会をぜひ利用させていただいて、

我々はいつも電力に一歩遅れるというのが現実ですので、そういうことのためにも、やっ

ぱりこういう機会の中でいろんな情報をいただいて、我々の業務等に反映させていただき

たいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。 

○更田委員 ありがとうございました。 

 次世代原子炉をやっておられるので、この面でも前を進んでいただければと思いますけ

どよろしくお願いします。 

 ほかに全体にわたって御意見があれば、いかがでしょうか、よろしいですか。 

 それでは、ちょっと時間が遅れてしまって申し訳ありません。どうもありがとうござ

いました。                                以上 


