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原子力事業者防災訓練報告会 

第４回会合 

議事録 

 

１．日 時 平成２６年９月１２日（金）１０：３１～１７：３１ 

 

２．場 所 原子力規制委員会 １３階会議室Ａ 

 

３．出席者 

 原子力規制委員会 

  更田 豊志  委員 

 

 原子力規制庁 

  安井 正也  緊急事態対策監 

  平野 雅司  技術総括審議官 

  山本 哲也  審議官 

  大村 哲臣  審議官 

  梶本 光廣  技術基盤グループ 安全技術管理官（シビアアクシデント担当） 

  赤堀 猛   技術基盤グループ 安全技術管理官（シビアアクシデント担当）付 

         上席技術研究調査官（防災）   

  武山 松次  放射線防護対策部 原子力防災政策課 事故対処室長 

  今井 俊博  放射線防護対策部 原子力防災政策課 

オンサイト緊急時対応推進チーム長 

  水野 大   放射線防護対策部 原子力防災政策課 

オンサイト緊急時対応推進チーム 原子力防災専門官 

   

 独立行政法人日本原子力研究開発機構 安全研究センター 

  渡邉 憲夫  規制情報分析室長 

   

 北海道電力株式会社 
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  槙 信弘   執行役員 原子力部長 

  新谷 秀樹  泊発電所 次長 

   

 東北電力株式会社 

  櫻庭 達幸  火力原子力本部 原子力部 副部長 

  小笠原 和徳 火力原子力本部 原子力部 原子力運営課長 

   

 東京電力株式会社 

  五十嵐 信二 原子力運営管理部長 

  竹内 征   原子力運営管理部 防災安全Ｇ 副長 

   

 中部電力株式会社 

  後藤 晃   原子力部 業務Ｇ 部長 

  高橋 健治  浜岡原子力発電所 危機管理部 防災課 副長 

 

 北陸電力株式会社 

  高橋 敏彦  原子力本部 原子力部長 

  大久保 宏明 原子力本部 原子力部 原子力防災チーム（副課長） 

 

 関西電力株式会社 

  浦田 茂   原子力事業本部 原子力安全部門 原子力安全部長 

  古田 泰   原子力事業本部 原子力安全部門 危機管理グループ 

チーフマネジャー 

 

 中国電力株式会社 

  岩崎 昭正  電源事業本部 部長（原子力管理） 

  谷浦 亘   島根原子力発電所 技術部 部長 

 

 四国電力株式会社 

  西岡 正道  原子力本部 原子力部 運営グループリーダー 
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  増田 啓介  原子力本部 伊方発電所 安全管理部 安全技術課長 

 

 九州電力株式会社 

  豊嶋 直幸  発電本部（原子力管理）部長 

  河津 裕二  発電本部 放射線安全グループ 課長 

 

 日本原子力発電株式会社 

  石坂 善弘  執行役員 発電管理室長 

  小倉 一知  発電管理室 警備・防災ＧＭ 

 

 日本原燃株式会社 

  田中 泉   安全本部 安全統括部長 

  附田 勇   再処理事業部 防災管理部 防災管理課長 

 

 独立行政法人日本原子力研究開発機構 

  青木 義一  核燃料サイクル工学研究所 保安管理部長 

  堀内 信治  核燃料サイクル工学研究所 保安管理部 危機管理課長代理 

 

 一般社団法人原子力安全推進協会 

  本田 一明  執行役員 プラント運営支援部長 

  高井 睦夫  プラント運営支援部 部長 

 

４．議 題 

  議題１ 原子規制庁における原子力事業者防災訓練に対する取組状況について 

  議題２ 原子力事業者における前年度原子力事業者防災訓練報告会での課題に対する 

取組状況について 

  議題３ その他 

 

５．配布資料 

  資料１（原子力規制庁） 事業者防災訓練を踏まえた新たな課題について 
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  資料２－１（東京電力） ブラインド訓練の取り組み 

  資料２－１（中国電力） ブラインド型訓練の実施について 

  資料２－２（北海道電力）訓練シナリオのバリエーションについて 

  資料２－３（九州電力） 事業者間における原子力防災訓練の経験や教訓の共有につ

いて 

  資料２－４（日本原燃） 異種施設が同時発災する想定での訓練について 

  資料２－５（ＪＡＥＡ） 核燃料サイクル工学研究所に係る緊急時における原子力事

業所間の連携協力について 

  資料２－５（関西電力） 平成26年度全社原子力総合防災訓練における若狭三事業者

の支援連携訓練について 

  資料２－６（東北電力） 原子力防災訓練の課題に対する対応状況 プレス対応およ

び情報共有方法について 

  資料２－６（北陸電力） 原子力防災訓練の課題に対する対応状況（情報共有に係る

取り組みについて） 

  資料２－６（四国電力） 平成26年度総合訓練を踏まえた情報共有に関する改善活動

について 

  資料２－７（中部電力） 訓練効果確認の指標の設定について（訓練評価方法の改

善） 

  資料２－７（原電）   訓練効果確認指標への中長期的視点の反映について 

  参考          訓練報告会の結果報告（平成24年度に原子力事業者が実施

した訓練結果の評価（案）） 

              （平成26年1月15日 原子力規制委員会資料） 

 

議事 

○更田委員 それでは、第4回原子力事業者防災訓練報告会を開催いたします。 

 本報告会、昨年度に引き続いて、事業者のほうでされている防災訓練について議論を行

うというのが目的ですけど、いわゆる規制ではなくて、規制当局と事業者と一緒になって、

訓練について議論をしましょうという機会であります。 

 事業者のPDCAサイクルが回っているかどうか、それから、私たちの知識も含めて、実効

的な訓練を目指して議論を進めていこうと思います。 
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 訓練結果の報告等は、原子力規制委員会において、原子力規制庁のほうから報告がなさ

れていますけれども、平成25年度、平成26年度、これまでに行われてきた訓練の結果をも

とに、それを個々に御報告いただいて、議論を進めていこうと思っています。 

 昨年度の訓練報告会、BWR、PWRそれぞれグループに分かれて3回開催していますけども、

今回は、実用炉と再処理施設を有する事業者の方にお集まりいただいてという形にしてお

ります。 

 また、今後、事業者防災訓練の実施結果の個別の評価について、原子力規制庁職員によ

る現場確認に基づく評価案というものを作成して、原子力規制委員会に諮るという方法を

検討をしています。これやり方については、まだまだこれから議論のあるところですけど

も、評価案を作成する段階では、原子力規制庁と事業者間で事実確認等々、誤認がないよ

うに面談等を進めていきたいというふうに考えています。 

 それでは、早速ですけれども、出席の方々の紹介等はちょっと省かせていただきますけ

ども、早速ですけども、配布資料の確認等々、事務局のほうから進めてもらいます。 

○今井チーム長 原子力規制庁オンサイト緊急時対応推進チーム長の今井でございます。 

 先ほど、更田委員から御説明がありましたとおり、まずは、我々から、事業者防災訓練

に参加させていただいて、プレーヤー、もしくは評価者としての立場で参加してきたわけ

なんですけれども、その取組状況を報告させていただいた後に、各原子力事業者のほうか

ら、昨年度の原子力規制委員会の評価結果に対する取組状況や問題提起などに対する報告

をしていただきたいというふうに考えております。 

 資料ですけれども、1枚目に、座席表を配付させていただいております。それから、資

料2-1から資料2-7が、各原子力事業者からの報告資料となります。 

 御確認いただければと思います。一つのテーマに対して、複数事業者がございますので、

同じ資料番号とさせていただいておりますが、それぞれの電力あるいは事業者のお名前が

書いてありますので、それでもって識別させていただければというふうに考えております。 

 それから、進め方ですけれども、1事業者、10分間のプレゼンということで御説明いた

だいて、例えば、資料2-1のプレゼンでしたら、まず東京電力が説明した後、中国電力が

説明し、10分・10分の合計で20分御説明いただいた後、20分の意見交換ということで。そ

れから、1テーマに三つの電力がいる場合には、30分間、最初10分・10分・10分で御説明

いただいた後に、合計で30分の意見交換をするといった形で進めさせていただきたいと思

っております。 
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 それから、訓練報告会の最後に、総括の議論を予定しております。また、御発言の際に

は、議事録を作成する等もございまして、恐縮ですけども、所属とお名前を言ってから御

発言をお願いしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○更田委員 それでは、早速ですけど、まず原子力規制庁のほうから、事業者防災訓練を

踏まえた新たな課題について、10分間で報告をしてもらいます。 

 報告後、議論を進めてまいりますけれども、冒頭申し上げたように、いわゆる規制の一

環ではありませんし、この訓練報告会の趣旨が、皆さんから活発な意見をいただくのが目

的ですので、報告の後、がんがん意見を言うつもりで報告を聞いていただきたいと思いま

す。 

 それでは、資料1に基づいて、今井さんから報告をしてください。 

○今井チーム長 それでは、資料1に基づきまして御説明したいと思います。 

 更田委員からお話があったとおり、我々としてこういうふうに考えていますというとこ

ろを御説明させていただきたいと思いますので、その後、「いやこれは違いますよ」、「こ

れはこういうふうな考え方がありますよ」とか、そういった御意見を、ぜひ活発に議論を

させていただきたいというふうに考えております。 

 今日の議題ですけれども、項目を挙げさせていただいておりますが、大きく分けて三つ

あるというふうに考えております。 

 まず、我々が、事業者防災訓練に対してプレーヤー、もしくは評価の試みとして今まで

参加させていただいた実績を御説明し、2点目に、事業者防災訓練の改善と課題というの

が、我々今こういうふうに感じていますというものを御説明させていただきます。 

 3点目は、防災訓練に対する我々との間の連携、いわゆる情報の共有とか、そういった

ものに対して我々として感じたことを御説明したいというふうに考えております。 

 まず1点目ですけれども、原子力規制庁の事業者防災訓練の参加実績ということで、平

成25年4月1日～26年9月11日に、実用炉と再処理の事業者防災訓練については、29回行わ

れております。これは国の総合訓練とか、そういったものはなしで、事業者が自主的に事

業者防災業務計画に則って訓練を行った結果に対する29回という数字になってございます。 

 これに対して我々、原子力規制庁、ERCのほうから、事業者の情報を受けるとか、こち

らから質問をして回答をするといった、いわゆる我々が参加する形の訓練というのが19回

行いました。これは、震災前にあまりそういった取組はありませんでしたけれども、震災
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後、我々のほうで、やはり連携のところが重要というふうに考えておりまして、積極的に

防災訓練のほうに我々のほうから参加をさせていただいた結果でございます。 

 そのうち即応センター、いわゆる電力本店あるいは事業本部がきちんと立ち上がって、

防災訓練の中で位置づけられている場合には、我々の職員を派遣させていただいて、即応

センターとしての活動に参加したものがございました。これが6回です。今後も事業者防

災訓練というのは行われるというふうに考えておりますので、我々としても、ぜひプレー

ヤーとして参加させていただいて、防災対応時の強化ということで、今後とも続けたいと

いうふうに考えております。 

 2点目ですけれども、まず事業者防災訓練に対する改善と課題ということで、まず改善

点として、我々感じているところは、発電所を中心とした要素訓練というものは、基本的

に充実してきているなと。時間内に、ポンプを立ち上げて、それから、接続をするとか、

発電機とかいったものも、それをきちんと設置をして、電力を供給するといった要素訓練

というのは、徐々に充実してきているのかなと、こういうふうに感じております。 

 それから、2点目ですけれども、昨年我々の訓練報告会のほうでもお話のありました、

いわゆるブラインド訓練、我々はシナリオ非提示型というふうに書かせていただいており

ますけれども、そういった訓練の取組が徐々に進んでいるというふうに考えております。 

 ちょっと次のページを見ていただくと、必ずしもブラインド訓練が至上主義というわけ

ではないとは思うんですけれども、昨今の訓練の中で大きな取組の変化ということで紹介

をさせていただいております。 

 四つフェーズがあると思いますけれども、即応センターと発電所とそれぞれ軸を設けさ

せていただきましたが、以前は発電所を中心としたシナリオ提示型の訓練というのが主な

防災訓練の実施ということだったというふうに考えております。 

 これに対して、徐々に本店とか、事業本部といったものが、即応センターとして加わっ

て、それがだんだん習熟してくると、発電所側のシナリオ非提示型、ブラインド型訓練と

いうのが入ってきて、これがさらに習熟してくると、本店、事業本部も含めて、ブライン

ド、非シナリオ提示型の訓練ということで、その習熟度に応じてこういった段階を経てい

るというふうに考えております。 

 その訓練の中で、オフサイト対応、それからプレス対応というものが入ってきますので、

こういったものが追加されて訓練の実施がされているという傾向が見られているかという

ふうに考えております。 
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 上下の記載ですけれども、シナリオ非提示型、ここを紹介しますと、下側が発電所、上

側が即応センター（の訓練形式の記載）ということになります。最初は、発電所と即応セ

ンターがシナリオ提示型だったものが、次には、発電所がシナリオ非提示型、即応センタ

ーがシナリオ提示型、それから、昨今ですと、幾つかの事業者の中で両方ともシナリオ非

提示型ということで訓練が進んでいるといった絵になります。 

 ちょっともとに戻っていただいて、昨年もピアレビューといった、何かそういった話を

させていただいておりますけども、他事業者が、防災訓練にお互いに情報共有、あるいは

どんな訓練をやっているかというものを視察に行ったり、それから受け入れをするといっ

たところが幾つかの事業者で見られているかというふうに考えております。 

 そういった取組を通して、せっかく幾つかの事業者があるので、それぞれがやった訓練

に対する改善点とか、取組を共有するということは、徐々に能力を上げていく上では、非

常に有効かというふうに考えておりますので、そういった取組が徐々に進まれることが望

ましいというふうに考えております。 

 それから、シナリオの多様化の試みということで、試みなんですけれども、基本的には、

SBO（ステーション・ブラック・アウト）を中心とした訓練が今の主なシナリオになって

いるんですけれども、それ以外にも、別の事象を発生させて、それに対する防災訓練を行

うといった取組を進められているところが徐々に見られているかというふうに考えており

ます。 

 それから、5点目ですけれども、経営層の方が防災訓練に参加することの重要性の認識

ということで、以前は発言要領が目の前にあって、それを読み上げて訓練をするといった

ところがございましたけれども、まさに能動的に経営層の方、副社長の方、社長の方が、

これはどうなっているんだ、あれはどうなっているんだ、これはこうすべきじゃないかと

いう発言をされていて、まさにトップダウンの形での防災訓練への関与というのが見られ

ているかなというふうに感じております。 

 一方で、課題のほうなんですけれども、防災訓練を毎年1回もしくは2回ということで、

総合防災訓練をされるわけなんですけれども、そのときの目的は、基本的には習熟訓練が

多いわけなんですけども、対応能力を向上させていく上で、ぜひ中期計画、もう少し長い

スパンに則って、目指す方向を示す必要があるんじゃないかなというふうに考えておりま

す。毎年同じ訓練をするというよりは、今年はこの対応能力をもっと向上させるためにこ

ういった訓練をする。来年は、例えば、ブラインド型訓練じゃなくて、習熟訓練を中心と
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した訓練なんだけれども、例えば、オフサイト対応を中心とした訓練をするとかいった、

そういった全体をもう少し包括的に対応能力を向上させるための訓練というのを行うため

に、中期計画というのが必要じゃないかなというふうに考えております。 

 それから、先ほど試みと申し上げましたけれども、多様化が引き続き重要じゃないかな

と、いわゆる、いつも全交流電源損失（SBO）を想定した訓練ですと、毎回やっていくと、

まあそろそろ電源が止まって、次また原災法10条、15条と行くなという、そのシーケンス

が見えちゃうと、緊張感が失われる可能性があるので、ほかのシナリオというものも開発

して、それを実施するためには、どうしたらいいかというのを考える必要があろうかとい

うふうに考えております。 

 それから、防災基本計画等に定められております原子力防災資機材データベースの整理

等、そのデータベースを使用した訓練の実施ということで、今発電所にある設備以外に、

もっと大きな災害とかいう状況になった場合に、そのときの対応するための資機材をあら

かじめ検討して、データベースということで持っておく必要があろうかというふうに考え

ております。 

 こういった三つの課題が、大きく分けてあろうかというふうに考えております。 

 一方で、検討課題、これは例としてちょっと挙げさせていただきたいと思いますけれど

も、これも三つあるかなというふうに思っております。 

 重大事故発生以降の事態収束訓練の実施ということで、原災法15条事象が発生して、も

っともっとそれが継続したときの事後対応訓練というものをどう行っていくかと。つまり

いろいろなものが壊れている、あるいは使えないといったときに、訓練を行う。その場合

には、実際にはデバイスとか、設備がないわけなので、どう対応するかというのは非常に

難しいんですけれども、例えば、机上訓練で行うとか、このような状況になったらこんな

方法が考えられるとか、そういったことができるんじゃないかなというふうに考えており

ます。 

 それから、模擬の訓練を模擬ではなく実際に実行する訓練、これはなかなか難しいんで

すけれども、模擬じゃなくて、本当に配管の接続を変えちゃったりすると、実は施設その

ものに対する影響が出てきちゃいますので、それは安全上、本当にそちらのほうが安全か

というのは、やはり議論があるところかなというふうに考えております。 

 そういったところを実際の場になったら、本当はつなげられなかったりするということ

が、やはりあるので、そこのリアリティーをどう持たせるかというのは、なかなか課題か
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なというふうに考えております。 

 それから、誤って与えられる情報への対応訓練。基本的に訓練は、シナリオの方向性が

決まっていて、コントローラーの方が、大変御苦労されて、プレーヤーの方がいろんな反

応することに対して、ある一つの目的というか、事象の最後に向かってコントロールして

いくわけなんですけれども、実際は、例えば、災害時は、必ずしも情報が正確に与えられ

るわけではなくて、とんでもなくストイックな情報が入ってくるわけなんですけども、マ

ルファンクションというふうに言われる方がいらっしゃるかと思いますが、そういったも

のに対する対応訓練というのをどうやっていくのかと。あんまり外乱を与え過ぎちゃうと、

かえって訓練として成立しなくなってしまう可能性があるので、ここをいわゆる対応能力

の検証をするために、どこまでやるかどうかというのは、実際、訓練を重ねていく中で考

えていく必要があろうかというふうに考えております。 

 それから、オフサイトを対象とした訓練におけるシナリオ非提示要素の導入ということ

で、基本的にオフサイトの訓練が入ってくると、今日は、例えば住民の方々の屋内退避は

このエリアだというふうに決まっていたりとか、原災法10条、15条は、何時ごろに発生し

て、それに対してどう対応とるかというのが、いわゆるオフサイトとの関係でリジッドに

決まってしまう可能性があります。そのときに、オンサイトのほうで、いわゆる対応を変

わってしまうと、例えば、10時に屋内退避の指示が出るところが、例えば11時になったり

とか、いわゆるオフサイト側に対する影響も出てきてしまうので、これはなかなか訓練を

実施するときに、難しいかなというふうに考えております。 

 まず一つには、オンサイトはオンサイトでやる、オフサイトはオフサイトでやるという

のも一つの方法かなと思うんですけれども、オフサイトの訓練をやっている最中に、オン

サイト側でもできることがないかと。ある発電所は、その辺、工夫されて、時間が決まっ

ているにしても、その中で、やれることがないかというものを発電所長の方がいろいろ考

えられて、空白の時間等々オフサイトの訓練が出てくるわけなんですけれども、そこに少

し指示を与えるなどの工夫されていたことがあるので、そういったところの要素の導入と

いうのができるんじゃないかなというふうに考えております。 

 一方で、大きな題目の2点目ですけれども、我々との連携に係る訓練の改善と課題とい

うこと、まず改善点は、これは手前みそになってしまうかもしれないんですけれども、事

業者防災訓練に我々が参加して、場合によっては、事業者にとっては、我々は外乱になる

わけなんですけれども、これはどういう状況になっているんだ、あれはどうなっているん
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だというのを問い合わせをさせていただいて、我々としては、その情報を引き出して、ま

とめて、例えば、原子力規制委員長に御説明するような資料をつくるといったことを現在

は改善点として集めさせていただいております。 

 一方で、課題ですけれども、訓練を何度かやっていますが、テレビ会議システムという

のが、今回導入されて、運用を行っているわけなんですけれども、運用の仕方に少し課題

があるかなというふうに考えております。 

 訓練であることがわかっているので、我々に対する対応の方が組織の代表としてきちん

と御説明されているのかなと、例えば、原災法10条になりましたということなんですけれ

ども、多分本当に深刻な状況ですと、本当に原災法10条として伝えていいかどうかという

のは、とても悩むところではあろうかと思うんですけれども、それに対して「本当に10条

なんですか」というと、「ええ、10条です」という、リアリティがない形での“訓練実施

をするための訓練”になってしまっているんじゃないかなというふうに考えております。 

 それから、2点目、これ次はスライドで説明しますので、飛ばさせていただいて、後は

インターフェースなんですけれども、現在、ERSS（緊急時対策支援システム）というもの

を我々使って、発電所の状況を確認させていただいているわけなんですが、一方で、事業

者のほうは、SPDS（緊急時運転パラメータ伝送システム）といった別システムを使われて

います。 

 これは防災対応のときに、お互いに別々のものを見ながら、この情報共有をするという

のは、なかなか難しい、あるいはミスリードしてしまうことがあるので、例えば、原子炉

水位の数字を見るときに、狭帯域なのか、広帯域なのか、それぞれ見ているものが違うと、

これは間違ってしまうことがあって、実際訓練の中でもそういったことがございました。

ぜひそこのミスリードを少なくするために、なるべく共通のインターフェースを利用する

方法がないかというのは、模索していく必要があろうかというふうに考えております。 

 先ほど、残したところですけれども、原子力規制庁と即応センター間の情報共有という

ことで、今大きく分けて二つのタイプかなと。必ずしも二つの状況にはっきり分かれるわ

けではないんですけれども、三つプレーヤーがいて、発電所、それから本店・事業本部、

それから原子力規制庁というところでそれぞれ情報共有をするときに、事業者のほうもテ

レビ会議システムを持っていて、事業者の中で閉じているテレビ会議システム、それから

原子力規制庁のほうが持っていて、事業者ともつなげられる、統合防災ネットワークと言

われるネットワークの中にあるテレビ会議システムがあるわけなんですけれども、二つタ
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イプがあって、特に本店の対応のときに、一つの部屋の中で、社内のテレビ会議システム

を使い、それから、我々との情報共有も行うと。これはそこに経営層の方、役員の方たち

もいらっしゃるので、ERCと事業者幹部が、直接意見を交換できて、情報を共有できると

いうメリットがございます。 

 一方、我々が質問、問いかけをずっとしていると、事業者の幹部の方は、そちらに集中

してしまう可能性があって、こちらの分離型ですと、社内の情報共有というのは、こちら

で行われて、原子力規制庁、我々に対する対応の方は、こっちのまた別室であったり、あ

るいは少し離れた場所に設けられていることがございます。 

 この場合は、事業者幹部の方は、プラントの事故収束活動に集中ができると、こういっ

たメリットがあって、我々としてもどちらの方法が本当にいいかどうかというのは、少し

悩んでいるというか、考えているところでございます。 

 今日、意見交換の中で、もしそちらでお考えになっていることがあったら、ぜひコメン

トをいただけるとよろしいかなというふうに考えております。 

 最後にですけれども、これは一般的なお話をさせていただきますが、事業者防災訓練の

目的は何かということで、一つコメントをさせていただければというふうに考えておりま

す。 

 基本的には、プロセスの習熟確認のためとか、対応能力を評価すると、それぞれが防災

訓練の目的というのはあるかと思うんですけれども、先日、JANSI（一般社団法人原子力

安全推進協会）の発表会に参加させていただいたときに、恐らく、関西電力だったかと思

うんですけれども、この言葉を御紹介されていたかと思います。IAEAのドキュメントの中

に、訓練は対応の完璧さを実証する機会とみなすべきではないと。よい訓練というのは、

必ずしも全てがうまく運ぶ訓練を言うのではなくて、むしろ多くのよい教訓が特定される

訓練であると。ともすれば、デモンストレーション的に、我々はこんなにできているんだ

と、100％完璧ですといった形での訓練になってしまうんですけれども、ぜひ今後も課題

が出る、あるいは教訓が特定される訓練というのが必要かなというふうに考えております。

その思いは我々としても事業者と一緒だということをメッセージとしてお伝えさせていた

だければというふうに考えております。 

すみません、ちょっと時間を超過してしまいましたが、以上でございます。 

○更田委員 それでは、今、今井さんのほうから、説明のあった資料1（原子力規制庁）

の報告について、何でも結構です。御意見があれば、事業者からのほうでもいいですし、
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原子力規制庁の中からでも構わないです。 

 渡邉さん。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） JAEA研究センターの

渡邉です。 

 原子力規制庁がプレーヤーとして参画しているというお話なんですけども、その参画し

たときの体制というのは、どういう格好なんですかというのがまず1点目。 

 それから、二つ目は、緊急時対策委員と指名されている人がいるんですけども、その人

たちを関与させるという計画はあるかどうか。ある意味、緊急時対策委員という人たちが、

本当に役に立つかどうかというのを評価しないといけないと思うので、その辺も含めて、

訓練の中で見ていくべきじゃないかなと思っています。 

 それから、三つ目が、最後のところで、ERSSとSPDSという違うシステムを使っていると

いうお話なんですが、SPDSを原子力規制庁が今使うという方向性はないのかということで

す。 

○更田委員 二つ目の緊急時対策委員というのは、参集有識者のことですね。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 私がメンバーになっ

ているやつです。 

○更田委員 まず、一つ目、今井さん。 

○今井チーム長 体制のほうですけれども、大きく分けて二つあると思っています。 

 まず、プレーヤーとして参加、それから評価の試みとしての参加がございます。まず、

プレーヤーのほうなんですけれども、ERCと、それから官邸に、我々のメンバーがいて、

事業者から来る情報をERCに共有し、それを官邸側にも伝えるといった方法をとっており

ます。基本的にERC側は、多い場合には、10人～20人、少なくとも場合によっては、4、5

名で対応するといった形をとっていて、官邸が加わるときもあるし、ないときもあるとい

った形で実施をしております。 

 評価のほうは、それぞれの規模に応じてなんですけれども、シナリオ提示型から非提示

型それぞれに確認する必要がございますので、2名で行ったりとか、多いときで10人ぐら

いですかね、12～13名といった形で評価の試みをしているところでございます。 

 すみません。即応センターにも行っております。即応センターは、そうですね、2～3名

ぐらいです。 

○更田委員 二つ目の緊急時対策委員に関して、これは徐々にでしょうね。いいアイデア
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だと思います、確かに。本当に役に立つのか、役立つ人が選ばれているのか、それは大い

に議論のあるところなので、大変いいアイデアだと思いますけど、徐々にだと思います。

最初からだと、邪魔な人がいたりして、ちゃんとした訓練ができなかったりしてもなんで

すので、それは原子力規制委員会として大きな一つの課題だと思います。 

 三つ目のSPDSは、同じ画面が見れるようにということで、SPDS、ERSSからSPDSに移行し

てしまうかどうかは、まだ議論のあるところですけども、SPDSを私たちも見られるように

というふうに、これはハードウェアも含めて準備を進めているところです。 

 渡邉さんからの質問にもありましたけど、原子力規制庁の職員が事業者防災訓練に参加

しているという、19回ですか、これについて何か御意見ありますか。「よかった」とか、

「邪魔だった」とか、「参加させるならもうちょっとまともなやつを寄こせ」とか、いろ

いろあると思うんですよ。こういう言い方はされなくても結構ですけれども、率直に御意

見があれば、「中途半端である」とか、「来るならちゃんと来い」とか、いろいろあると思

うんですけども、そこら辺の感触を伺えればと思うんですが。赤字に書かれている6回に

は即応センターまで職員は行っておりますけども。 

 西岡さん。 

○四国電力株式会社（西岡） 四国電力の西岡でございます。 

 ERCとの連携については、四国電力としましては、今年7月の訓練で一緒にやらせていた

だきました。ERCの窓口としましては、我々即応センター、松山と高松のほうで対応して

おりましたけども、実際にやりとりをすることによって、やはりうまくいかない点があり

ました。当初、統合防災ネットワークのテレビ会議の松山側がちょっとテレビの音声が入

らないというところがあったりして、いろいろな課題も見つかりまして、今後、それらを

直していきたいなというところで思っております。 

 ERCとの関係を訓練することによって、先ほど、今井さんからも御紹介ありました、一

気通貫型なのか、分離型なのか、そういうところを検討するのによい機会というふうに捉

えております。 

 我々としては、やはり発電所の災害対策の決定にあまり邪魔はしないように、分離型が

よいと思っておりまして、その分離型をよりよくしていくために、今後とも、ERCと連携

した訓練を実施していきたいなと思っているところでございます。 

○更田委員 ありがとうございます。 

 ほかに御意見はございますか。東北電力さん。 
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○東北電力株式会社（櫻庭） 東北電力の櫻庭でございます。 

 今年の5月20日に行われました、総合防災訓練で原子力規制庁の緊急事態対策監の方に

初めて来ていただいて訓練を実施しました。 

 当社のERCとの連携について、今話が出ました分離型を我々のほうは採用しておりまし

て、原子力規制庁のERCからのいろいろな問い合わせに対応できるように専属の人間を配

置して訓練は行いまして、その過程で、いろいろなやはり課題が抽出されておりまして、

実際には分離型とは言いつつも、やはり直接官邸あるいは原子力規制庁ERCとの役員との

対話が必要なケースもあるだろうということから、画面を切り換える試みが必要ではない

かというような課題が出されております。 

 後は、実際に即応センターに、原子力規制庁の方が来ていただくということで、社長、

トップを初めとする役員の訓練に対する心づもりといいますか、経営層自らしっかり訓練

に取り組まなければいけないという意識が、通常よりは強く訓練として臨んでもらって、

その上でのいろんな課題を抽出することができたのかなというふうには思っております。 

 以上です。 

○更田委員 ありがとうございます。 

 槙さん、どうぞ。 

○北海道電力株式会社（槙） 北海道電力の槙でございます。 

 弊社の場合、今年3月に実施いたしました防災訓練の際に発電所のほうに来ていただい

たのと、ERCとも連携をさせていただきました。その中でやはりいろんな御意見をいただ

いて大変参考になったということがあるんですけども、訓練の中で、特に、例えば今のプ

ラント状態がどうなっているかという問いに対して、ブラインド訓練をやっている場合で

すと、実際には、SPDSとか、瞬時のデータがあるんですけども、訓練の際には、事前にそ

ういったパラメータを用意していないと、今プラントの状態、例えば圧力がどうなってい

るんだと聞かれても、シナリオにないとその答えがすぐ出てこないとか、そこら辺、訓練

ならではのやっぱり事前準備というところもあるのかなというお話、というような課題も

感じました。 

 それと、やっぱり連携というようなことで、先ほど分離型と一気通貫型がございました

けども、やはりシナリオでやっているときには、それぞれどこで誰が発言するかというの

が決まっているので、同期がとれるんですけども、ブラインド訓練でやりますと、サイト、

本店、ERCそれぞれが非同期で動きますので、タイミングをうまく調整しないと、逆に混
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乱を招くというようなこともございまして、そこは状況に応じてクローズでやりつつ、連

携をするときには、連携をすると、そこら辺めりはりをつけないとうまくいかないのかな

ということを感じている次第でございます。 

 今後とも原子力規制庁さんのいろいろな我々の防災訓練に来ていただいて、御意見をい

ただきながら、訓練の向上に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○更田委員 ありがとうございます。 

 古田さん。 

○関西電力株式会社（古田） 関西電力の古田でございます。 

 私ども、この表にございますように、今年に入りましてから、2月、3月と、先立って8

月にお越しいただきました。2月、3月のときには、レイアウト的には、一気通貫型といい

ますか、国の統合防災ネットワークのみを使ってさせていただきまして、今回8月は、右

側の分離型で出しました。 

 やっぱり訓練の場合、ある程度時間を限って、シナリオを圧縮したような形でしますの

で、かなりやりとりが多くなるということもあって、一気通貫型ですと、かなりテレビ会

議のほうに、やっぱりどうしても本店の即応センターが向いてしまうというところもあっ

て、ちょっとやっぱり輻輳したなというのがあって、今回レイアウトを少し変えて、社内

のテレビ会議と統合防災ネットワークを背中合わせで置くような形、完全に分離というよ

りも緩くリンクがとれる程度の距離を離すというやり方をしましたらば、やはり現場側の

オペレーションと、それから原子力規制庁のほうの対応というのが、割とスムーズにでき

たかなと。 

 ただ、ちょっと実際に御意見いただきましたところ、やはりそうなると統合防災ネット

ワーク側の情報がどうしても減りがちですので、この辺はやっぱり我々の側からもっと積

極的に入れていかないといけないのかなと考えております。 

 原子力規制庁さんに御参加いただくかどうかということについては、やはりそこは物事

の発想としては、我々の人間が模擬でやるというのはどうしても限界がありますし、緊張

感ということでも、できるだけ原子力規制庁の方に御参加いただいたほうがいい訓練がで

きるのかな。それはシナリオが非提示型であってもなくても、我々、特に事業本部側は帳

票をもとに原子力規制庁さんに状況を御説明するということですので、そこはあんまりプ

ロセスとしては変わらないのかなと思っておりますので、基本的には、原子力原子力規制

庁の方に、どなたでもいいんですけれども、御参加いただいたほうがいい訓練ができるか
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なと考えております。 

○更田委員 ほかに。 

 五十嵐さん。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 東京電力の五十嵐でございます。 

 まず、原子力規制庁さんの参加の件につきましては、私どもも非常にありがたいと思っ

ておりまして、例えば、本店の即応センターの対応、そういうところでも課題の抽出をさ

せていただきまして、まさしく今の情報の共有の仕方みたいなところは、やはりいろいろ

問題を提起いただくという形で、とても私どもとしては、対応能力の向上に役立つと思っ

てございます。 

 発電所側でも、やはり一緒になってやるというところで、自分も発電所にいるときに、

ちょっと思ったところでお教えいただければと思うんですが、発電所の訓練のときに、防

災専門官さんはオフサイトセンターのミッションははっきりしておるんですが、保安検査

官さんが、私どもの緊急時対応のときに、いろいろ私どもの評価のために、いろいろチェ

ックいただいて、課題を提出していただくというミッションがおありだと思っていて、

我々もそう思っているんですが、実際事が起こったときに、保安検査官さんの発電所の中

でのミッションというんでしょうか、それをちょっとお悩みになっているんじゃないかな

と、ちょっと僣越な言い方でございますけどね。というふうなことなんかも感じながら、

私どもとしては、私どもと本店の即応センターで発電所はしっかり。本店の即応センター

側に原子力規制庁さんのほうからの派遣とか、先ほど言いましたSPDSとERSSと、そういう

ところの情報の出し方がございますけれども、ちらっとそういうふうなことを僣越ながら

感じたところでございます。 

 以上でございます。 

○更田委員 ありがとうございます。 

 保安検査官の緊急時における役割について、これは原子力規制庁の中でも議論があった

と聞いています。ちょっと今井さんから説明。 

○今井チーム長 保安検査官というか、原子力規制事務所の職員としてなんですけども、

やはり緊対所に行って、その現場を確認するということは大事だというふうに考えていま

す。 

 私の経験で申し上げますと、中越沖地震のときも、やはり保安検査官として中に入って、

きちっと現場を確認してどういった状況であるかという、場合によっては、本当に、例え
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ば火災が起きている現場に行くのを確認するとか、そういったこともございますし、いわ

ゆる我々のセンサーとしての役割、非常に大事だと思っていまして、必ずしも事業者から

全ての情報が上がってくるということはないというふうに考えております。そこを我々は、

我々の職員を通して、一体状況がどのような感じになっているかというものは、やはり得

る必要があるというふうに考えておりまして、そのための直接の我々の代表として緊対所

にいるという形を考えております。 

 実は、訓練上は、今、評価の試みを優先してきているところがございまして、今後いわ

ゆる事務所の職員を入れながら、プレーヤーとしての参加というものを検討、あるいは実

施をしていきたいというふうに考えております。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 東電の五十嵐でございます。ありがとうございました。 

 そうすると、そこの絵でいきますと、そこの一気通貫型で情報収集と、例えば、発電所

側の線のもとにあるところは、例えば、保安検査官さんも活用されて末端情報収集される

と、こういう理解でいいということでございますよね。 

○今井チーム長 それでよろしいかと思います。 

○東京電力株式会社（五十嵐） わかりました。 

○更田委員 質問だけど、これは保安検査官が、緊急時にあって、原子力規制委員会、原

子力規制庁の直接センサーになるというのは、それはともすれば、邪魔しないかなという

懸念があって。直接センサーというのは、ちょっと違うんではないかと思うんだけど。 

○今井チーム長 邪魔をするのが目的じゃなく、つまり問い合わせをして、いわゆるオペ

レーションが止まるようなことを考えているわけではなくて、そこにいることによって、

見聞きできることはございますので、それを踏まえて、いわゆる原子力規制庁、本庁側に

報告するということができるというふうに考えております。 

○更田委員 例として挙げれば、火災が起きていると、火災が起きているので、保安検査

官が自らの目で確認をしに行きたいといったときに、それが事業者のオペレーションの邪

魔にならないのか、その判断は事業者側に委ねられているというところがはっきりしてい

ないと、いやこれをやらなきゃいけないけど、保安検査官が行くと言っているんだよとな

ると、そっちへ人を割くわけですよね。だから、ここら辺のことは、はっきりしているん

ですか。 

○今井チーム長 現場に行くときは、負担は、つまりエスコートが必要だという御趣旨で

しょうか。基本的に、今、発電所がフリーアクセスの状況になっていますので。 
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○更田委員 いや、フリーアクセスであっても、人間にうろちょろしてほしくないと。だ

って、その人の命がどうでもいいというわけじゃないから、当然そのサイトのオーナーに

してみれば、よそから常駐している人で、フリーアクセスであろうと、勝手に現場に行か

れたって困るわけで、だからと言って、事業者に保安検査官に対する指揮権があるわけで

はないだろうけども、緊急時にあっては、ちょっと動かないでくれと言えるようでないと、

調子悪いと思うんですけど。 

○今井チーム長 それはそうだと思います。保安検査官でもやみくもに現場に行くわけで

はないので、それはそのときの状況をきちっと確認しながら行くことになると思いますけ

れども。 

○更田委員 何かまだちょっとぴんとこないですね。 

 安井さん。 

○安井緊急事態対策監 ちょっと若干、言うことが違うかもしれないんですけど、まず彼

は先ほど保安検査官事務所が情報センサーという言い方をしていましたけれども、まず基

本的には、緊急時においては、事業者から、特に今回の場合で言えば、即応センターから

ERCのほうに行っていただくのが公式の情報になります。それが、まず基本です。 

 その上で、現場でどうしてもやっぱり気づくこともあるかもしれません。そういうもの

が保安検査官のほうから我々のほうに入ることは、それはあり得ますが、彼らがプラント

の状態をつかんで、それを我々に報告するのが主であるということはあり得ないというふ

うに、まず思っております。これは単なる誤解にならないように、はっきり言っておりま

す。 

 その上で、ちょっと実際に現場が非常に難しい状態になって、アクションが混んでくる

と。そのときに、勝手気ままにされるのもきっと現場もお困りだろうと。ただ、どうして

も知らねばならないこともあり得ると思うので、その辺をちょっとどうやっていくのかと

いうのなんかは、一つの課題なんですね。通常、事前に用意し切れるルールだけでは処理

ができない可能性のある分野でして、今後の一つの検討課題だと思っています。 

 それから、先ほどからこの分離型と一気通貫型の話が出ていますけれども、僕、幾つも

何社かの即応センターへ行かせてもらっていますけれども、オール・オア・ナッシングで

議論するのはよくないと思います。それから、分離型といっても、現在まだちょっと途上

なので、個別にとやかく言う気はないのですけれども、分離し過ぎて、非常に対応能力の

低い分離がされた電力会社もあります。それから、分離し過ぎて、本体、経営本部と何と
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いうんですかね、この原子力規制庁の対応グループの言っていることが若干ずれていると

ころもあるんですよ。だから、それはちょっと困る。 

 先ほど、ちょっと関電でしたか、バック・トゥー・バックでというやり方がありました

けど、このやっぱり緩い統合がやっぱり何か要るんじゃないかとは思っています。 

 したがって、この二つの間に近いところの均衡点を探すことになると思います。これは

多分各社ごとに若干社内の組織も違いますから、Aという会社のパターンがBという会社で

ベストかどうかはわかりません。これはちょっと我々とインタラクションをしながら、よ

りいい解に向かって、これは各社ごとに寄せていくということになるんじゃないかと僕は

思っています。 

 それにしても、基本的にやっぱり情報を確実に伝えていただく。また、国側も時々私が

見ていても、あまりに基本的なことの、基本的じゃないな、単純なデータをテレビ会議で

要求している例なんかもあって、ああいうのは非常に通信資源の有効活用上よくないと思

っていますので、我々も直していきますけれど、そういうのも訓練を通じて、そちら側か

らも積極的に、あれは困るんですというのをちょっと言ってもらいたいんですね。 

 そうやってフィードバックをお互いにかけながら、僕らも言います。現に言っています

けど、よくしていくので、ちょっとそういうメカニズムに持ち込みたい。 

 それから、ちょっと今日あんまり議論出ていないけれども、プレスを含めた外部への情

報発信をせねばなりません。この負荷は、あまり実は今までの訓練ではカウントされてい

ないと思っていまして、非常に負担は大きいと思います。しかも、大量の情報を早くお伝

えしなきゃいけない。しかも、電力もそうでしょう、我々もそうだけど、やっぱり幾つか

の何といいますかね、発信ポイントがあるので、その間のそれなりの情報の共有を進めな

がら並行的にやっていかなきゃいけないので、そういうのは、我々の事故情報を直接伝え

るためのシステムとして存在していますが、もう一つ、それは、次の課題として私は認識

をしていまして、それもまた、今日即できるとは思わないのですけれども、次のステップ

としては、ぜひとも折り込んでいきたいと、このように思っております。 

○東北電力株式会社（櫻庭） 東北電力の櫻庭でございます。 

 後ほど、今日、当社のほうからは、プレス対応の課題についてご報告させていただきま

すけども、まさしくプレス対応について、即応センターと原子力規制庁のERCとの間の情

報共有というのが、これから訓練等で行われていく中で、本当にどういう形が望ましい形

なのかというのが、だんだんにわかってくるのかなと思っておりまして、そういったいず
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れ広報サイドでの調整も踏まえていろいろ広報、プレス対応の訓練のほうは一緒にやらせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○日本原燃株式会社（田中） 日本原燃の田中といいます。 

 先ほど原子力規制庁のプレーヤー云々の参加という件で1点だけお願いがあります。 

 ミッションというものを明確に共有したいなと思っております。そうしますと、事業者

は非常に助かります。一例を挙げますと、例えば、事故が起きたときに、警察とか、消防

は何をやるか。彼らはまず真っ先に何を考えるかというと、住民の避難だとか、あるいは

入ってくる人をどうやって止めるかということが彼らのミッションになっております。で

すから、私どもにもそれが共有されていますから、それに必要な情報を彼らに供給すると

いうふうに考えます。 

 逆に言いますと、原子力規制庁の方がプレーヤーとして参加しなきゃならないというと

きに、ミッションは何なんだというところを、私ども含めて共有していただけると、非常

に助かります。そういう情報で、精緻な情報を上げられるようになりますので、それをお

願いしたいなと思っております。 

○安井緊急事態対策監 ディスカッションをしながらやっているという前提でお話をさせ

てもらいますけれども、少なくとも今訓練を皆さんとさせていただいているグループは、

オンサイト対応のグループであります。つまり、原子力規制庁と今ここに来ている、今日

の対象になっているような訓練は、避難とかね、そういう部分がメインではなくて、基本

的には、社内で、発電所で起こった事象をいかにキャッチし、その状況を我々との関係で

言えば、的確に政府とコミュニケーションし、国としての対応に十分な必要な情報を供給

するということが目的だし、我々もオンサイトのこの対応のために参加している人間のミ

ッションは、その1点に尽きます。 

 他方、評価とかで参加しているグループは、これは訓練を評価しに来ていますから、こ

れは今のとは違います。 

 したがって、ただ訓練といったときに、こういった訓練と、それ以外に今度これから多

分、例えば、自治体さんとやる大きな防災訓練みたいなものもありますので、そういった

ときは、また違うミッションになりますけれども、少なくともここに書かれているERCが、

ERCって本当はERCの一部なんですけれども、ERCに求められているファンクション、また、

事業者との情報伝達上、必要とされている範囲は、今申し上げたものが、細かいワーディ

ングは別として、基本的には、そういう発想だと思っています。 
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○日本原燃株式会社（田中） ありがとうございます。 

 恐らく、訓練の場合と、それから本番というんですか、の場合とは違うということです

よね。 

 それと、あとちょっと気になっていますのは、この参加というところで、私ども最近

SRS46というIAEAの標準を一生懸命勉強している最中ではあるんですけども、そこへ行き

ますと、いわゆるそのときの参加だけではなくて、原子力規制庁との計画段階との参加と、

それがあるかどうかというのがありまして、それもやがては必要になるんじゃないかなと

考えておりますので、そこら辺、今後もっと積極的に取り入れて、私どもにとって大変に

なるかもしれないんですけど、そのほうがいいかなと思ってございます。 

○更田委員 最初の田中さんの御質問に関して言うと、これは基本的に緊急時における規

制当局のあり方のような話だろうというふうに理解をしました。 

 これは訓練においても、できるだけ実際を模擬してというか、実際の状況に則った振る

舞いを目指していくわけですので、それが訓練の目的によりますけども、基本的に原子力

規制委員会、原子力規制庁は同じ振る舞いをしなければいけないんだろうと思います。 

 では、大もとの質問で、緊急時にあって、規制当局の役割は何か。これもちろんこれか

ら議論を進めていくことにはなると思いますけれども、実際に何か事故が起きたときのそ

れを収束させるという役割は、これは何といっても事業者がプレーヤーであって、そこへ

これは福島第一原子力発電所事故の教訓の一つでもあると思いますけども、それを邪魔し

ないというのが、大きな話だろうと思います。 

 ですので、事故を収束させる、あるいは事態を緩和するというのは、一義的に事業者に

委ねられた役割だと。そうすると、規制当局は何をするかというと、まず一つは情報をと

りにいくということ、これは官邸との間をつなぐということもありますし、それから、プ

レスに対する責任も全面的ではないものの、負っているところがありますので、情報をと

りにいくというのが一つ。 

 それから、場合によっては、事業者からの要請があった場合、こちらからこれをやる、

あれをやる、とは決して言いませんけれども、事業者からの要請に応えなければならない。

例えば、他のサイトから重機を持ってこなきゃならないけども、ナンバーをとっていない

ので道が走れないとなったら、そういう話を聞いていたこちらは、国土交通省へ向かって、

ないしは、自衛隊に向かって、それを運んでくれる云々というような対応をするというよ

うな想定があります。 
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 ですから、事業者の要請に応えて対応をしなければならないので、事態を把握している

必要がある。ですから、これは前段の情報をとりにいくということと重なる部分があると。

ただ、用意をするということはあります、もちろん。 

 それから、サイト内の対応は、サイト外の対応とうまくつながっていなければいけない

部分もあって、それに関して、サイト外の対応に対するさまざまな判断をサポートする役

割が原子力規制委員会、原子力規制庁にはありますので、そういった意味では、これもま

た最初と重なるんですけれども、やっぱり事態を私たちは正確に把握している必要がある

と。基本的には、これに尽きるだろうと思っています。 

 応用動作はいろいろあると思いますし、その役割については、議論の余地があることは

承知をしていますけども、基本的に私たちの目的は、なるべく正確な理解を同時並行で持

っているということが目的だろうというふうにお答えして差し支えないと思います。 

○更田委員 豊嶋さん。 

○九州電力株式会社（豊嶋） 九州電力の豊嶋でございます。 

 今の議論の中で、特にオフサイトとオンサイトの絡みの話のところをもう一度ちょっと

整理させていただきたいと思うんです。 

 実は、即応センターでは、オフサイトの情報がほとんど入りません。それで、発電所の

ほうも住民の避難とか、そういったところを気にしながらいるわけなんですけども、実際

の避難情報とかが、即応センターのほうに直接入ってくるというようなところございませ

んので、できれば、即応センターとERCの間で、情報共有というのをある場面でやってい

ただくと、発電所のほうにもその情報を与えることができるのではないかなというふうに

思っています。それはちょっとお願いしたいということでございます。 

○更田委員 これは今伺ったばかりなので、恐らくという言い方になるんですけども、常

時オフサイトの情報を即応センターに流すというシステムは、多分あまり好ましくなくて、

即応センターの求めに応じて、いつでも答えられるようにというようなシステムだろうと

思いますけども、これはルートのあり方であるとか、それから、オフサイト情報も錯綜す

るので、いろんな情報が入ってきたり、一番恐れるのは、即応センターがいろいろ入って

くるオフサイトの情報のどいつが言っていることが本当なんだというような状況をつくり

たくない。そういう意味では、整理が必要ですし、この回路についても、どう設計するか

というのは、一つの大きな課題だと思います。 

 渡邉さん。 
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○独立行政法人日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 安全研究センターの

渡邉です。 

 今のお話なんですけども、この図にオフサイトセンターを書き込んだらどうなるかとい

う問題だと思うんですね。多分、豊嶋さんがおっしゃったような情報は、オフサイトセン

ターが原則として握っていて、オフサイトセンターに対して即応センターからの要望を受

けて答えるというようなルートをつくっておかないと、多分、更田委員がおっしゃったよ

うな、情報があちこちから入ってきちゃって、余計な情報ばっかりになってしまうと。そ

このところを多分うまく整理して、この図の中に、やはりオフサイトセンターがどこに入

って、どういう情報のやりとりをやるかという、まず絵を整理しないといけないのかなと

思います。 

○安井緊急事態対策監 オフサイトセンターには、実は事業者の方も人を派遣しておられ

るのですけれども、確かにこの問題は、研究課題にさせてください。 

 我々もここで今議論しているのは、先ほど申し上げたように、基本的には、プラント状

態をいかに捕まえるか、プラント側でどう対応するか、それを即応センター、本社、どう

支援するかと、こういう議論になっていますけれど、オフサイトセンター、OFCの運用と、

絡むと思うので、今日はそのメンバーがまだ来ていないので、それで研究してみます。 

○更田委員 ちょっとここは時間をとってもいいですよね、予定より時間ありますけども。

この一気通貫型、分離型、先ほど安井対策監のほうからお話がありましたけど、必ずしも

A社にとってのベストな方法がB社にとってベストがどうかはわからなくて、これはどう選

択するか、どう構築するかというのは、何よりも大事なのは、緊対所と即応センターの関

係なので、そのほかの部分について、どう構築するかというのは、これは各事業者に大き

く委ねられる部分だと思いますけども、私たちのほうも各社に対して、どうなっているん

だというのがわからないと実際のときに困りますし、それから、恐らく、このどちらかで

もなくて、例えば、ERCは、この原子力規制庁対応班と主にやりとりをするけれども、即

応センターでのやりとりを傍聴できるようにするのか、あるいは原子力規制庁が聞いてい

ると思うとややこしいから、そういうことはしないほうがいいというのも一つの選択だろ

うと思いますし、そういったものに関して、各社でまたそれぞれ社内での議論を深めてい

ただいて、これについては、いつまでもなかなか決まらないというものでもないでしょう

けども、一方で、ある程度時間をとって議論を深めていって、各社個別のこういう形をと

りたいというのも含めて話をしていただいて、さらに、議論を先に進めたいと思いますし、
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それからOFCとの関連は、渡邉さんの言うとおりだけど、それはさらに問題を一つ複雑に

するし、それから、メディアとの対応、メディアの負荷がかかったときに本当にどうかと。 

 これは安井対策監の話にもありましたけど、恐らく、メディアからの負荷は非常に大き

なものになるので、その負荷を想定しないで、あるいは低く見積もり過ぎてこのシステム

をつくってしまうと、現実にはうまく回らないというようなところはあるだろうと思いま

す。 

 梶本さん、どうぞ。 

○梶本安全技術管理官 原子力規制庁の梶本です。 

 この一気通貫型がいいか、分離型がいいかという議論については、先ほど、安井対策監

のほうの話もありましたが、これをリジッドに決めてしまうことが一番よくない方法だと

思います。 

 実際、福島のときにもリジッドに決めてしまうと、必ず破綻するんですね。機能しなく

なる。ですから、今回もシビアアクシデント対応で、いろんな可搬型のシステムを入れる

とか、かなり柔軟性を重視した対応がとれることになったわけですが、こういう対応シス

テムについても、やはり柔軟性をやはり重視して、この一気通貫、分離型は、ある程度の

基本として持つものの、そこから先、どういう柔軟な対応をとるかということを幾つかル

ールとして定めておくと。そういうことが一番重要なんだろうと思います。このどっちが

いいかという議論は、多分ないんだと思います。 

○安井緊急事態対策監 ちょっと中で議論しているみたいですけれども、どっちがいいか

という話をしているんじゃないんです。ただ、多分、ただ経験的にだんだん議論してきて、

各社とも、我々ともやってきて、今だんだんこの二つの間みたいなところに何となく皆さ

ん寄ってきているとは、僕は思うんです。それで、まだ別のどっちか型の一方型の人もい

らっしゃるので、それは別にこれからいいものを考えればいいので。現在でも訓練をすれ

ば、情報はちゃんと流れます。ですけれども、ロスも多いんですね。だから、やっぱりで

きるだけ、より効率的なほうへ、これから改善していくというのを続けたいと私は思って

いるということなんです。 

 それから、やっぱり最後は、本当に緊急時のときには、やっぱり我々に伝達されたもの

は、それがある社のオフィシャルな情報だし、それから、FAXだけ送ればいいというやり

方をしていると、情報量が圧倒的に足らなくて、後で結局逆流が生じるんですね。だから、

やっぱり必要な情報をきちっと解説できる人が我々とコンタクトをしながらやっていって
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もらうという、そういうことにどうしてもなっていきますので、これは均衡点を見つける

べく、大分収束してきているとは思うんですけれども、さらなる改善を目指したい、こう

いうことなので、ブラック・オア・ホワイトで固定するということの議論には、もともと

じゃないんだということであります。 

○更田委員 少し原子力規制委員会、原子力規制庁がしゃべり過ぎですけども、事業者の

ほうから何かこの点に関して、これはまだ継続的に検討していこうということで、結論を

出しているわけではありませんし、個々の結論をいずれ設計をして、また、それを継続的

に改善していくことだろうと思います。 

 それでは、これについては、このくらいにして、ブラインド訓練の取組について、東京

電力及び中国電力のほうから、それぞれ10分程度でお話をいただきたいと思います。 

○東京電力株式会社（五十嵐） それでは、東京電力の五十嵐でございます。御説明をさ

せていただきます。 

 まず、ブラインド訓練の取組という形で、3ページまで進んでいただけますでしょうか。

目次は、ちょっと飛ばさせていただきまして、10分でございますので、効率よく御報告を

させていただきたいというふうに思います。 

 まず、ここでございます柏崎刈羽を中心に現状の訓練の状態を書かせていただきました。 

 今、緊急時体制は、御存知のとおり、1F（福島第一原子力発電所）はもちろんのこと、

2F（福島第二原子力発電所）もまだとってございます。したがいまして、これからの御報

告は、柏崎を中心に、今我々訓練の充実、そして模索をしてございますので、まず柏崎と

本店の即応センターを中心に御報告をさせていただきます。 

 まず、ブラインド訓練の導入のところでございますが、最初の段落では、私ども平成23

年より、電源喪失訓練、先ほどSBOが中心だと言われてございますが、大体それを中心に、

20回以上の訓練という形で、頻度的には、26年度ぐらいからは毎月実施して、PDCAを回し

ているという状況でございます。 

 ブラインド訓練につきましては、平成24年度から段階的に入れてございまして、最初は

一部訓練から、平成25年度は、基本シナリオと前提条件だけは知らせておくと。だけども、

いざ何が出てくるかというのは、わからないという、基本的なブラインド、これはフルじ

ゃないかもしれません。それから、平成26年度は、これはシナリオをつくる人間の負荷も

考えているんですが、これは運転シミュレーターを使いまして、前提条件というよりもそ

こに出てくる情報が、シミュレーターからの発信と、こういうふうな段階的にブラインド
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訓練の内容も充実させようという取組でございます。 

 4ページでございます。この有効性について、少し私ども評価している内容をお伝えし

たいと思います。基本的には、ブラインド訓練は、やはり非常に有効だというふうに理解

してございます。 

 そこに書かせていただきましたとおり、やはり我々判断をしたり、次から次へと出てく

るいろんなチャレンジングな要素に最良の対策を立てる、それから、高い緊張感が維持で

きるということで、私どもは有効性は高いと思ってございます。 

 一方、いろんな課題が浮き彫りに出るというのもやはりブラインド訓練をやるからだと

いうふうに思ってございまして、先ほど、対策監からもございましたとおり、とにかく悪

さ加減をどんどん出すというのに有効だとも思ってございます。 

 具体的には、私どもここから出てきたもので、次に御説明をいたしますが、役割分担み

たいなところは不明確なところがあったよねという話だとか、やはりなかなか発話のルー

ルを工夫しないと、非常に短い発話で、的確に相手に物を伝えるというのは、シナリオが

あれば、大体先は読めていたわけですけども、ブラインドだけに、よりこういう弱点が見

えると。 

 後は、何回も今議論になってございます情報共有という弱点も見えてくるということを

改良してございます。 

 次が、少し具体例をこの二つのOHPでお示ししたいと思います。 

 まず、一つは、個人の力量、評価の必要性を認識いたしまして、非常に定量的評価がな

いというところが弱点でありましたので、力量評価みたいなものもやっていくというとこ

ろで、ブラインド訓練は、特にその辺の難しさを感じてございますが、そこを改良してい

ます。 

 それから、改善例2でございますが、運転シミュレーターを活用いたしますと、当直長

さんが、実際にシミュレーターがプラントと模擬してやっているわけでございますが、そ

こでプラント対応すると同時に、発電所の本部、所長以下の本部に、その辺の情報提供と

いうことも非常に輻輳いたします。 

 したがいまして、弊社の場合は、当直長、当直副長というのがおるわけでございますの

で、当直副長の役割、当直長の役割をどっちが発信をする、どっちがプラントに集中する

というふうなことの改善、それからもう一つは、電話というよりもインカムを使って一々

電話をとる者の短縮、それから、逆に対策本部、所長のところには、当直長の発話スピー
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カーを置いていまして、先ほどの誤情報も含めまして、何を前線の中央操作室で行われて

いるのかというふうなものを共有できると、こういうふうなものを改善を進めておる、改

善例でございます。 

 次が、今度は先ほどの話にございました、オフサイトセンターでございます。ここは避

難のところの中心になるわけでございますので、そこに行った人間が発電所の一次情報を

出す、及びオフサイトセンターが避難関係の情報を持っていることに対して、我々に返し

てくると、こういうところに、タブレット等を持たせまして、発電所に一々電話で確認す

るではなくて、情報共有をすると、こういうふうなことの少し道具も改善しながら、オフ

サイトセンターに対しての情報の共有化というところも改善をしてございます。 

 その中でも、少し課題が出てございまして、やはりブラインド訓練は、この基礎教育と

図上訓練の組み合わせが前提だと思ってございます。したがいまして、パス練習とか、シ

ュート練習をしていなくて、いきなり対外試合と、こういうわけにはいきませんので、そ

ういうふうなものもやるということが重要というのが1点でございます。 

 2点目は、今度は現場操作の訓練、先ほど、要素訓練というのが、今井さんから御紹介

ございました。私どもは、個別訓練と称してございます。いわゆる消防車とか、電源車と。

これも、現場に展開をいたしますので、本来ならば、シナリオがある訓練だと、非常に動

きやすいんですけども、ブラインドの中で事故対応シナリオに沿った現場訓練には制約が

ございますので、ブラインド訓練での現場訓練というところの連携というのは、ちょっと

課題だと思ってございます。 

 それから、もう一つは、平成24年度の課題の中にございましたけども、このコントロー

ラーと我々称しています、シナリオライターとか、進め方をしていく人間、現在、柏崎だ

けでも30名養成してございますけども、今度はその質の高さ、それから、彼らの能力の高

さという育成の問題が課題として上がってございます。 

 一方、今まで発電所でございましたけど、今度、本店、これは即応センターというふう

に思っていただければいいかと思います。弊社の本店のほうの対応でございます。大きく

二つ問題がございます。 

 まずは、ブラインド訓練という形は、これはシナリオがない分、私どもも付与される事

態に応じて本店側がいかに発電所の後方支援を果たせるかと。これは改善の方向としては、

先手先手でリソースを大量に投入する戦略を立てると。そのためには、例えば、静かな環

境で、本部長以下が戦略会議をできるようにしたほうがいいのか、それともオペレーショ
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ンルームの中で考えたほうがいいのかと、いろんなやり方、先ほど、安井さんからもお話

ございましたけども、各社で違うやり方があるかもしれませんけども、要は、先手先手で

発電所を支援するというふうな訓練に十分ブラインド訓練が使えると思ってございます。 

 また一方、本店も、即応センターのほうも発電所の情報共有の改善と、この辺りも、シ

ナリオがないのに対しては、いかに適切に情報をキャッチできるかと、発電所の共有の課

題を考えてございまして、本店の中でも、端的な発話、それから確実な情報共有ツール、

こういうふうなものを進めていく段取りにしてございます。 

 これが平成24年度で、お題として頂戴したというわけでございますけども、私どもの前

回の報告の中で、一つは、やはり習熟度を高める課題、二つ目は、ライター・コントロー

ラーの育成、三つ目は、一定の時間、どれぐらい時間をかけて訓練をするのかと、こうい

うことで課題はございまして。 

 次につきましては、ざくっと取組状況を書かせていただきましたけども、先ほどの個別

訓練との、図上訓練と書いてございますが、こういう要素訓練との組み合わせがやはり重

要と思ってございます。 

 課題２につきましては、先ほど来、お話をしてございますが、シミュレーターを使って、

前提条件を一から考えるんじゃなくて、コンピューターでの前提条件がもらえるとかとい

うところ、それから、後は、コントローラーもほかの電力さんの訓練をよく見て、そうい

うところでよく勉強していくということも踏まえ、育成が課題だと思ってございます。 

 最後、時間は、これは長時間訓練については、検討中でございます。今言われているこ

とは、スキップをさせて、後半戦に臨むというふうなことは試行中でございます。 

 まとめでございます。私どもとしては、今後もブラインド訓練を基本といたしまして、

図上訓練、個別訓練との組み合わせで、まず基礎教育をしっかり頭に入れた上で実施して

いくというふうなことを進めていきたいと思ってございます。 

 13ページ以降は、ちょっと順番にささっとおめくりいただきますと、これは情報共有ツ

ール、我々チャットシステムと呼んでございますが、一体何が起こったかというのは、だ

っと出てくるもの、それから、絵でわかるものと、こういうものを共有してございます。 

 これが、それぞれ、例えば、オフサイトセンターにも、こういうタブレットを持たせて

情報共有しているというものでございます。 

 これは本店側も使ってございますけども、こういう非常にミミックというか、漫画の中

で、一目瞭然でわかるようなもの。 
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 それから、これは現場対応ということで、実際の資機材、消防車それから電源車が今ど

こに配置されていて、どういう動きをとっているのかというふうな形も使っていくという

ふうなことを考えてございます。 

 東京電力からの報告は、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、続けて、中国電力のほうからお願いします。 

○中国電力株式会社（谷浦） それでは、中国電力の御報告をいたします。 

 私、中国電力島根原子力発電所の谷浦です。 

 平成25年度の島根原子力発電所の防災訓練について、ブラインド型訓練にテーマを絞っ

て御報告申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、目次をお願いします。 

 これは本日の発表内容になります。次のページをお願いいたします。 

 訓練の概要でございますが、本年3月に行っております。3時間の訓練を実施いたしまし

た。 

 訓練内容につきましては、大地震によりSBO状態になり、最終的には、ヒートシンクを

失って、冷却機能を全て喪失し、原災法の第15条事象に至る想定をしております。 

 訓練ですけれども、島根原子力発電所では、初めての試みになりますが、シナリオを一

部ブラインドにして実施いたしました。目的、訓練項目は、記載のとおりでございます。 

 これ事象の進展になります。訓練対象ですけれども、島根1号機と2号機の同時被災とい

うことを考えましたが、1号機につきましては、定検停止中の状態を考えておりまして、2

号機について、定格出力運転を模擬しております。 

 大きな流れとしては、先ほど申しましたように、地震起因での外部電源の喪失、その後、

津波の来襲によるSBO、それから、注水冷却機能の喪失を想定しております。詳細な説明

は省略いたしますけれども、このオレンジの部分、この部分が訓練参加者には、事前に開

示しないブラインド情報になります。 

 これは、先ほど東京電力さんと同じような形になりますけど、国のほうの会議体で提示

されたテーマというふうに認識しておりまして、三つの項目に分けて、この後、対応状況

を御説明いたします。 

 まず、一つ目の課題ですけれども、フルでブラインド訓練してしまいますと、習熟度の

向上と能力の検証の両立が難しいという課題をいただいておりますけれども、まず今回は、
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基本シナリオをプレーヤーに開示して、それによって、緊急時対応の手順の習熟を図ると

いうことを行って、かつ、シナリオの一部をブラインドにして、さらにマルファンクショ

ンを投入して、プレーヤーの臨機の対応を確認するという訓練にいたしました。 

 マルファンクションの例でございますけれども、例えば、高圧発電機車が車両故障のた

め移動できない場合、それと、注水のときにホースを展張するんですけれども、そのルー

ト上、これ建物の中なんですけれども、例えば、地震等でルートが塞がれてルートが通れ

ない、ルートが確保できないといったマルファンクションを与えております。 

 指揮命令訓練のほうでは、例えば、本部長が急病で倒れて代行者が必要になると、こう

いったことを設定いたしました。 

 二つ目の課題ですけれども、所定のルールや手続きから逸脱した場合の対応、それから、

もう一つ、シナリオライターと、訓練コントローラーの育成が課題であるということに対

応して、我々としては、訓練WGというものを設置いたして対応してみました。詳細は、後

ほど御説明いたしますけれども、訓練の企画、運営評価を行うWGを設置して、メンバーは

シナリオの作成等の手法を活動を通して学べたんではないかなと考えております。 

 三つ目の課題になりますけれども、現実的な訓練時間の問題があるよという御指摘です

けれども、今回の訓練ですけれども、当社としては、初めて運転シミュレーターにシナリ

オをインプットして、これはオンラインでは、今の緊対所ではちょっと結べないんですけ

れども、今建設中の新しい緊対所では、オンラインでもシミュレーターとつなげるように

して計画しておりますけれども、最初に、シナリオをインプットして画面だけ映すような、

プラントの状態を画面で映すような訓練のやり方を今回はしたんですけれども、3時間の

初動対応を実訓練時間で実施しております。 

 そうはいっても、今後の課題として整理しておりますけれども、長期間の対応、そして、

それを行った場合は、やはり時間のスキップをする必要がございますので、そのときにや

はりプレーヤーが混乱したり、いきなり時間のスキップをして訓練の実現性というか、現

実性がちょっと損なわれるようなこともあると思いますので、この辺りについては、引き

続きちょっと検討していきたいなと考えております。 

 それでは、個別の項目についてちょっと御説明をいたしますけれども、まず訓練WGです

けれども、38名がWGメンバーになりました。最初は20名で開始したんですけれども、いろ

いろ問題点が出て、やはり20名では足りないということで、最終的には38名になりました。 

 島根の場合は、2プラントの発電所でございますので、人数的にはそう多くなく500名、
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550名ぐらいの発電所なんですけれども、今回の訓練の参加者が200名強で、そのうちの38

名がコントローラーとか、評価者になってしまうということで、ちょっとなかなか多過ぎ

て、後ほど申し上げますけれども、やはり問題点もあるのかなと考えております。 

 今回、初めてのプラインド型、一部ブラインド型訓練ということで、各担当から、優秀

な人間とか、力量の高い人間をメンバーとして集めて、なおかつ相互にいろいろ会議を重

ねて知識を補完、知識経験を補完し合うことによって、シナリオの精度とか、評価基準を

かなり妥当性のあるものにできたんではないかなと考えております。 

 次に、ルールの設定とか、訓練の進行方法なんですけれども、シナリオを逸脱したとき

の対応等、事前に説明会を開いて訓練参加者に周知徹底するということ。それから、統括

コントローラーという全体をコントロールする役目の人間を置いて、全体シナリオをコン

トロールして不測の事態に備えるとか、そういった対応を試みております。 

 それから、今回のルールとして、やはりシナリオの秘匿性というのが重要かなと。今後、

フルブラインド訓練等に結びつけていく必要はあると思うんですけれども、シナリオをど

うやって秘匿するかということについても注意をしております。これは今回WGをいろんな

部署から集めているということですので、通常の業務ラインで、その所属の人間から内容

を聞かれても報告しないと、活動の報告を厳禁して対応したということです。 

 あと評価についてなんですけれども、今回、特に、ブラインド情報、それからマルファ

ンクションを投入したときの臨機対応について、特に注意して評価の対象にしようと、評

価観察をしようということを考えました。 

 評価基準の設定ですけれども、このような項目で、なおかつ、評価員の知識経験によっ

て評価基準がばらつかないように、WGでシートを作って対応、訓練の評価を行いました。 

 これは訓練の評価シートの一例でございますけれども、高圧発電機車のエンジンがかか

らなくて、移動ができなくなる状況をマルファンクションとして入れたんですけれども、

このときには、人が若干、高圧発電機車を動かせば対応できるような位置でございました

ので、人が押すんではないかとか、延長ケーブルも近くに備えてありますので、延長する

んではないかというふうに考えて、シートをつくりました。実際は、WGメンバーの想像と

は違う行動をとって、予備の発電機車をとりにいったというふうな対応をした例もござい

ます。 

 評価と、それから今後の課題について御説明いたします。 

 今回、初めての取組だったんですけれども、プレーヤーが混乱することなく、また、マ
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ルファンクションによる対応も、そこそこできたんではないかなというふうに判断いたし

ました。やはり基礎的な教育訓練を行って、その後、力量を備えた、プレーヤーに対して、

今回のような一部ブラインド訓練を行うというのは、習熟度の向上と能力検証、両方両立

させることができるんではないかなというふうに判断いたしました。 

 今後、当社としては、シナリオ提示型、それから一部ブラインド型、ブラインド型を、

組み合わせて効果的な運転サイクルを策定していきたいなと考えております。 

 訓練WGについてですけれども、今回、業務ラインではなくて、WGの形式にしました。海

外等では、専門のシナリオライターとか、そういう検証チームとか、公設されているとこ

ろもあるとは聞いておりますけれども、突然、いきなりはちょっと無理だと思いますので、

この形を継続していきたいなと思っております。WGメンバーからも、やはりレベルアップ

ができたなというふうな意見も出ておりますので、よかったかなと思います。 

 ただ、先ほど200名強の訓練対象者に対して、38名がWGメンバーになったというふうに

申し上げましたが、特に、現場対応では、実際に体を動かしたり現場を走ったり、そうい

ったことをやることも能力の向上要因として、能力、力量向上が必要になりますので、今

後の課題かなと考えております。 

 今回、この図が、我々が今回の一部ブラインド訓練を通して、訓練のあり方について当

社なりの考えを図示したものなんですけれども、まず最初に、上の教育は、これは当然必

要になってきます。まず、ここから始まると考えておりまして、その後に、要素訓練、そ

れから要素訓練を組み合わせたシナリオ提示型の総合訓練を習熟段階として位置づけます。

それから、今回行った一部ブラインド型の総合訓練を行って、検証段階の最終段階で、ブ

ラインド型の総合訓練を位置づけたいなと考えております。 

 これらの三つの動きを、検証と改善を重ねながら、緊急時の対応能力を高めていきたい

というふうに考えております。 

 以上の考えを踏まえた、今年度の総合訓練でございますけれども、まずは、上期、年2

回総合訓練やっておりますけれども、最初にシナリオ提示型の訓練を行いまして、下期の

ほうで、一部ブラインド型訓練を行いたいと。フルブラインド訓練については、ちょっと

長期的な課題として、今年度の実施は今のところ考えておりません。 

 WGについても、今後、前回初めてということもございましたので、前回のメンバーを、

招集して継続して、能力の向上を図るというふうに考えております。 

 以上で、中国電力の御報告を終わります。ありがとうございました。 
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○更田委員 ありがとうございました。 

 では、ブラインド型訓練について、2件お話をいただきましたけども、御質問、御意見、

いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○水野防災専門官 防災政策課の水野と申します。 

 東京電力の報告について、ちょっと確認したいんですが、数多くブラインド訓練をやっ

ているということで御報告いただきましたが、これだけやると、意図しない方向にシナリ

オが進むとか、ブラインド性が高いとそういうことで発生するとは思うんですが、そうい

ったことは今まであったのかと、あった場合はどのようにコントロールするのか、どのよ

うに評価したのかとか、そういったものはございましたでしょうか。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 東京電力の五十嵐でございます。 

 お答えいたしますが、水野さんの御質問の意図しない方向に動くというか、我々ブライ

ンドにしていますので、コントローラーが考えていたように対応してくれないというのは

ございます。それを評価の中で、そこはちょっと厳しい査定をして、そこについては課題

として残します。 

 それにちょっと関連してですけども、コントローラーが、次から次へ条件付与するのが、

結構厳しいところ、すなわち時間制約の中で、ちょっと言い方悪いですけど、早く炉心が

壊れなければいけないとかいうように、逆に、トレーナーじゃないな、トレーニーですか

ね、そういう訓練を受けている側が、どんどんここまでもう壊れていくのかというふうな

ことで、どっちかというと対応が追いつかないというんですかね。そういうふうな課題も

出てまいります。それ言うことは、ちょっと少し今度は時間のことも考えなきゃだめです

し、現実的なシナリオ、すみません。コントローラーを考えるシナリオでございますね。

そういうところも考えないといけないかなというふうに思っていまして、一方では、今み

たいに、ばんばん来るものですから、思わず間違った対応になってみたり、そこで急にガ

タガタと動きが悪くなったりと、こういうことがございます。 

 以上でございます。 

○水野防災専門官 すみません。防災政策課の水野ですが、即応センターでの訓練のほう

に参加させていただいたときに、一旦、訓練を止めて、情報を整理して、また再開という

ような、そういったことを何度が見たときがあるんですけど、それは意図しないものとい

うものよりは、整理のためにやっているというものなんでしょうか。 
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○東京電力株式会社（五十嵐） 東京電力の五十嵐でございます。 

 そのとおりです。意図しないことで現場が混乱して、ちょっと進行役が止めたというよ

りも、そこは一旦、もう一回、情報を整理するというので、意図的に、変なほうに動いた

わけではなくて、最初からここで一旦、情報を整理してスキップしようという形で止めた

というものでございます。 

○水野防災専門官 ありがとうございました。 

○北陸電力株式会社（高橋） 北陸電力の高橋です。 

 東電さんに教えていただきたいのですけれども、ブラインド訓練、基本的なやり方とし

て実時間でやる、それからスキップする、それから早回しでやる、大きく三つあると思う

のですが、大体実時間もしくはスキップでやられているというイメージなんですか。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 東京電力の五十嵐でございます。 

 そうです。スキップの形でやってございまして、基本的には午後1番からやって夕方ま

ででございますので、時間帯は大体1時～4時ぐらいまでで、半日でやってございます。 

 したがいまして、大概は、1時間半ぐらいで1回今みたいに中断、1回止めて、そしてス

キップして、実際としては8時間後のようなところで、もう変な話、ベントだというとこ

ろまで行ったことを前提に、次の1時間半やると、そんなイメージでございます。 

○四国電力株式会社（西岡） 四国電力の西岡でございます。 

 ブラインド訓練をやるときには、プレーヤーが想定どおり対応する場合もありますし、

それを超えるような、よりよい対応される場合もあると思います。そういうときに、あら

かじめの訓練の評価として定められる、これができたらオーケーということはなかなか難

しくて、やはりどう言いますか、この時間までに、例えば、炉心損傷防止対策が実施でき

たかとか、そういうような評価のやり方なんでしょうか、それとも、これができないとだ

めというような評価になるんでしょうか。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 東京電力の五十嵐でございます。 

 ちょっとお答えになるかどうかわかりませんが、やっぱりこれができなきゃだめという

ことではなくて、やはり評価として、ここまで考えているのかとか、そういうふうな評価

の仕方をしていて、例えば、先ほど、水野さんおっしゃいましたように、本当はコントロ

ーラーが持っていれば、大体これで、これぐらいの30分ぐらいでこの辺の対応が終わって、

よし次の条件を付加しようなんて思っているのが、40分も50分もかかってもなかなか終わ

らないというときには、そこでだめというよりも、方向としては、これは一応合格点であ
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ると。そこで予定どおり1回止めて、終わってなくても、じゃあ、ここで1回止めて休憩に

入りますが、次はスキップですよと、こんな形をやってございます。 

 お答えになったのか、ちょっとあれでございますけども。 

○四国電力株式会社（西岡） 四国電力の西岡でございます。 

 わかりました。ちょっと質問の仕方もちょっとうまくなくて申し訳なかったですが、状

況はわかりました。ありがとうございました。 

○安井緊急事態対策監 東電の訓練は僕も参加をしたので、外部への情報提供を同時に今

されていて、それでシミュレーションをするんだけれども、社内で違うシミュレーション

が出て、それがまた、いわば違うチャンネルで外に出ていってしまうと、こういうことが

あったと思うんですけれども、結局このブラインド訓練というのは、サイトにおける、い

わば技術、我々としていますが、技術系のアクションを何がいいかというのを的確に判断

するというものと、もう一つ、やっぱりつまり事前に用意ができないがゆえに、外への情

報をきっちり確実、どうやってタイムリーに用意して、しかも二つぐらいの異なる情報が

出たときに、どっちを使って、どう伝えるんだというノウハウの開発という二つの側面が

あると思っていまして。ちょっと今日の議論は、二つの会社とも、全社の技術的アプロー

チのほうに寄っているんですね、まだね。 

 ただ、現在、これからの大きな課題として最初に申し上げたやつの一つなんだけれども、

やっぱりこのブラインド性の条件のもとというか、現在はブラインド訓練に決まっている

ので、ブラインド性の条件のもとで、外部への発信をどういうふうにやっていくかという

のを、これ別に発電所がついていなくても、そこだけの訓練は比較的イージーにできるし、

コンパクトにもできるんで、ちょっとこれから検討課題に入れていったらどうかなと、こ

ういうふうには思うんですが、いかがでしょうかね。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 東京電力の五十嵐でございます。 

 おっしゃるとおり、安井対策監の課題は、私どもも課題と認識してございます。したが

って、ブラインド訓練は、シナリオ訓練と違って外部発信のほうは、今まではどっちかと

いうと、シナリオは、大体それで原災法10条の報告要旨はこうだし、外部への発信の情報

はこうだとわかっていて、それをいかに伝えていくかという問題ですけども、今度それを

つくり込むところから、間違いない情報でもって速やかにつくっていかなきゃいけないと

いうことですので、そこは先ほどの要素訓練とか、個別訓練、例えば、そういうところを

しっかりやった上で、実際の総合演習に臨んでいくというふうにしていかないと、相当混
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乱する状態になると思います。そこが課題と思ってまして、私どももなかなかうまくでき

ていないところでございますけども。 

○安井緊急事態対策監 安井です。 

 意外とハードルとしては、現場よりもこっちのほうが難しいんじゃないかという感じが

してまして。ただ、やっぱり、発電所サイト側は、毎日やっておられる分野なんだけど、

どうしても外部への発信問題は、毎日じゃなくて、そのとき初めてという方がどうしても

増えるんですね。発電所勤務とは違いますので。ちょっとそれは我々も共通の課題として

認識しながら、ちょっとこれからの取組の中に位置づけていきたいと思うんです。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 東京電力の五十嵐でございます。 

 本店側の即応センターのミッションだと思っています、その外部への発信は。それが現

場にプラントの対応を集中できるということになっておりますので、いかに正確な情報を

我々が現場に外乱を与えずに供用できていて、我々からERCとか、国と一緒になって、正

確な情報を発信していくと。ここはやはりブラインドの中という、ブラインド、非ブライ

ンドじゃなくて、大きな課題だとは思ってございます。 

○中国電力株式会社（岩崎） 中国電力の岩崎でございます。 

 先ほど、安井さんから、外に向かった情報発信の訓練のお話もございましたけれども、

私どもも訓練の中で、いわゆるマスコミ対応、あるいは地元自治体さんほかの、外部に向

かった情報発信の訓練というのも実施しているわけですけれども、やはり全てをなかなか

実施できないということで、今後、その辺を充実していくというのも一つの課題であろう

というふうには思っております。 

 それと話は少し違いますけれども、訓練で私どもが、本当に注意をしなければいけない

と思っておりますのは、訓練は何のためにやるかということなんですけれども、訓練のた

めの訓練であってはいけないと。訓練の見かけがうまくできるような訓練であっては何に

もならないので、もちろん東京電力の五十嵐部長がおっしゃいましたように、スポーツに

例えれば、基礎訓練、それから練習試合、それから本番といろいろあるわけですけども、

我々は本番はあってはならないわけですけれども、少なくとも練習試合が、これはしっか

りやらなければならない。 

 したがって、そのために、さまざまなやり方を考えながら、完全に基礎練習に相当する

もの、あるいは一部ブラインドにしてやるもの、こういうものをうまく組み合わせてやる。

その目的は、あくまでも訓練のための訓練にならないようにということを注意してやって
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いるつもりでございます。 

 以上でございます。 

○更田委員 ちょっと私、この後、臨時の委員会等々があって抜けなきゃならないのもあ

って、ちょっと昼休みに入りたいと思います。 

 午後1時半再開ということで。それから、今のブラインド訓練について報告いただく前

に、言い忘れてボールを渡すの忘れてしまったんですけども、いろんな意味での人材育成

とか、いろんな意味も含めて、会議のこの後の進行を今井チーム長に任そうと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 それから、午後1時半ちょうどに私ちょっと戻れないかもしれませんけれども、会議を

進めていただきたいと思います。 

 すみません。午後1時半再開で、ちょっと時間が短いかもしれませんけども、よろしく

お願いします。 

○今井チーム長 それでは一旦、お昼休みにさせていただきまして、午後1時半再開とい

うことで、お戻りいただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

（休憩） 

○今井チーム長 それでは、午後1時半で定刻になりましたので、報告会を再開させてい

ただきたいと思います。午後ちょっと長いので、途中で休憩等を入れながらやりたいと思

っております。 

 資料番号2-2（北海道電力）として、訓練シナリオのバリエーション、多様化というこ

とで、北海道電力株式会社より御説明をお願いいたします。 

○北海道電力株式会社（槙） 北海道電力の槙でございます。資料2-2（北海道電力）に

基づきまして、訓練シナリオのバリエーションについて御説明をさせていただきます。 

 まず、1ページ目でございますが、この本課題につきましては、平成24年度に実施いた

しました原子力事業者防災訓練に対する訓練報告会において報告された訓練シナリオの多

くが、「地震による全交流電源喪失」を基本とするものであったということで指摘された

課題でございます。 

 2ページ目でございますが、まず、弊社の過去の訓練シナリオを振り返ってみますと、

詳細は3ページに示してございますが、やはり地震を起因といたしました全交流電源喪失、

あるいは、RCPシールLOCA、SG給水喪失がほとんどでございまして、バリエーションに乏
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しいという同様な課題があるということがわかっております。 

 また、訓練時間につきましても、ほとんどが平日、日中であったということでございま

す。 

 この原因につきましていろいろ考えてみますと、やはり福島事故以降、緊急安全対策に

取り組んでまいりましたので、その対策の確認とか、その力量の向上を主眼として訓練計

画を考えていたということでございまして、一方で見ますと、やはり、中長期的なビジョ

ンがない中でシナリオを想定していたのではないかというふうに考えているところでござ

います。 

 そこで、訓練シナリオの基本的な考え方について、今回整理することといたしました。 

 まず、1点目でございますが、昨年、防災業務計画に緊急時活動レベル（EAL）の考え方

を取り入れましたので、それを網羅的に訓練に取り入れるために、緊急時活動レベルを踏

まえた機能喪失の基本事象と、それに付随する事象へ分類、すなわち基本シナリオの絞り

込みを検討してみました。 

 加えまして、事故対応能力向上のためのバリエーションといたしまして、発生時期とか、

想定外の事象を組み合わせることも必要というふうに考えてございます。 

 3ページ目は、先ほどの過去の実績でございますので、4ページに参ります。 

 まずは、具体的な考え方でございますが、機能喪失基本事象のバリエーションといたし

ましては、SBO、LOCA、SG給水喪失、それと、停止時の冷却機能喪失を考えまして、それ

が内部故障起因で起きる場合と地震起因で起きる場合の8種類、加えて、大規模損壊とい

う9種類を考えてみました。 

 2番目でございますが、上記の事象に組み合わせるものといたしまして、主に地震起因

の場合に考えられる想定ではございますが、例えば原子炉の停止機能喪失とか、中央制御

室の機能喪失とか、通信機能喪失とか、そういったものを組み合わせるということがある

だろうと考えました。 

 じゃあ、3点目が、これらの結果として起こる事象として、敷地境界の線量が上がると

か、炉心が損傷するとか、バウンダリが喪失するとかといったシナリオが考えられるだろ

うということでございます。 

 なお、この際に、総合訓練に必ずしもなじまない、例えば、事業所外運搬時の事故とか、

通常放出経路での放出等につきましては、無理やり組み合わせるのではなくて、効果的な

訓練ができると考えられる、要素訓練のほうで対応しようというふうに考えてございます。 
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 これらの基本シナリオの組み合わせに加えまして、訓練条件といたしましては、発生時

間帯とか、気象条件とか、発生号機の数とかというのが考えられると。さらには、実際の

オペレーションの過程で、いろいろ想定外の事象が起きて代替手段を適用しなければなら

ないといったことも、バリエーションとして組み合わせる必要があるだろうと考えました。 

 5ページでございますが、緊急時活動レベルのマトリックスを踏まえまして、基本とな

る事故シナリオで付随する事象、結果として表れる事象という形に分類してみました。 

 6ページ目でございますが、これを組み合わせた例でございます。 

例えば、パターンAの場合には、機器故障でSBOになるというパターン。Bにつきましては、

地震、まあ、津波を随伴してSBOになるパターンを考えてございまして、随伴事象として

は、基本的にはこの地震・津波起因で起きるという考え方で整理をしてございます。 

この考え方でございますが、機器故障につきましては、単独シナリオを基本とすること

によりまして、そのシミュレーターとか事前解析を活用いたしまして、より定量的なデー

タも活用した事故対応とか、事故進展予測等の訓練ができるのではないかという形で、そ

ういう位置づけのシナリオというふうに考えました。 

一方、地震・津波起因の場合には、多様な複合事項が想定されますので、そういった複

合事項に対応する訓練を主眼としたシナリオという整理をいたしました。 

同じような考え方で、LOCAとか、SG給水喪失等につきましても、二つのパターンを考え

ました。 

8ページ目でございますが、訓練条件の付加といたしましては、発生時間帯もさまざま

考えられますし、時間帯に加えまして、書いてございますが、キーマンが不在とか、ある

いは、参集時の労災等のトラブルが起きるとか、こういったバリエーションも考えられる

のではないかというふうに考えてございます。 

9ページ目でございますが、気象条件、これはオペレーションする際の作業関係に非常

に大きな影響がございますので、そういったバリエーションも考慮する必要があるだろう

というふうに考えてございます。 

また、複数号機の発災になりますと、他号機の悪影響を想定した訓練が必要になります

ので、そういったシナリオも必要だろうというふうに考えてございます。 

10ページ目でございますが、対策本部は意思決定をするわけですが、意思決定に関わる

バリエーションということを考えてございます。 

あらかじめ定められた手順書に従って、多様な手段の中から優先順位に従って適用手段
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を講じるという形になりますが、コントローラーからの条件付与等によって、状況を的確

に判断して実行する、手段を判断して実施させると、そういったシナリオをつくる必要が

あるだろうというふうに考えてございます。 

10ページの下は、代替炉心注水の代替手段を参考としてつけさせていただいてございま

すし、11ページは、その関連系統図をつけさせていただいてございますが、説明のほうは

割愛させていただきます。 

12ページ目は、一方、現場レベルでもバリエーションを付加する必要があるだろうとい

うことで、やはり、現場判断レベルでもさまざまな想定外事象を想定することによって、

現場指揮者クラスの状況判断訓練も必要ではないかというふうに考えてございます。 

13ページ目でございますが、先ほど申しました訓練シナリオ、あるいは、付随事象、そ

れによる結果等を組み合わせた中期計画の例を示してございます。 

基本計画につきましては、年間2回程度の総合訓練をすることによって、5年間で網羅的

な訓練計画が策定できるのではないかというふうに考えてございます。 

14ページ、まとめでございますが、まず弊社といたしまして、先ほど御説明をさせてい

ただきました9種類のシナリオを設定することによって、一定期間で網羅的な訓練計画が

立案できるのではないかということをお話をさせていただきました。 

ただ、今後の課題といたしまして、やはり「附随事象の組合せ」とか、「結果シナリ

オ」の組み合わせを含めまして、中期計画をやっぱり精緻化して、多様性を確保しつつも、

網羅性も一層向上させる必要があるのではないかというふうに考えてございます。 

また、総合訓練になじまない特定のシナリオにつきましては、要素訓練を確実にやって

実証する必要があるだろうということがございます。 

また、総合訓練によって抽出された課題を次回の総合訓練まで待つのではなくて、特定

シナリオの訓練を追加の要素訓練として実施することによって、改善を図るということも

必要ではないかというふうに考えてございます。 

二つ目は、事業者間の訓練シナリオのバリエーションに関する問題でございますが、こ

ういった基本シナリオを事業者間で共有化することによって、日本国内の訓練シナリオの

多様性を確保しつつも、網羅性を確保するということにつながる可能性があるのではない

かというふうに考えてございます。 

各社間の訓練シナリオについては、当然、独自性を最大限確保する必要があるというふ

うに考えてございますが、日本国内全体の訓練計画を、短期間の中で多様性を確保しつつ、
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網羅性を確保するということも必要、検討課題としてはあるのではないかというふうに考

えてございます。 

また、そうすることによりまして、実は総合訓練でやらない年度でありましても、他社

さんの訓練の成果を活用させていただいて、事故時の手順書を改訂するとか、一部要素訓

練で、その効果を確認するとかということをすることによって、事故時の対応能力の一層

の向上につながるのではないかというふうに考えてございます。 

15ページ、16ページ目につきましては、参考資料でございますので、説明のほうは割愛

させていただきます。 

説明は以上でございます。 

○今井チーム長 ありがとうございました。 

 それでは、御意見はございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○梶本安全技術管理官 原子力規制庁の梶本です。 

 この具体的な訓練のシナリオを作成するに当たっては、新規制基準でもありますように、

炉心損傷に至る事故というのは、これはPWRの場合ですと八つあるわけですが、そこをベ

ースにして、それは全部カバーできるようにシナリオを組んだということが、多分、基本

になるのではないかと思います。 

 先ほどの説明をお伺いしますと、全て基本がEALで組まれているように思われるんです

が、EALで組むと、シナリオのベースが非常にはっきりしなくなるというところでもあり

ますので、やはり、新規制基準で炉心損傷に至るというふうに考えられる、その八つの事

項をベースにしてシナリオを選んでいくのが、適切な選び方だろうというふうに思います。 

 以上です。 

○北海道電力株式会社（槙） 基本シナリオとして、いわゆる今、有効性評価で検討、審

議させていただいております有効性評価のシナリオ、それと、今回御説明させていただい

た、EALをベースにしたシナリオをどういうふうに融合させるのかと。有効性評価のシナ

リオについては、必ずしも総合訓練だけじゃなくて、要素訓練の中で一つ一つのシナリオ

を確認するといった考え方もとれると思いますので、それはお互いに組み合わせを今後検

討する際に反映していきたいと思います。 

○安井緊急事態対策監 訓練シナリオ自身は、その多様性があったほうがいいのはもちろ

んそうなんですけど、だからといって原子炉なので、その世界にもいろいろあるわけで、
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大体PWRがたくさんあるわけですけど、そんなに全く違うものでもありませんから、多分、

電力会社さんはINPOなどを通じたアメリカの事例も手に入れているはずだろうし、我々だ

って、実はその規制当局間のこの種の訓練の乗り入れが始まっているんですけれども、や

っぱり、情報を単に自分たちが考え出すだけというのに依存するのは、ちょっとしんどい

と思うので、それは過去の蓄積や他国のあれも集めて、それで、やっぱりちょっと共有し

てもらって、それをまずは一揃いというとあれですけれど、網羅的に、網羅的というのは

薄く全部という意味よりは、抑えるべきものを抑えていくという、そういうアプローチが

合理的だなと、先ほどのプレゼンを聞いていて思ったんですけれども。現実的に、そうい

うシナリオの共有化とか、全事業者間での、あるいは海外の、いろいろあるでしょうけど、

そうしたものを通じた財産やシナリオの情報交換とか、そういうことは行われているんで

すか。 

○北海道電力株式会社（槙） 今の時点では、他社さんの訓練を拝見させていただいて、

その際にいろいろ教えていただくというような、部分的な対応しかやってございませんが、

今日ちょっと昼休みに渡邉先生のほうからも、そういったことの事業者間でシナリオの作

成とかも共通してやるほうが効果的でないかというような御意見もいただいていますので、

そういったことも検討する必要があるのかなというふうに考えてございます。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 今選ばれているシナ

リオ、9種類になっていますよね。いま一つ、その9種類の選定の考え方というのが、この

中にきちっと示されていないなという印象を受けるんですけども、ぱっと見た感じ、抜け

ているなと思ったのが、内部火災、内部溢水を起因とした事象をどう扱うかという。 

 かなり、その内部火災、内部溢水の場合ですと、ある場合には両方一緒に起こる場合が

あると。要は、火災によって消火系が働いて、消火系の水で溢水を起こすとか、そういう

ことも考えなきゃいけなくて、そうすると、いろんなそこからバリエーションが出てくる

ので、ぜひ、そういう一つの事象からの波及が、いろんな道筋があるというようなシナリ

オを、一つ何かどこかで考えていただければ、もう少しそのブラインドをする上でも、す

ごく役に立つ情報になるんじゃないかなと思うんですね。ぜひ、そういう観点で、シナリ

オのつくり方というか、シナリオ作成の考え方を整理していただきたいなと思います。 

○北海道電力株式会社（槙） ありがとうございました。今回、火災、溢水に関しまして

は、地震起因で併発するという考え方で考えてございます。やはり、こういう組み合わせ

にすると、火災、溢水に対するシナリオも、あまり詳細なものにならない形での訓練にな
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るということは十分懸念されますので、一方で、やっぱり火災、溢水に特化したシナリオ

というか、検討もやっぱり折り込んでいかないと、訓練自身の精度が上がっていかないと

いうふうに考えてございますので、そこら辺については今後検討させていただきたいと思

います。 

○今井チーム長 何となく1対1になっていますけど、そちらサイドから、どうぞ。 

○一般社団法人原子力安全推進協会（本田）  原子力安全推進協会の本田でございます。

先ほど安井対策監のほうから、海外の事例を調査して、そこから学ぶこともあるのではな

いかというお話だったんですけども、原子力安全推進協会としましても、そういった海外

調査を行っておりまして、そこで知り得た情報については、いろいろセミナー等を開催し

まして、事業者間で紹介、情報共有を行っております。 

 例えば、昨年ですと、10月に米国原子力発電所の緊急時対応調査をいたしまして、そこ

でシビアアクシデントを想定した対応訓練ですね、この場合はドリルだったんですが、そ

ういったものを視察いたしまして、そこでいろいろ情報交換しまして、知り得た情報につ

きましては、当協会の委員会、あるいはセミナーで紹介して、事業者の方も訓練のシナリ

オ作成に役立てていただいているというところはございます。 

 今後ともそういった海外調査を行いまして、有益な情報については事業者間で情報共有

していきたいというふうに思っております。 

○今井チーム長 そのほかございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○水野防災専門官 防災政策課の水野です。 

 13ページの5年間で訓練をするというところのこの表なんですけど、これは一例として

出してあると思うんですが、実際に北海道電力として、これに今後取り組んでいくんです

か。これは単にジャストアイデアで示したものですというものなのか。北海道電力の姿勢

というか、今後の訓練の方針というのを、ちょっと教えていただければと思うんですけど。 

○北海道電力株式会社（槙） 先ほどから御説明をさせていただきましたけれども、やは

り、至近のことしか考えないで計画を立てますと、結果的に、こういうような偏った計画

になるということも十分想定されますので、やはり中期的な計画に基づいて、各年度の総

合訓練、あるいは、要素訓練を計画することによって、より実行的で効果的な訓練計画を

充実させる必要があるというふうに考えてございますので、今回はこういった形で中期計

画の例という形になってございますが。 
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 先ほど実績の例でお示ししましたように、やはり、そのときそのときでは最適な計画だ

と考えていたんですけども、結果的に後で見ると、あまりバリエーションがないものだと

いうことがございますので、長期的な計画を立てて、かつ総合訓練と要素訓練をうまく組

み合わせた、やっぱり精緻な訓練計画に基づいて訓練をすることによって、より訓練の成

果を上げることができるというふうに考えてございますので、こういった考え方を訓練計

画の策定に取り入れていきたいというふうに考えてございます。 

○水野防災専門官 というと、そこに平成26年度からと書いてあるんですけど、今年度か

らこれをやっているというわけではないということでよろしいですか。 

○北海道電力株式会社（新谷） 平成26年度、これからの総合訓練を計画しておりまして、

まず26年度は、このDとFについて、このシナリオで検討していきたいなというふうに思っ

ています。 

○水野防災専門官 了解しました。 

○今井チーム長 そのほかございますでしょうか。 

○山本審議官 審議官の山本でございます。 

 訓練のこういうシナリオを全体的、網羅的にやるというのは、極めて大事な点だと思い

ますので、ぜひお願いしたいと思いますが、私の質問は、むしろ、そのシナリオの組み合

わせはもちろん大事なんですけど、それに加えて、現場での訓練の仕方なんですが、各社

のを見させていただきますと、どうしても消防ポンプであるとか、電源車のつなぎ込みと

か、そういう現場の訓練はされておるんですけども、実際事故が起きた場合には、いろん

な原子炉の操作をする必要があります。もちろん、中央操作室での訓練とか、あるいは、

その現場操作、バルブとか何か操作しにいくというようなところも当然あるんだと思いま

す。 

 適合性審査の中でも、必要な要員を確保して、何分以内に、こういう人たちがどこの階

まで上がってきて、これを操作するというような想定が書かれておりますけども、例えば、

そういう原子炉を操作する上での訓練というのを、実際に、要はバルブがどこにあって、

どこにどういう操作をするかということを、やっぱり体で覚えておく必要があるかと思い

ます。そういうような点は考慮されているのかどうかという点と、それから、もう一つは、

福島第一の経験なんですけども、福島の1号機で非常用復水器が動作しているかどうかと

いうのが非常に大きな問題になりました。あれも、やはりああいう機器を普段あまり使っ

たことがないということで、その機器の状況がよくわからなかったということが、一つの
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要因として挙げられていると思います。 

それで、PMRとBWRはもちろん違うわけでありますけども、そういう緊急時のときにしか

使わない装置で、普段あまりさわったことがなく、その動作が体感したことのないような

装置がもし仮にあるとするならば、それをどういった形で、実際いざというときには、そ

れを使わなくちゃいけないわけでありますが、それの訓練といいますか、どういう形でそ

れを習熟するのがいいのか。例えば、逃がし安全弁を緊急時は開かないかんということが

ある、でも、それは普段は開くことは当然できないわけでありますけども、例えば、そう

いう普段操作ができないようなもの、あるいは、習熟がなかなか難しいものに対して、ど

う訓練なり、体感で覚えていただくかと、そういった点についての御検討はどうかという

ことを、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○北海道電力株式会社（槙） まず1点目でございますが、有効性評価のシナリオの手順

の検証というのは、やっぱり総合訓練というよりは、手順そのものの検証及びそれに係る

運転員の力量の確認のための訓練というのが必要だと考えてございますので、それは総合

訓練とは別に、手順書の検証、あるいは、先ほどの力量確認のための要素訓練、あるいは、

日常のまさしく教育訓練という形で、しっかり定着させる必要があるのではないかという

ふうに考えてございます。 

 それと、2点目でございますが、非常時にしか使わないような機器のトレーニングをど

うするかというお話でございますが、今、有効性評価で新たに設置する設備、あるいは、

配備する設備については、まだシミュレーターで訓練するところはできてございませんの

で、そこら辺につきましても、可能なものはシミュレーターで訓練ができるようにすると

いうことと、あと、時期でどこまでできるか、これはなかなか難しいわけですけども、一

部は例えばサーベランスという形で、多少、機能確認というようなことも今後必要になる

と考えてございますので、そういったことも組み合わせながら、実際のものを、いざとい

うときに、きちんと使えるような訓練を考えていきたいというふうに考えてございます。 

○今井チーム長 ありがとうございました。 

 それでは、時間の都合もございますので、次の議題に移らせていただきたいと思います。

北海道電力さん、ありがとうございました。 

 さっきの情報共有の話もありましたので、次の議題がまさに情報共有の話ということで

ございますので、九州電力からよろしくお願いいたします。 

 よろしくお願いします。 
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○九州電力株式会社（豊嶋） それでは、九州電力原子力管理部の豊嶋と申します。 

事業者間における原子力防災訓練の経験や教訓の共有についてということで説明させてい

ただきます。 

1ページ目でございますけれども、平成24年度の防災訓練報告会の中で出た課題でござい

まして、記載のとおりのものでございます。 

それに対して、当社の取組ということで書いてございます。他事業者の防災訓練から得ら

れる当社訓練への反映項目を抽出し、その有益となる部分、教訓、良好事例、最新情報の

共有により、さらなる防災対応の向上ということを考えてございます。 

2ページ目に、その主な事業者の情報共有実績ということで示しております。 

（1）のほうに、各電力の防災訓練への参加というオブザーバーとして実施したもので

ございます。東京電力さん、中部電力さん、日本原電さん、東北電力さんに行ってござい

ます。 

（1）におきまして、東京電力さんにおきましては、訓練における体制の確認とか、ま

ずは、そのBWRとPWRで型式が異なることということで、プラント特有の訓練内容というも

のを視点という形で見てきたものでございます。 

それから、下の三つの訓練につきましては、即応センター内の活動状況、それと、ERC

のほうにもお邪魔させていただいて、即応センターからの情報がERCのほうに、どういう

ふうに伝わっているかというところを見させていただいたような状況です。 

それから、（2）として、情報共有ということで、最新情報の共有ということで、特に

JANSIさんが主催されています訓練の発表会におきまして、情報共有したということと、

昨年10月に当社におきまして、国の原子力総合防災訓練、この実施状況の説明を、各電力

さん集まっていただいてしたような状況でございます。 

次のページに参りまして、東京電力さんのほうに伺った柏崎刈羽の防災訓練の内容でご

ざいます。視点は先ほど言ったようなものでございますけれども、その中で反映項目とし

て抽出したといったところでございますけれども、訓練時において、その発話ルールがご

ざいまして、緊急情報を優先して連絡するという、そういった事例がございました。緊急、

緊急ということで割り込んで緊急情報を優先して連絡すると、これはいい試みだなという

ふうに思ったところでございます。 

それから、複数同時発災で事象が収束した号機のその報告の簡素化ということで、一応、

安定した号機につきましては、報告は今後要らないというふうな指揮者からの命令がされ
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ているといったところでございました。 

それから、フィルタベント前の準備事項ということでございますけども、PWRの場合は、

フィルタベント、将来的につけることを考えてございますけども、それの準備事項のその

やり方、現場作業員であったり、避難人数の把握であったり、それと、風向きの考慮をし

ていたといったところの、その準備状況の事項が参考になるといったところを見てござい

ます。 

それから、一番我々にとっていいなと思ったところは、緊急時対策本部内と本店でのそ

のプラントの状況や、イベントを情報共有するためのそのチャットシステム、先ほど御報

告ございましたけども、これは非常にいいシステムであるというふうに考えてございます。

こういったところを参考にしたところでございます。 

それから、次のページに行きまして、中部電力さん、浜岡で防災訓練ございまして、こ

のときからERCのほうにもお邪魔させていただいて、電力からのその情報がどのように伝

わっているかというところを見させていただきました。 

その反映項目の中では、例えば、このときには、休日・夜間の初動対応を踏まえた訓練

ということでされてございまして、最初の訓練立ち上がるところの初動対応については、

非常に御苦労されていたところがございましたので、当然、当社におきましても、こうい

った訓練は必要であろうというふうに考えてございます。 

それから、通信設備の充実ということで、FAX類の充実がされていたこと。それから、

即応センター内の動線、それから、良好な情報伝達のためのその活動スペースの確保とい

ったところが、当社にとっては非常に参考になったところでございます。 

それから、ERC側でございますけども、ERCへのその情報の共有手段として、中部電力さ

ん、設備稼働状況や台数などがわかりやすい資料を提出されていたといったところが参考

になったところでございます。 

それから、次のページでございますけども、日本原電さん、敦賀のほうにお邪魔させて

いただきました。 

このとき即応センターの中で、EALの発信状態をカテゴリー別に整理した報告方法（整

理表）の整備がされていたといったところが参考になりました。 

 あと、やはり即応センター内の動線、あと、活動スペースの確保といったところでござ

います。 

原電さんにおかれましても、チャットシステムを整備しているというところでございま
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した。 

それから、ERC側で見ましたところ、その社内テレビ会議と統合防災NWのテレビ会議の

錯綜といったところの議論が、やはりあるのではないかなというふうに感じたところでご

ざいます。 

それから、ERC対応者の整理ということで、号機毎の配置、補佐の役割分担などがしっ

かりされているなというところが見受けられたところでございます。 

それから、女川のほうにお邪魔させていただいたんですけども、これは即応センターと

女川原子力発電所の間といったところで、やりとりを見させていただいたところでござい

ます。 

即応センターの中のレイアウトということで、「対策本部」、これは社内意思決定する対

策本部と、「即応センター」と言われる、その発電所の状況を伝達する「原子力班」が、

別の部屋にあって、整理して報告してという、いわゆる、先ほど原子力規制庁さんの資料

にもございましたが、分離型という形でされていたところが非常に印象的でございました。 

それから、即応センター内での電話の受信、情報整理を行うところが、当社に比べ、非常

に周りの声に遮られること無く、しっかりと伝達が行われていたといったとこでございま

す。当社においては、一気通貫型のそういった情報共有をしてございますので、そこら辺

が参考になったところでございます。 

以上、まとめたものでございますけども、早速その反映したものもございます。例えば、

原子力災害情報システムと言われるチャットシステム の運用と試行をしてございます。

こういったものを導入することで、サイト、本店側と情報共有の充実化を図ってございま

す。 

それから、即応センター内の通信設備ということで、これは小さなことなんですけれど

も、FAXの増設をしてございます。送信用、受信用と、さらに予備機といったものを即応

センターに設置してございます。 

それから、複数のEALの発令時における報告方法の整理ということで、カテゴリー別に

発信状況を整理した、そういった表を作成してございまして、ERCへ情報提供を行うとい

うことをしてございます。 

それから、即応センターのレイアウトでございますけれども、現在、各社の即応センタ

ーを参考に、即応センター内のスペースを検討して、その情報伝達、方針決定が混乱する

ことのないようなレイアウトを検討中でございまして、これを平成26年度中にしたいとい
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うふうに考えてございます。 

さらに、今後の検討課題ということで、先ほど来、情報共有のあり方といったところが

ございますけれども、初動対応における統合防災NW対応に関する役割分担ということで、

役割分担の整理ということでございます。指揮者、いわゆる本部長が、どういうふうに対

応するのか、発電所からの情報入手者、あと、通報の対応者等の役割分担、これについて

レイアウトと一緒に考えているところでございます。 

それから、休日・夜間時の初動対応、これを踏まえた訓練というのを検討中でございま

す。特に、輪番者で初動対応しないといけないというような、そういった訓練を今後実施

したいと思ってございまして、初動対応から交代要員への引き継ぎ方法についての検討。 

それから、3番目として、社内テレビ会議、統合防災NWテレビ会議のさらなる錯綜防止と

いうことで、これもレイアウトと一緒に検討しているところでございますけれども、発電

所のプラント状況の把握者、情報収集者とERC対応者の配置の検討と言ったところを考え

てございます。 

やはり、一気通貫の情報共有をするときに、やはり情報が錯綜するようなことが見られ

ますので、そこは今後検討して、しっかりと対応していきたいというふうに考えてござい

ます。 

それから、別紙でございますけれども、これは東京電力さんの例をベースにシステム化

している、いわゆる、チャットシステムと言われるものの一部でございます。時系列のデ

ータ一覧とか、そのもともと温度、圧力、水位などのパラメータの変化とか、空間放射線

量率の変化、そして、可搬式機器の状況一覧表示するものとか、そういったものをシステ

ム化してございます。 

それから、次に、これはEALの整理表ということで、特に複合機の場合は、EALでその錯

綜するところがございますので、大きくEALの発生状態が、1、2、3、4号で、どのものが

EALの何番であるというふうなところがわかるように、こういったものをERCのほうに送付

するということも考えてございます。 

私からは以上でございます。 

○今井チーム長 ありがとうございました。 

それでは、御意見はございますでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○中部電力株式会社（後藤） 中部電力、後藤でございます。 
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 今、御説明になりましたように、今年2月に弊社の訓練ですね、本店とERCさんを来てい

ただきまして、反映いただいた項目があるというので、ちょっとうれしいなと思っていま

すけれども、一方、本店に来ていただいた方には、レポートというと大げさかもしれませ

んけれども、気づき事項を何点か残しておいていただきまして、特にERCさんとの間のデ

ータのやりとりとか、その辺のやり方を少し参考にさせていただきましたので、ちょっと

この場で言うのも変ですけども、お礼を申し上げますとともに、引き続き当社としても、

他社さんの訓練の中身、しっかりと見ていきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○今井チーム長 そのほかございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○水野防災専門官 防災政策課の水野です。 

 2ページで、他社の訓練を見た表がございますが、この(1)の四つ事業者があるんですけ

ど、ここに行かれた根拠といいますか、選択理由というのは何かあるのでしょうか。 

○九州電力株式会社（河津） 九州電力発電本部の河津でございます。 

 まず一つは、炉型が違うBWRにお邪魔して1回見たいというのが一つございまして、この

ときはタイミング的にも東京電力さんのほうから御案内いただきまして、柏崎刈羽、あと

は中部電力さんのほうに、そのほうも訓練があったということでお邪魔しています。 

 あとは、BWRと違って、PWRほうには日本原電さんだけなんですけれども、基本的に今回

整備したかったのは、その辺の即応センターに関する中身のレイアウトとか、そういうの

をまず見たかったという話と、もう一つの大きなところは、ERCにお邪魔して、逆に即応

センター側からERCに情報がどのように伝わるか、どのようなところが御苦労されている

かというところを見たいというのがあって、あとは、タイミング的に、日にちが我々が行

けるところを選んだというのが根拠になってございます。 

○水野防災専門官 わかりました。私、なぜそういうことを聞くかといいますと、我々、

訓練に参加すると、全く事業者がいない、他社が視察に来ていない訓練もありますし、た

くさん来ている訓練もあります。それはなぜかと考えますと、声をかけたか、かけていな

いかだけの違いではないかなと。 

 そうじゃなくて、私、そこにJANSIもいるので、JANSIのほうでもう取り組まれているか

もしれませんけど、訓練情報データベースみたいなものをつくって、各事業者はどういっ

たシナリオで、どういった訓練をしているかということを絶えずデータベースに入れてお
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けば、そこを見ておけば、我々は何を見たいか、そういったことで各電力間、事業者間で

いいですけど、どこではどういう訓練がしているので、我々はこれを見たいと、そういう

ことでの教訓の共有とか、課題の共有とか、そういうものができるんじゃないかなと、そ

ういうことを思っていますので。声をかけていないからこの訓練に行かないという、非常

に残念な訓練たくさんありますので、たくさんいい訓練しているのに、そういうことを全

社的に何か取り組んでいかれたらなと、ちょっと思って発案したわけでございます。 

○九州電力株式会社（河津） ありがとうございます。九州電力の河津でございます。 

 今、御指導いただいた内容等も踏まえて、ちょっと、当社のほうもまだまだ御指導、勉

強しなくちゃいけないところもたくさんございますので、なるべくその辺のデータベース

等、訓練報告書の中でもよいのかなとは思うんですけれども、あとは他社のほうに伺うよ

うな機会を多数使って、今後向上に努めたいと思いますので、ありがとうございました。 

○今井チーム長 更田委員、どうぞ。 

○更田委員 原子力規制委員会の更田ですけれども、主に良好事例、いいなと思われた点

の共有という観点で報告をいただいたように思うんですが、教訓の共有という観点からは、

良好事例ではなくて、ああ、「ここはまずいな」とか、「ここはうちのほうがずっとうまく

やっているな」とか、そういった観点、悪いほうの情報も良好事例と同様に重要だと思う

んですけども、他者の訓練に行って、この会社はここが下手くそだなというようなところ

こそ、ぜひ、それはお互いのためになると思うんですけど、そういった方向での何か所感

のようなものはお持ちでしょうか。 

○九州電力株式会社（豊嶋） 九州電力、豊嶋です。 

 なかなか申し上げにくいところでございまして、当然、その防災訓練が終わった後に、

共有する情報といいますか、ああ、こんなふうにしたほうがいいんじゃないかという、そ

ういうような情報の共有はしてございます。 

 ただ、今回、当社から見て、こういったところがやはり参考になるんじゃないかという

ことで、ちょっとまとめさせていただいているところでございます。 

○今井チーム長 どうぞ、本田さん。 

○一般社団法人原子力安全推進協会（本田）  原子力安全推進協会の本田でございます。 

 今の更田委員の件に関しまして、当協会で本年度からの活動の一つとして、支援の面か

らアシスタントビジットというものを行ってございます。それは電力ピアと、それから防

災の専門家に加わっていただきまして、発電所を訪問しまして、良好事例の協会での共有
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と、それから、いろいろ気づいた点について、いろいろアドバイスをするという活動を行

っておりまして、本年度第1回を開催したばかりなんですけども、そういった中で、当協

会の中でつくっております防災訓練ガイドラインというものがあって、そのガイドライン

に基づいて、事業者のPDCAを回せば、自立的にその防災対応能力が高まっていくというガ

イドラインなんですが、それがそのとおり運用がうまくいっているかどうかという視点か

らまずは見るんですが、そういう観点から見て良好な事例だとか、あるいは、ピア、それ

から専門家の目から見て、ちょっとこういったところはもう少し改善の余地があるのでは

ないかと。それはピアレビューのAFIとは全く別なんですが、そういった視点から気づき

事項をアドバイスするという活動を行っておりますので、そういった面から、更田委員か

らのお話について見て、いろいろと直す点をサジェスチョンするという活動は既に行って

いるところでございます。今後、そういった活動をもう少し活発にやっていきたいという

ふうには考えてございます。 

○今井チーム長 じゃあ、簡単にお願いします。 

○更田委員 こと安全に関しては、他社で起こったことも自社に非常に大きく響くわけで

すので、安全に関しては事業者間でも、率直に物の言える環境をつくってもらいたいと思

いますし、なかなかこの場で、「どこどこの社の訓練はどこがまずかった」というのは、

やりにくいと思いますけれども、そういう意味では、JANSIの活動にこそ、そういったと

ころを期待するところですので、ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

○今井チーム長 引き続き、じゃあ、情報の共有には努めていただければというふうに考

えております。 

 それでは、次の議題に移らせていただきます。 

 日本原燃からよろしくお願いいたします。資料番号2-4として、一つのサイト内に異な

るその原子力施設がある場合の対応の訓練について、御説明をお願いいたします。 

○日本原燃株式会社（田中） では、日本原燃、田中でございます。 

 じゃあ、異種施設が同時に発災した場合の対応ということで御説明いたします。 

 まず、背景でございますけれども、ここにありますように、日本原燃に敷地というのは、

この緑のところの敷地でございまして、大体、ここからこの距離が3km強、それから、縦

がやっぱりこれも3㎞強の敷地で、中に尾駮沼を介しまして、北側ですから、上のほうに

はウランの工場、それから、低レベルのドラム缶の工場、それから、南側のほうには、高

レベル廃棄物の管理施設、これはガラス固化体の自然通風の建屋です。 
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 それから、再処理施設、それから、MOX燃料工場、これは建設中でございます。こうい

ったいろんな施設が存在するというところが特徴でございます。 

 ただ、異種施設という言い方をしておりますけど、後ほど、もし時間があれば御紹介し

たいと思いますけど、ｱﾚﾊﾞさん等々の比較をしまして出てきたのは、異種施設というより

は、組織が異なる施設がいっぱいありますよという、そういったところかと思っておりま

す。 

 それから、では、全体的に2013年度の訓練の取組ですけど、まず反省事項がございます。

いろんな施設がたくさんございますので、似たような施設の名前を間違えるといったこと

があります。それから、資機材への習熟。これはポンプとか電源車とかもありますし、そ

れから、防護服とか、そういったものもございます。それから、あと、避難誘導ですね、

そういったところの反省事項がございます。 

 それから、原子力規制委員会のほうから指摘いただいたのは、この点でございまして、

複数の施設が一つのサイトに存在しているというところで、同時発災する場合というとこ

ろで、良好事例等を評価していただいておりますけど、もう一つは、この優先度、事故対

策の優先度の判断のあり方、これは実態を確認して考える必要があるという御指摘をいた

だいております。 

 それから、同じように、このような訓練に実際に参加して、過酷条件下での緊急事態に

よる知識と経験を積み重ね、優先度の判断のあり方について検討したいという、そういう

御指摘をいただいております。 

 その他でございますけれども、厳冬期の訓練、それから、想定外の事象、ブラインド訓

練のようなものですね、そういったものについて取り組んでおります。 

 こういったものを目指しまして、2013年度の訓練の目的を設定いたしました。 

 今年の3月に訓練したわけなんですけれども、想定としては震度7の訓練で、基本シナリ

オは事前提示とありますけれども、人によっては、もうほとんど見ずにできているという

ところまでは上がってきております。 

 ただ、コントローラーを介しまして、先ほどありましたような変化球ですね、緊急事態

のようなものを付与してございます。 

 今回は三つぐらいですか、あえて間違った情報を与えるといったこと、それから、こう

いった緊対所に対して急に停電を起こすといったところ、そういったことをやってござい

ます。 
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 それから、訓練の目的です。この五つほどあります。六つぐらいですか。 

 一番御指摘いただいたこの事業部の対策本部と、それから、全社の対策本部、こことの

役割分担、あるいは指揮命令系統の確認。それから、そういった両者の情報共有、あるい

は、応援要請が円滑にできるかどうかといったところを主に見てまいりました。 

 そのほかに、厳冬期、それから、知識の習得、それから、こういう変化球ですね、ブラ

インド訓練のようなもの、それから、反省事項の修正といったことでございます。 

 2013年度の訓練は、こうして再処理とウラン濃縮、ウラン関係ですね、それから、低レ

ベル、それから、荷揚港、それから、高レベル廃棄物、そこら辺をやっております。大体

700人強の規模で訓練してございます。 

 人数内訳は、再処理が300人弱、ウラン濃縮が200人弱、低レベルが100人強ぐらいです

か。あと、ここにちょっと書いていないですけど、全社本部が100人ぐらいということで

訓練してございます。 

 それぞれ再処理につきましても、原災法10条通報、15条通報に至るいろんな事象を想定

してございます。それから、ウラン濃縮も同じように、原災法10条、15条の通報、それか

ら、低レベルも同じようにと。 

 それから、ここら辺に関しましては、特段、あんまり施設間の総合関係はないものです

から、今回の問題には当たらないだろうと考えています。 

 ただ、この火災ですね、火災だけは、場合によっては消防車の貸し借りというんですか、

そういうことが出てくるので、一斉に方々同時に起こしてございます。再処理でも火災、

ウラン濃縮でも、これはただ電気の火災、それから、低レベルの管理区域内の火災という

ことを同時に起こしてございます。 

 それから、じゃあ、それぞれの事業部のほうで、どういう訓練をしたかということをち

ょっと御紹介いたします。 

 まず、再処理事業部のほうでは、全電源を失いまして通信設備が止まりました。そこに

電源供給します。それから、電源車を再処理側、プール側につなぎ込んでいくということ。

それから、高レベル廃液で水素が発生しますので、空気を送り込むようなもの。それから、

崩壊熱が出ますので、冷却水コイルで水を流すといったことをやりました。 

ほとんどの訓練は模擬できています。線は訓練できているんですけど、つなぎ込む点と点

のところですね、まさにつなぎ込むところ、そこだけは模擬になってございます。 

あとは、管理区域内の火災を想定してございます。 
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次の絵にありますのが、それの絵でございまして、電源車のつなぎ込み、それから、意

外と私ども重視しているのが、この通信用の電源ですね、それから、冬場、あるいは、道

路が悪くなったとき、あるいは、がれきがいっぱい出たときのホイールローダ、それから、

プールへの注水、それから、水素用のエンジン付コンプレッサ、それから、こういう注水

用の配管ですね、そういったものをポンプ車で移送するといったこと。それに加えて火災

が起きたという想定をしてございます。これは再処理です。 

それから、濃縮のほうでは、どういう訓練をしたかというと、UF6が漏れたということ

で化学防護服を着まして、そこの漏えい箇所を確認して、この部屋の内張りをして、また、

この建屋全体の外張りをしていくと。 

それから、濃縮、なかなか燃えるものがなかったものですから、電気火災ということで、

特高開閉所が火災があったという想定をいたしました。 

それから、低レベルの濃縮廃棄物ですけど、これはドラム缶を落として汚染が出てきた

という想定で、シートをかぶせる、あるいは、鉛の遮蔽板を設けるといったことをやって

ございます。そのほかに火災が生じたので、消防車でそれの火を消しに行くといったこと

でございます。 

こういったことをおのおのやりまして、結局、各事業部での収束活動は、事業部でおの

おの全部収束すると、完結するということを確認いたしました。 

それから、じゃあ、全社対策本部はどうしているんだということで、簡単には書いてい

ますが、ここに至るまでに結構時間がかかっております。 

各事業部における活動を阻害しないように、基本的にはという書き方をしましたけど、

収束活動に関わる指示、そういったものは行わないというふうに書いていきます。基本的

にはという言い方をしておりますけど、ちょっと日本語が難しいんですけど、98とか97％

の確率では、しませんよというイメージです。 

じゃあ、本部のほうは何をするかというと、テレビ会議等によって、いろんな再処理だ

のウランだのの施設で、どういう事故が起きているんだという情報を集約して、進展の把

握するということ。それから、周辺への放射線影響。それから、東京班、青森班との情報

の共有ということをやっております。 

それから、共通資源として消防車とかモニタリングカーの融通をしてございます。 

それから、一番大事なのは、この対外対応でございまして、先ほど出たようなマスコミ

対応、あるいは、東北地方でいきますと５社協議というのがございまして、そこら辺の協
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力要請をいたします。 

それから、安否の確認とか、それから、もう一つ大事なことは、長期化に備えたいろん

な準備ですね、こういったこともやっぱり本社のほうで全社本部のほうでやります。 

いずれにしましても、支援活動を実施と、そこに徹したというのが今回の訓練の成果でご

ざいます。 

それの模式、特に火災だけを選びました。頭にありますように、あくまでも火災のとき

には、こういう大事故のときですから、公設消防はどちらかといえば、地元の方の救出に

当たっているだろうということで、期待しないというふうにしてございます。で、消防車

とポンプ車でもって、まず再処理の火を消して、鎮火後、埋設のほうに行って応援に行く

と、それから、ウラン濃縮工場のほうでは、こういうポンプ車を設けて、大体、この消防

車の半分弱ぐらいの能力のポンプ車がございます。それで消しに行くといったことをやっ

てございます。 

全社の本部を通じて、消防車の誘導先を調整はしております。事業部では本部からの収

束活動を、事業部単体で全ての収束活動を完結するという体制にいたしました。 

実に簡単に書いてありますけど、ここに至るまでに結構大変でした。今回やった訓練につ

きましては、特に大きな支障はなく活動しており、対策活動は有効に維持されたと。 

では、各事業部で全て完結できるという体制は確立できたのではないかなと考えておりま

す。 

それ以外に、反省事項もございます。反省事項に関しましては、TV会議システムとか、

先ほど出たような情報共有、デジエとか、そういう言い方をしておりますけど、そういっ

たものの利用というのも私どもは図ってございます。 

それから、相互チェックとして、受ける側と発信する側の復唱をきちっとやるといった

こと。 

それから、習熟に関しましては、今回、防護具に前回20分かかったところを5分ぐらい

に短縮するといったことも進展してございます。 

それから、避難誘導ですね、これも事象の進展に応じて避難誘導が適切にできるように

というふうになってまいりました。 

最後でございますけれども、やはりやっていきますと、どうしてもまだバグが出てきま

す。これはトランシーバーを使って埋設側ではあったんですけど、やっぱり聞き取りづら

いところが出てきて、そういったところの改善をしてございます。 
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それから、事象付与ですね、先ほど言ったみたいに、あえて誤った情報を流すだとか、緊

対所の電源を全部切る、通信設備も切る、TV会議システムも切るという、そういうことも

やりました。やったんですけど、ちょっと周知が徹底していなかったせいか、PHSが入っ

てきてしまったりということがありました。 

それから、伝達、特に全面マスクの作業というのは多いものですから、そういったとき

の報告が一方通行にならないように、双方向で確認するというやり方。 

それから、通報先に対する対応というのは、事象が大分安定してきますと、何の進展も

ないような時間帯が長く続くときがあります。そういったときでも、逐次、30分か、1時

間置きかには、きちっと外部に対して情報を発信していくといったことでございます。そ

ういったことがちょっと配慮が欠けていたなというところは反省です。 

それから、あと、厳冬期の訓練、もうちょっと雪とか、あるいは夜間とか、そういった

厳しいときの訓練をきちっとやっておきたいなということでございます。 

そういった改善をどんどん進めていくというところを、今後も継続していくというのが

報告でございます。 

以上です。 

○今井チーム長 ありがとうございました。 

 それでは、御意見はございますでしょうか。 

 じゃあ、どうぞ。 

○水野防災専門官 防災政策課の水野です。 

 事業部間の連携のところでちょっと確認したいところなんですが、実際、この実例で11

ページのウラン濃縮工場と、埋設側、低レベル廃棄物管理建屋のところの連携なんですけ

ど、ここの火災の消火の連携というのは、どういったことをやっているんですか。これは

単独なんですか。 

○日本原燃株式会社（田中） そういう意味では、ウラン濃縮側と低レベル側のその物の

やりとりというのはございません。今回はあくまでも消防車を埋設側に持っていくという、

そういったことを訓練に取り入れました。 

○水野防災専門官 この5ページの流れで行きますと、まず、埋設側のほうで先に火災が

発生しているんですけど、だけど、ウランの消防車を使った後に埋設のほうに行くという

のは、何かそういった優先順位の判断があったのかどうかというところなんですけど。 

○日本原燃株式会社（田中） これはほとんど同時多発的に起こしていますから、あまり
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そういう時間のずれというものはございません。 

 ちょっと、絵の上ではそういうふうに見えますけども。 

○今井チーム長 了解しました。 

 それでは、先ほど手を挙げられていた方、どうぞ。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（青木） 原子力機構サイクル研の青木でござい

ます。 

 私どもも日本原燃さんと似たような感じで、一つの事業所に複数の施設を持っていると

いうことをちょっとやっておりまして、私どもの取組をちょっと紹介させていただきたい

と思います。 

 私どもでは、平成19年～25年まで7年連続で、複合事象発生ということでちょっと訓練

をやっております。そのうち平成23年以降は再処理の全電源喪失というのですか、原災法

事象ということで3年間訓練しておりますが、それ以前につきましては、再処理施設、そ

れから、主要施設、これはプルトニウム施設等ございますので、その非常事態訓練という

ことで、地震用トリガー、これは中越沖地震以後、こういうことをやっておりますけども、

ある施設では火災が起きまして、ある施設では負傷者が出て、あるところでは空気汚染が

発生したとか、こういうのをちょっと組み合わせを変えながらやってきているということ

でございます。 

 今度、対応をどうしているかということでございますけども、緊急時対策所、対策本部

内ですが、これを二つに分けまして、重要の高い事象を本部長、本部長というのは所長で

ございますけども、所長が捌きまして、重要度の低い案件を別室で副本部長は統括してと、

必要に応じまして本部長に報告すると、こういうやり方をとっております。 

 ただし、日本原燃さんからもちょっと言われましたように、ちょっと大きな原災法事象

のようなトラブルになりますと、それは発災もとのところの長が、全ての緊急時のところ

を統括すると、抑えるような形をとりまして、本部につきましては、それの支援、例えば、

揮発用の燃料はあるのかとか、けが人は出ていないのか、資材必要なものはないのかと、

そういうことを中心に対応すると、そういうことをちょっとやっております。 

 ちょっと紹介ですが、以上でございます。 

○今井チーム長 ありがとうございました。 

そのほかございますでしょうか。 

 じゃあ、どうぞ。 
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○独立行政法人日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 安全研究センターの

渡邉です。 

 5ページのこのシナリオの流れなんですけども、質問なんですが、六フッ化ウランの漏

えいのタイミングというのは、ほかの施設の火災のタイミングと、どういう関係になって

いますか。 

○日本原燃株式会社（附田） 日本原燃の附田でございます。 

 この六フッ化ウランの漏えいと火災は全然リンクしておりませんで、地震起因で六フッ

化ウランの収納している設備から漏えいしたというのと、火災は、これは電気系の開閉所

のほうの火災ということで、これも地震起因で発生したということで、両方とも地震起因

で並行して発生したというようなシナリオになっております。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 伺った理由は、その

火災の消火活動に当たって、六フッ化ウランの吸い込みとか何かというのが防止しなきゃ

いけないですよね、消防隊の。 

○日本原燃株式会社（附田） はい。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） それを同時にやって

いるかどうかというのがちょっと気になったものですから。 

○日本原燃株式会社（附田） 六フッ化ウランの漏えいと火災の場所はかなり離れた場所

で、火災のほうは屋外の開閉所のほうで起きています。漏えいのほうは工場内ですので、

そういった意味では場所は離れた場所なので、その消防隊が何かHFを吸い込むとか、そう

いう想定はしていないということです。 

○今井チーム長 どうぞ。 

○安井緊急事態対策監 この10ページの、本社の役割をある意味制限するといいますか、

いわば、事態収束活動に対する指示はしないと。むしろ、対外的問題をしっかりやると、

これは非常にいいことだと思うんですね。それで、現場は現場でやれるようにすると。そ

のときに、この対策本部でマスコミ、県とかの問い合わせ事項のハンドリングとなってい

るんですけど、御社の場合は、会見みたいなものはどこでやることになっているんですか。 

○日本原燃株式会社（附田） 当社の場合、会見場所で、一つは本社事務所がある本館の

ところにプレスゲストルーム等がありまして、そちらで一時的にはやると。 

 あと、施設が例えば汚染しても、周辺に立ち入れなくなった場合は、周辺の当社の所有

する施設の一部を借りて実施するということで今は考えております。 
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 また、まだサイクル施設については、即応センターですとか、後方支援拠点という適用

がなっていませんけども、いずれそういうのがなれば、例えばもっと離れた青森の総合本

部ですとか、あと、東京にも支社がありますので、そういった場所を、当社が保有する場

所を利用して必要な会見を行っていくということで考えております。 

○安井緊急事態対策監 わかりました。やっぱり結局、機能を果たせるようなロケーショ

ンが必要で、すぐ目の前で放射性物質の放出をしながら、一般と言ってはあれですけれど、

メディアの人がいっぱいどんどん逆に集まってくるという状態が、前提にはちょっと難し

いと思うので、それは結局、幾ら訓練をしていても、現実には放射性物質というものが、

やっぱりつきまとうであろうという前提で考えなくちゃいけないので、わかりました。 

○今井チーム長 それでは、次の議題に移らせていただきたいというふうに考えておりま

す。 

 次は、資料番号2-5でございまして、JAEA（独立行政法人日本原子力研究開発機構）と

関西電力のほうから御報告をお願いしたいと思っております。 

 内容は、事業者間の連携協力についてということで、事前に連携協定等を結ばれている

んですけれども、そういったものを訓練でどのように確認されているかといったことにつ

いて、御説明いただきたいというふうに思います。 

 それから、ここの課題のところが終わったら、ちょっと休憩入れさせていただきたいと

いうふうに考えておりますので、もう少し進めさせていただきたいというふうに考えてお

ります。 

 それでは、JAEAからよろしくお願いします。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（青木） それでは、原子力研究開発機構サイク

ル工学研究所の保安管理部の青木と申します。よろしくお願いいたします。 

 核燃料サイクル工学研究所に係る緊急時における原子力事業所間の連携協力について、

紹介させていただきたいと思います。 

 次をお願いします。選択した課題というのは、地域における連携協力ということで、一

つの地域に多くの原子力事業者が隣接しています地域、これは東海村等でございますけど

も、その中で、事業者間では緊急時に連携協力する協定が結ばれているんですけども、協

定の内容が実際に機能するかどうか、訓練で確認する必要があると、こういう内容でちょ

っと検討してみました。 

 次をお願いします。私どもの地区にあります協定といいますのは、東海ノア（NOAH）と
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いうのがございます。原子力事業所安全協力協定でございます。これは御承知のように、

平成11年のJCO事故の対応の教訓としましてつくったものでございまして、近くにありま

す、今18の原子力事業所があるんですけども、その辺が協力いたしまして、各施設の安全

確保と従業員の資質の向上、それと、あと、緊急事態が発生した場合に、各事業所が相互

に協力することを目的として、平成12年1月20日、これに設立されております。 

 とはいいましても、この事業内容でございます。参加の18社でございますけども、原電

さんのような発電事業者あり、私どものような再処理事業者あり、あと、使用事業者あり、

加工事業者あり、RIのみを取り扱う事業者ありということで、規模等が千差万別でござい

ます。 

 相互に協力するというふうに書いてあるんですが、実際は相互協力とは言いましても、

事実上は大手が小さいところをカバーしなさいよと、ちゃんとケアしましょうと、そうい

う内容でございます。 

 次をお願いいたします。これはノア（NOAH）の協定の概要ですが、大きく黒字の部分と、

ちょっと赤字の部分が書いてあるんですが、黒字の部分は平常時の活動ということを示し

ているものでございます。赤字は緊急時の活動、これを示したものでございます。 

 組織については、右側の図のように安全協力委員会がありまして、その下に緊急時の場

合は緊急活動本部、これは厳格に置かれますけども、それが置かれまして、あと、平常時

の活動としましては幹事会がありまして、その下に18事業所がぶら下がると、こういう体

制でやっております。 

 次をお願いします。これは緊急時に特化した場合の緊急時協力活動本部の活動及び体制

でございます。この活動本部、どういうときに設立されるかといいますと、発災事業所か

ら要請があったとき、それから、自治体から協力要請があったとき、このときに発動いた

します。 

 活動内容につきましては、ここに1～6まで書いてあるんですが、大きなところではモニ

タリング関係ですね、それから、あと、5番目の消火活動の支援、この辺が一番大きいと

ころかというふうに思っております。 

 次をお願いします。これはこれまでに実施した訓練の例を示しております。平成21年10

月20日ですが、三菱原子燃料さんで放射性物質の漏えい、これは原災法事象ではございま

せん。保安規定のレベルの事故が起きたということで応援要請がありまして、原科研とサ

イクル研のモニタリングカー等の出動を行って協力をしていると、こういうやり方をとっ
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ております。 

 次をお願いいたします。次は、緊急時を想定した協力活動の内容でございます。これは

平成26年5月～8月、これは茨城県で原子力施設における通報訓練というのをやっておるん

ですが、それに連動しまして、通報連絡を主体とした訓練、これを行っております。 

 あと、下に点線の中で書いてあるんですが、これは協力活動の例ということで、自衛消

防隊の研修と、こういうのをやっております。これは中越沖地震以降ですか、公設消防に

頼らなくてもある程度自立できる初期消火体制をとりなさいということで、ここを重点的

に、茨城県の消防学校の協力を得ましてやっております。 

 あと、見学会、これは各事業所の見学会等、講演会、あと、事故が起きた場合のトラブ

ルの情報発信、これをやっております。 

 次をお願いします。次は、東海（NOAH）の原災法事業が発生したらどうなるのかと、こ

こをちょっと検討したものでございます。 

 ここで東海ノア（NOAH）の加盟各社における緊急事態ということがあるんですが、これ

はどういう定義をされていますかというと、自然災害、それから、あと、原災法未満の事

象、それから、あと、原災法事象、この辺全て含むと、こういう形になっております。 

 それから、この緊急事態で原子力事業者が事故及びトラブルが発生した場合に、これは

緊急事態となっておるんですが、この原子力事業所も、これも原災法の定義とはちょっと

若干違っております。RI事業所とかも全部含めております。 

 その内訳でございますけど、加盟事業所は18あるんですが、原災法適用事業所はそのう

ちの10です。それ以外はもっと小さいRIとか、そういうものになっています。あと、この

うち、JAEAとか原燃さんにつきましては、指定公共機関になっております。 

 実際、オフサイトセンターができましたのが平成14年3月、それ以後はいろいろ訓練等

で、大体、オフサイトセンターの活動内容というのが大体固まってきているということで、

さて、ノア（NOAH）をどうしましょうかとかいうことを、平成23年度に幹事会等で検討し

ております。 

 その結果でございますけども、原災法に相当する緊急事態、これはもうオフサイトセン

ターを中心に一元化したほうが合理的でしょうと、そういう結論を出しました。 

 ノア（NOAH）は何をするかといいますと、加盟事業所への情報提供を中心としたものに

変更すると、こういうやり方をとりたいというふうに考えております。ただ、これは中心

とありますので、これはなお人の協力とか、資材の協力、これはノア（NOAH）の範疇に全
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部まだ入れております。 

 次をお願いします。これはサイクル研の協力活動の内容を示したものでございますけど

も、これも防災業務計画のこの辺が全部書かれております。 

 ただ、原災法適用事業所が10あるんですが、それはそれぞれの防災業務計画と全く同じ

文章、ほぼ同じ文章が書かれております。 

 当然ながら、活動要員の確保、緊急時の協力機材の確保、これは原災法を適用される事

業所としてマストですけども、ノア（NOAH）の協定に基づく要請に応じて、それらも提供

しますよと、こういうことを書いております。 

 次をお願いします。今度は、サイクル研の中はどうなっているかというのを、ちょっと

防災事象のときにどうなっているかというのを示したものでございます。 

 サイクル研の防災体制は、この右のほうに書いたものでございます。一元的に研究所の

所長が全てを統括します。即応センターと緊急時対策所、ここを全部兼ねております。こ

れは、なぜこういうことをやったかといいますと、昔は私ども、アスファルトの固化施設

の爆発事故、それから、もんじゅのいろいろトラブルでございまして、これは現場があり

まして、機構本部がありまして、ここから外へ全部出ていくという、これはちょっと2段

階ありましたので、そこで情報の伝達の齟齬が起きまして、いろいろちょっとそういう問

題がありましたので、今は本部長が全て仕切るということで、8月29日ですか、ERCさんと

訓練させていただいたんですが、その場合も、こことそのまま直接の回線を結んでやって

おります。 

 質問の幾つかにつきまして、本部に投げるやつは、ここから本部に投げまして、本部か

ら回答をいただくと、そういうようなやり方をとっておりました。 

 原則としては発災施設で対応するんですが、できなかった場合は、所内の他の施設から

応援をすると、こういう体制をとります。 

 例えば、アスファルト固化体の爆発のときは、プルセンターとか、そういうところから

所内で応援をとっております。それができなかった場合、近隣のJAEAの拠点から応援をい

ただくということをやっております。これは機構対策本部が支援を要請しまして、原科研

とか、その辺から支援を受けるということをやっております。 

 実例がございまして、3・11のとき、再処理の冷却能力がなくなってきたということが

ございまして、このときは水をピストン輸送しましょうということで、原科研の消防車の

ほうをお借りしております。これはスタンバイだけでございます。 
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 あと、それができなかった場合、JAEAの全拠点から応援をいただくというようなやり方

をとります。3・11のときは、東京本部から軽油の手配、これをやっていただいておりま

す。 

 できなかった場合は、もうオフサイトセンターも通じて、近隣の原災法適用施設からの

支援を受けるということになるかと思っております。これはノア（NOAH）経由でも対応は

可能になるかというふうに思っております。 

 次をお願いします。これは結論で書いたんですが、このノア（NOAH）を果たしてどう動

かしますかというところをちょっと検討したんですが、原災法事象となりますと、これは

もうオフサイトセンターに一元化してやったほうが合理的でしょうという結論を出してお

ります。 

 ただし、それ以外の小さなトラブルでも、もし小さな企業で起きて、そういうのが拡大

してしまったら、これはまた原子力業界にとって致命傷ですということがありますので、

そういうのはこのノア（NOAH）の協定の中でしっかりカバーしましょうと、こういうこと

を考えております。 

 私ども、サイクル研としましては、もう原災法の適用を受ける事業者として、ノア

（NOAH）の協定に基づく協力をしたいというふうに考えております。 

あと、原子力事業所として、国、地方自治体の要請に応じた協力、これを今までどおりや

っていきたいというふうに考えております。 

あと、後ろにちょっと参考で幾つかやっている活動例等を示しています。これはMOX燃

料輸送のときの事故訓練があったんですが、それに参加していただいたものとかでござい

ます。 

最後につきましては、これは私どもの中でピアレビューというのをやっておりまして、

その例でございます。 

以上でございます。 

○今井チーム長 ありがとうございました。 

 続きまして、関西電力さん、よろしくお願いします。 

○関西電力株式会社（浦田） 関西電力の浦田でございます。 

 引き続きまして、関電のほうからは、若狭三事業者の支援連携の訓練について御説明を

いたします。 

 本件は、若狭地区に在住します三事業者の支援連携につきまして、去る8月31日に、こ
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れは福井県の総合防災訓練がございました。私ども関西電力も、この防災訓練、個社の訓

練として位置づけて訓練をいたしました。 

 本日は、三事業者の若狭連携についての御説明と、その中における活動の状況、それか

ら、御参考といたしまして、実際の8月31日の防災訓練についても、若干御説明、時間が

あれば申し上げたいと思います。 

○関西電力株式会社（古田） 関西電力の古田でございます。 

 そうしましたら、お手元の資料も使いながら、OHPで説明を進めたいと思います。 

 今年度の訓練の実例も交えまして、三事業者の支援連携訓練について御紹介いたします。 

 では、目次、1、2、3でこの枠組みの概要を御説明させていただきまして、そして4番目

のところで、今年度の訓練でどのような活動をしたかという紹介をしたいと思っておりま

す。 

まず最初でございますけども、こちら、こういう協定を結んだ経緯というのは、JCO臨

界事故でございまして、原子力災害特別措置法の中に、このような事業者間の協力という

ことが規定されております。 

2000年に今ほど御紹介のあった東海地区、それから、若狭地区、それから、電気事業連

合会でも事業者間の協力協定、こういうのが並行して進みましたので、我々もその中で検

討しておったと。 

私どもの状況を申しますと、その若狭の地域に3事業者、6事業所、合わせますと約

2,600人の従業員がおりますので、この三事業者が連携すれば、より早く効果的な対応が

可能だろうということで、三事業者で確認書を交換して発足したものでございます。 

こちらの概要ですけれども、基本的な平常時には連携ネットワークをつくりまして、緊

急時には、オフサイトの防災活動等をお互いに支援しようということを考えております。 

支援の協力事業所ですけども、弊社の事業本部のほうから三事業所、こういったところが

連携をするということになっております。 

先ほどの確認書、平成12年に締結いたしまして、同日から適用しております。その後、

逐次細かい修正はしておりますけども、最近の大きな改訂としましては、住民避難の支援

についても、スクリーニング等をやるということを応援しようということで追加しており

ます。 

あと、あわせて、要員ですとか、サーベイメーターのような資機材の数というのを、具

体的に規定をしたというところがございます。 
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 平常時は、先ほどの防災業務計画も一回修正しまして、それを三事業者で協調して行う

というのもありますが、あと、福井県の防災訓練にあわせて、この連携訓練を毎年実施し

ております。 

実際の支援連携の中身ですけれども、環境モニタリング、それから、汚染検査、除去と、

先般追加をいたしました住民等のスクリーニングでございます。 

あと、ちょっとこの辺は、続くOHPで少し少し説明が出てまいりますので省略をいたし

ます。 

実際に、支援連携本部の設置場所ですけれども、基本的に、先ほどオフサイトの対応と

いうのを強調してやろうということを念頭にしておりますので、オフサイトセンターの近

傍に設置するということにしております。 

あらかじめ決まっておりますのは、こういう発災が想定される事業所に対して、それぞ

れどの電力が本部長として支援連携本部を仕切るのかと、それぞれの支援連携本部をあら

かじめどこに置くのかということで、敦賀発電所でしたら機構さん、もんじゅさんでした

ら原電さんと、こういったことであらかじめ場所を決めております。 

黄色の丸数字で4カ所ありますけれども、①、②、③、④と、こういったところに設置

をするということになっております。 

あと、ちょっと後の説明との関係で、ここに赤が2カ所ございますけれども、今回、住

民のスクリーニング、福井県さんの訓練の中で実施しておりますので、こちらに要員を派

遣して訓練を行ったということでございます。 

今年度の県の訓練ですけれども、8月31日という日付でやっておりまして、場所として

は、先ほどの支援連携本部が弊社の原子力研修センターと、それから、リエゾンとしてオ

フサイトセンターにも数名を派遣して行っております。 

あと、実際に要員が派遣されたのが、避難中継所ということで先ほどの2カ所でござい

ます。 

訓練の参加でございますけれども、上の本部ないしは出先については、5、5、6という

ことで、16名ですね。それから、あと、今回の避難中継所に向けては、今回の訓練の実績

としては、3、3、20ということで、これは訓練の中身、現実には事象の規模に応じて人数

は増減するものですが、ちょっと括弧に入れております。 

今回の訓練の内容は、(1)と(2)は、本部ないしは出先との情報のやりとりに関するもの、

これは通例、毎年行っているところです。 
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これは、今回、県としても初めての取組でしたけれども、住民避難の支援がございまし

たので、ここに関する連携というところも今回加わっております。 

ちょっと、それを情報連絡の経路も合わせて示したものですけれども、ここは発災事業

者ということで、発電所事業本部を一式で表示しております。 

こちらから国等にも情報が行きますし、オフサイトセンター等にも情報が行くと。支援

連携本部自体は、弊社の原子力研修センターに設置をされておりますけれども、オフサイ

トセンターに数名の出先の人間を出していて、オフサイトセンターでの情報はここからこ

こへ入ってくると。 

こちら、弊社の人間もおりますので、内部的にはここから直接情報が入ってくるという

流れになります。 

そして、各事業者は、県下の三事業者は、それぞれの事業所にも支援会議というものを

設置しまして、情報経路としては、出先と本部と各社とこういう流れになります。 

あと、今回は当社が事故の発災のあれでしたけれども、この事業者の対策本部と、ここ

のオフサイトセンター、これは事業者ブースの中に三事業者が座っておりますけれども、

こことの間は、社内のTV会議で結んで情報がやりとりできるようになっております。 

これはちょっと模式図で、同じような内容になりますので省略いたします。 

これはちょっと、今回の訓練のシナリオを、その若狭支援連携の流れで整理をしたもの

でございます。今回、高浜発電所の3号機での事故を想定しまして、まず、原災法10条の

発生からスタートしまして、原災法10条のタイミングで三事業者に対する支援の要請を弊

社から行います。 

それで皆さん参集いただいて、この支援連携本部を関西の原子力研修センターに設置を

すると、立ち上げとして、まず速やかに第1回の支援連携本部を開催しまして、後でちょ

っと見本を見せますけども、体制の確立を確認すると。 

そして、今回のシナリオでは、ほどなく原災法15条事象が発生したという想定でござい

ますので、このような情報を各社の三事業者の支援会議に御連絡をすると。 

そして、これはちょっとこの流れとは違いますけれども、電気事業連合会の原子力事業

者協力間協定の支援協定というのも、ここに挟みます。今回、そこまで訓練は及んでおり

ませんけれども、基本的には、まずこの三事業者の支援連携本部が拠点になって、ここに

各社が集まってきて、電事連の本部ができるというような想定をしております。 

そして、この辺りで実際に避難がそろそろ行われるといったような情報が来て、それを
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踏まえて、三事業者でどれだけの人や資機材が集約できるかということを行いまして、そ

れを踏まえて、第2回の支援連携本部会議を開催して、要員数や資機材を確認すると。そ

して、実際に今は避難中継所でスクリーニングの実施の要請というものが来ますので、こ

れを確認して各事業者に要員の派遣を要請すると。そして、3回目の支援連携会議で支援

実施状況の確認、最後は事象の安定と、こういう流れでございました。 

ここはちょっと外に出しておりますけれども、実際の支援、避難中継所でのスクリーニ

ングに関しての大体の時系列を示しております。 

これは、最初の第1回支援連携本部会議で体制を確立したときの帳票でございます。あ

らかじめこの支援連携本部のマニュアルで、こういった様式をつくっておりまして、今回

ですと、弊社のプラントでの事故の発生を仮定しておりまして、この欄をずっと、こう〇

〇〇と書いてあるところに氏名を埋めていって行うと。要員的には、4、3、3といったと

ころで、本部の要員を構成するということでございます。 

次が、資機材なんですけれども、これも同じく支援連携本部のマニュアルの中にあらか

じめ様式を定めておりまして、この中に各社からどれぐらい用立てできるのかといったよ

うな数量を書き込んで、この総数を実際に必要な数だけ発注をするといいますか、要請を

かけて集めるということになります。 

基本的な役割は、そういう情報のやりとりをして機材を融通するということまでが支援

連携本部のメーンの役割で、これはちょっと先ほど、今回の訓練では避難中継所でスクリ

ーニングをやりましたので、これは三事業者の支援連携本部とは別に、弊社の本店対策本

部に住民対応マニュアルというのが用意されておりまして、それに基づいて、具体的な支

援実施のマニュアルというものを作成します。これは若狭支援連携本部を通じて現地に行

く支援の要員、各社の要員にお渡しをするといったような形で、具体的な活動が伝わると

いうことでございます。 

これは参考です。スクリーニングですので、測定した結果をこういうものに埋めて、や

りましょうということをちょっと今回用意したということで、支援連携本部とは直接関係

ございません。 

最後に、今回の訓練で見出した課題です。ちょっと字が多いので、絵に戻って説明しま

すが、基本的には支援連携本部は情報をやりとりするものでございますので、そちらで情

報連携に関する課題を挙げております。 

先ほどスクリーニングに関しましては、県が基本的に実施したものですので、気づき事
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項は当社なり事業者から県にお伝えしていまして、その辺の課題はここには一切書いてお

りません。 

一つ目の話ですけれども、これは先ほどの図で申しますと、結局、オフサイトセンター

で得た情報というのは支援連携本部に入れなさいよというマニュアルになっているんです

けども、実際には、ちょっとここの情報が直接こういう事業者のところに行ってしまって

いて、時々この辺の情報が回ってこなかったということがございます。そういうちょっと

情報がバイパスする、早いといえば早いんですが、ちょっとここがわからなくなってしま

うというような事例がございました。 

それから、二つ目は、逆に支援連携本部に、スクリーニング支援にかかる関電からの情

報は来たけれども、機構や原電さんからは来なかったということで、これはちょっとルー

ルメーキングが十分ではなかったんですが、実際には、ここに合わせて26名の人間が現地

で派遣されて活動しておったと。ここでの情報が、関西については結局こちらのほうに情

報が入ったので、関西はこういう形で情報が入ったんですけども、実際はここにいるとこ

ろから、こちらへ入ってきてほしかったんですけども、ちょっとそこがうまく情報が入っ

てこなかったというのはございます。 

それからあと、最後は、三つ目の課題は、今回の住民スクリーニングの要請というのは、

自治体から弊社に対して直接は行われております。ですので、ここで出てきた指示が、こ

ちらのほうには入ってきて、先ほどのTV会議がありますので、ここにいた機構さんや原電

さんも聞かれてはいるんですけれども、ちょっと明確に、我々からそういうスクリーニン

グの支援の要請をお願いしますといった形で、ここからこちらへ情報が行かなかったので、

ちょっとここの支援本部の人間が、どういう対応をしたらいいのかというのが少し戸惑っ

たということです。 

今回、住民の方の協力を得た訓練ですので、あらかじめこういう避難所に、スクリーニ

ングの要員は最初から詰めていたので、スクリーニング自体はなされたんですけども、実

際には、ちょっとここからの指示が不明確ですと、人の集まりが遅いという可能性があっ

たので、これはちょっと実質的に問題が生じ得たということで課題に挙げました。いずれ

にしても、基本的にこういったところはマニュアルに反映して、歯止めを図りたいなとい

うふうに考えております。 

最後、まとめでございますけれども、三事業者の支援連携自体はJCOの後からございま

したので、先ほど幾つかお示ししましたように、比較的マニュアル等は大分そろってきて
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おります。 

ただ、今回、新しいこういう対応というものを実際に行ったことで、主に情報のやりと

りについて、まだ十分ではないところがありましたので、この辺を反映していきたいなと

いうふうに考えております。 

まとめは以上です。 

その後、参考で今回の訓練全体の話が書いてございますけれども、ここは、もうこの絵

だけお示しして割愛をさせていただきたいと思います。いろいろ現場での対応もしたり、

それから、そういう住民避難の、このきのこの森とか、上中の対応もしましたし、あと、

PAZ内の方を何名か運んだとか、幾つか訓練を、オンサイトの訓練もやりながらオフサイ

トの訓練もやったという事例でございました。 

ちょっと時間もございませんので、メーンの話は以上ということで終わりにいたします。

以上です。 

○今井チーム長 ありがとうございました。 

 それでは、二つの御説明につきまして、御意見等ございますでしょうか。 

 今日の御説明は、オフサイトを中心とした連携ということなんですね。どちらかという

と、オンサイトというよりは。 

○関西電力株式会社（古田） 関西電力の古田です。 

 基本的に、ちょっとこちらの三事業者支援連携というのは、オフサイトの活動を協力し

ようということでございますので、それは全くそのとおりでございます。 

○今井チーム長 はい、了解しました。 

 それでは、御意見はございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○安井緊急事態対策監 関電のやつは、これはもうオフサイトなので、よく理解できると

いうとあれなんですけど、わかるんですけれど、このノア協定のほうは、事業者というか、

施設にもかなりのばらつきがあって、それで、その中でOFCというふうにおっしゃってい

ましたけど、オフサイトセンターは基本的には、そのスクリーニングとか、モニタリング

とか、そういうオフサイト対応するところなんだけれども、いわば、発電所みたいに物す

ごくたくさんの施設を、あるいは、機材を持っているわけでもないだろうから、周辺から

周りから助けようというのは、多分、オリジナルな発想だったと思うんですね。 

 なんだけど、そのいわばオンサイトへの支援なわけですよ。そこについての実証といい
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ますかね、訓練は、あまり今日は述べられていなかったように思っていて、僕らから見る

と、実際にその対策を指揮する人と、いわば、助っ人で来た人たちとの関係をどういうふ

うにやるんだとか、現実にその必要な機材を、正確にこういうものが要るんだというもの

を、施設が非常に違うにもかかわらず、うまく要求して集められるだろうかとか、ちょっ

といろいろ気になる点がありまして、その辺はどのぐらいここではうまく動いたとか、適

切な実働協力体制が構築されているとは書いてありますけども、その訓練などを通じて、

どういうふうに、ここ1年ぐらいの間に検証が行われたのか、ちょっと説明してもらえま

すか。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（青木） 原子力機構の青木でございます。 

 ここ数年、あまり動きはないというのが正直なところでございます。 

 ただ、茨城県のオフサイトセンターが中心で活動するんですが、オフサイトセンターの

横に私どもの支援研修センター、NEATというものがございまして、大事のときはNEATがそ

のオフサイトセンターを支えると。支えるのは原子力機構ですが、原子力機構は指定公共

機関という立場で支えていくものだというふうに、ちょっと思っております。 

 かなり、原子力機構の本拠地は、ほとんどは茨城のあの地区にございますので、原子力

機構の総力を挙げれば、かなりの支援はできるのかなと。 

 あとは、原電さんも指定公共機関ということで、我々プラス原電さんで、かなりのとこ

ろはカバーできるのかなというふうに思っています。 

 もし、住民避難とかそういう場合に、我々だけではどうにもならないところが出てくる

場合は、ノアの各事業者さんに助けていただくということになるかと思うんですが、ただ、

どこまでできるかとなりますと、これは限度があるということで、ここは共通的なところ、

消防車とか、あと、サーベイですか、モニタリング、この辺を中心に活動していくのかな

というふうに思っています。 

 その辺を仕切るのは、やはり立ち上がりました協力本部ですか、委員会の本部のほうで

ちょっと対応するということになるのかというふうに思っております。 

○安井緊急事態対策監 ちょっとお話が少しかみ合っていない感じがしていましてね、そ

のオフサイトでの対応に、指定公共機関としていろいろとおやりになって、これはこれで

一つの話なんだけれども、このノア協定のもとで他の事業者の緊急事態に支援を行おうと

すると、マッチした施設をきちっと持っていって、かつ、その誰かの指揮のもとにちゃん

とつかむというところが練習されていかないと、例えば、電源車を持っていくといっても、
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多分、御社の高温ガス炉と、具体名を出すとあれかもしれませんけど、ほかの施設とは多

分スペック全然合わないんじゃないかと思うんですよね。そんなもの持っていったってし

ようがないわけなんですよ。 

 だから、この辺は、今伺えば、実はここはしばらく動いていないんですということなの

で、ちょっと今日はいろいろ紹介があったけど、あまりその検証はなされていないという

状態だと思えばよろしいんですか。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（青木） 原災法事象のトラブルに対しての検証

というのは、まだなされていないというふうに思っています。 

 ただ、それ以下の事象ですか、保安規定レベルの事象については、既に幾つか訓練をや

っておりますので、その辺については、この協定につきましては十分機能するというふう

に我々は考えております。 

○今井チーム長 よろしいですか。 

 そちら、先ほどどなたか手が挙がっていましたが。 

 どうぞ、五十嵐さん。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 東京電力の五十嵐ですが、今井さんと安井さんが御質問

された内容を聞こうと思っていたので、特に敢えてあれだったんですけども、ちょっと実

は14ページのまとめの今のところの中の、今後のことになるかと思うんですけども、私ど

もと違って、今お聞きすると、やっぱり若狭は地の利みたいなのがありまして、相当、電

事連で言う協力以上の協力があるというふうに今お伺いしたんですが、基本的には現在の

確認書がオフサイトという形での支援だと聞いておりましたので、そうかなと聞いており

ました。 

 だから、今の基準どおり、3日は自分たちだけで持ちこたえるというので、オンサイト

は多分対象外だと思いながらも、実は地の利ということになりますと、万々が一、それで

もヘルプとなったときに、やっぱり、そういうところに今後課題としては広げられること

をお考えなのか、それとも、そこはしっかり中で、関電さんなら関電さんのところでやる

ので、やっぱり、オフサイトをお助けいただくというのがやはり原理原則なので、今後の

改善マニュアルの改良とか改善というところには、基本的にはやはりそこでオンサイトは

考えていらっしゃるのかなと思っていまして、ちょっとそこをお聞きしたかったんですけ

ども、そんなところでございます。 

○関西電力株式会社（浦田） 関西電力の浦田でございます。 
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 今御指摘のお話で、基本的には、やはり自分たちの中でオンサイトで頑張るというのが

原則でございます。 

 ただ、我々、若狭地区にこういった形で三事業者がおりますので、いわゆる、地の利は

かなり近いものがございますから、万々が一、いろんな意味で連携を普段からとっていく

というのが重要なことだと思います。 

 今現在、我々、運用要領とか規則で定めている資機材の中には、やはりオフサイトを中

心で、例えばサーベイメーターであるとか、そういったものが中心でございまして、まだ、

今現在のところ、今議論になっておりますような電源車とか、いわゆる、オンサイトに対

応する資機材の提供のところまで、まだ至っていないのが現状でございます。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 東京電力の五十嵐です。ありがとうございました。 

○今井チーム長 渡邉さん、どうぞ。 

○独立行政法人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。JAEAの

渡邉です。 

 若狭のほうの6ページの図をちょっと見ていると、福井県下他事業者のところに二つの

ラインが入りますよね、支援要請という格好で。左からと上からと。 

 で、その要請そのものが、何か重複したりね、ちょっと矛盾したりするものというのは

生じないのかなというのがちょっと心配になるんですね。 

 実際上、その上の黄色い支援連携本部というのを、オフサイトセンターから外しておく

必然性というのはあるんですか。オフサイトセンターの中に取り込むという可能性はない

んですか。 

○関西電力株式会社（古田） 関西電力の古田です。 

 まず、こちらの矢印は、原災法10条が発生したときの最初の初動と、ちょっとこれは書

き方が中途半端なんですが、最初の段階はこれは当然こういったところがないので、直接、

その県下の事業者に対して、原災法10条が起こりましたという第一報はこの経路で行うと。

で、その後、支援連携本部が立ち上がれば、そちらの指揮命令系といいますか、情報連絡

の経路というのは、ちょっとここ明示的には書いてございませんけども、ここからこちら

に直接行くということもありますし、オフサイトの話であれば、出先の人間がここへ入れ

るという、ここに対しては、そういう意味では確かに、こことここと頭が二つあり得ると

いう事実はあると思います。ですから、ちょっとこの絵の上で言うと、この矢印は最初の

取っかかりだけでございます。 
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これをオフサイトの中に取り込むかと言いますと、あまり詳しくは説明しませんでした

けれども、ここの研修センターはそこそこのスペースはございますので、この次のステッ

プとしての電気事業連合会の他の特に要請を、原災法10条、15条のステップで要請をかけ

ていますので、かなりの方がやってくるということを考えますと、ちょっとオフサイトは、

もうあのスペースできっちり使い切っているので、先般の事例で言いますと、華の湯とい

うようなところを我々の事業者の拠点にしておりまして、そういった形に使おうと考えて

いますので、ちょっと別のほうがいいのかなと。 

むしろ、先般、大体ピークで300人ぐらいの体制、協力をしていましたけど、じゃあ、

ここに300人が集まるのは、やや実は難しいところもあって、ちょっと考えなくちゃいけ

ないんですが、ただ基本的には、やっぱりここは分けておいたほうが、電力が集まってき

たときには具合はいいのかなと考えております。 

○関西電力株式会社（浦田） 関電です。浦田でございますけど、今申し上げたとおりな

んですけど、やはり若狭地区という地の利があっても、まずは発災したという通報をした

上で体制をとっていただくという形でありますので、一番最初は、やはり発災箇所からま

ずは連絡が行くという意味の初動でございます。 

○今井チーム長 そのほかございますでしょうか。 

 じゃあ、どうぞ。 

○水野防災専門官 防災政策課の水野です。 

 若狭地区での協定というと、このオフサイトの協定なんですが、オンサイトの協定も広

い意味では、防災業務計画のほうで各事業者間との連携というところで組んでいると思い

ます。というところで、ちょっとオンサイト側の確認をしたいんですが、この若狭にいる、

この協定を結んでいる原電と、あと、JAEAとのモバイルの装置の接続口というのは合わせ

ているということなんですか。それとも、もうそこは他社は他社、新規制基準に対応で求

められているような、そのモバイルの装置の接続口、注水ですとか電源、そういった接続

口で合わせているとか、合わせていないとか、そういうことは御存知でしょうか。 

○関西電力株式会社（古田） 関西電力の古田でございます。 

 本日の一番最初の原子力規制庁さんのプレゼンの中にも、そういう資機材のデータベー

スというお話があって、そこに絡む話かなと思いますけれども、一応、電気事業連合会で

は、まさに緊急安全対策から始まるモバイルのものを、ちょっとリストのようなものをつ

くって、お互い共有をしているというところまであります。 
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 それで、ただ基本は、自社の設備の対応のために用意しているものですので、基本的に

はまず自社できちっと使えると。今はそのお互いのコネクタみたいな話については、今は

ちょっと順次、そのリストを精緻化するといいますか、よりそういう、来てからつなげな

かったというのでは意味がないので、あらかじめ物がわかっているので、そういったコネ

クタが使えるのか使えないのかというのは、結果ですけれども、ちょっと調べて、あらか

じめうちの施設にはどこどこの会社のが使えるとか、そういったことをあらかじめ確認が

できるような形に持っていこうとしているところです。 

 ただ、だから最初から規格化をして、これでいくぞというのでは、実態はそうではない

ということでございます。 

○関西電力株式会社（浦田） あと、我々は3サイトございますし、一つのサイトの中で

も1、2、3、4号とありますが、その中では一つの規格で行っているというところがありま

すので、まずは自分たちの中で何とかするというのが大前提です。今の申し上げた他事業

者さんから、そういったものを融通するということについては、少し継続的な課題として

考えていきたいと思います。 

○今井チーム長 それでは、ここで、一旦休憩を入れさせていただきたいと思っておりま

す。 

 JAEAさん、それから関西電力さん、ありがとうございました。 

 次の開始は、15分間休憩で、15時35分の開始にさせていただきたいと思います。15時35

分にまたお戻りいただければと思います。よろしくお願いします。 

（休憩） 

○今井チーム長 それでは、午後3時35分になりましたので、再開させていただきたいと

思います。 

 資料番号2-6の課題ということで、こちらは三つ、東北電力、それから、北陸電力、四

国電力、三つ続けて御説明をいただき、その後、意見交換ということで、進めさせていた

だきたいと思います。 

 では、東北電力からお願いします。 

○東北電力株式会社（櫻庭） 東北電力の櫻庭でございます。 

 当社からは、原子力防災訓練の課題に対する対応状況としまして、プレス対応と情報共

有の方法について、御報告申し上げます。 

○東北電力株式会社（小笠原） 東北電力の小笠原でございます。 
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 今回、緊急時のプレス対応、あと、事故時の情報共有ということで、最近の訓練事例を

交えて、我々の改善、訓練の状況、改善状況について御報告いたしたいと思います。 

 1ページめくりまして、これは目次でこの2件、今日、御報告させていただきますという

ことです。 

 まず、プレスの関係でございますが、我々、どういう訓練をやっているのかということ

をここに記載させております。総合訓練にあわせまして、対応方針の検討、調整、あと、

公表資料の作成、あとはプレス結果の情報共有と、こういうことをやっております。あと、

このほかに、記者会見を模擬した訓練なども実施しまして、スキルアップに努めていると

いうところで、これもあわせて今回御報告したいというふうに思います。 

 次のページ、3ページでございますが、これが当社のプレスの対応体制でございます。

ここに対策本部がありまして、さらに各班ございますけれども、この広報班が基本的には

プレス対応の運行を行いますけれども、実際には情報の整理をしておるのはこの原子力班

というところでございまして、ここが密接に連携してプレスを対応する必要があるという

ことで、ここに絵に描いてありますとおり、原子力班のブースに広報の人間を一部入れま

して、一緒に連携・調整をしていくということでございます。 

 その体制でございますが、まず、当社、原子力班内に、あらかじめプレスでの説明者、

技術的な説明をする、当社は「スポークスマン」というふうに呼んでおりますけども、ス

タッフの管理職の中から、過去にいろんなトラブルでのプレス対応、あるいは説明会等で

いろいろとスキルがあるだろうと思われる方を何人かプールしてございます。その中で基

本的に2人ぐらいを選びまして指名をいたします。どちらか一方を責任者として指名いた

しまして、その責任者がプレスの内容について一元的にレビュー管理をしていくと。これ

はプレスの文案を全員でいろいろ確認していくようなことを従前はやっておったんですけ

ども、これだとなかなか原子力班の業務が回っていかないというところもありまして、プ

レスのほうは、プレスの説明責任者が一元的に実施・管理をしていくということをやって

ございます。あと、3ポツ目が、先ほど申したとおり、広報と一体になってやっていくと。 

 次のページでございますが、その一体となっているイメージでございまして、ここは別

途、対策本部との関係につきましては、後の資料で詳細にお話ししますけど、これは原子

力部隊の専用の部屋をつくってございます。この周りにいろんな機能チームを置きまして、

その中に広報のプレスの対応をするチームがあります。この中に広報の人間と、原子力で

報道対応をしている人間、あとはレビュー責任者、こういうのを置いて、ここでプレス文
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をつくりながら対応していくと、こういったような訓練をやってございます。 

 次のページですが、こちら、5ページにつきましては、シナリオに沿って、それぞれ、

ずっとプレスをしていくということになりますが、初動は、事故発生したプレスについて

は、速やかにできた都度、プレスをしていくと。その後、この本店の対策本部のほうで、

やはり経営層にも広報のほうでプレス方針を決めまして、こういう運行でやっていくとい

うので、大体概案をまず審議いたしまして、基本的に原災法10条、15条とか、注水停止な

ど、1時間以内を目処に、状況の変化に合わせてプレスをやっていくという方針でやって

おります。 

 その中で、最後は、かなりシビアな事象になりましたときには、経営層の記者会見も必

要だということで、記者会見の対応方針を審議したりと、こういったようなことをやって、

最後は記者会見をやっていくということになりますが、総合訓練では記者会見のほうは模

擬でやってございまして、これは別の訓練でやっているという状況です。 

 次のページでございますが、これは平成26年5月20日の訓練ございまして、特に、我々、

今、課題認識しておるところを二つ書かせていただいております。 

 まず、第1点目でございます。社内のプレス連携の方法につきましては、ある程度、形

ができてきたかなと。うまく回せるようになってきたかなと思ってございますが、やはり

国と、あと、事業者、情報連携もしながら、なおかつ、正確な情報をいかに正しく、誤解

なく伝えていくのかということにつきましては、災害時の広報として、国のほうともしっ

かり連携してやっていく必要があるだろうということで、国のほうのプレスの調整がどう

いう形でやられているのかというのを、我々、国のほうともよく御相談いたしまして、国

との連携をどうとっていくのかというのを訓練に取り入れていきたいというふうに思って

いるのが、課題の①番でございます。 

 課題の②番といいますのは、やはり、こちら、別途行っています模擬記者会見の訓練、

こういったものを通じまして、説明者、あと、レビューする責任者の育成、これを引き続

きやっていきたいと。こちら、防災訓練とは別に、記者会見の模擬記者会見訓練をやって

いる状況です。正確でわかりやすい情報発信ができるような説明者の育成と。一般の方々

が理解できるような説明を心がけると。あと、厳しい質問に対しても、正確な情報の提供

を意識した対応を行うということで、プールしているスポークスマンの広報者、その人た

ちが基本的に2～3人、入れかわりで訓練をすると。それで、周り、原子力部門、広報部門

の人間20～30人ぐらい動員をかけまして、ちょっといろいろ記者を模擬して質問をさせて
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いく。相互でレビューすると。あとは、ここに元記者の方とか講師に呼びまして、注意事

項をいただいたり、講評をいただいたりということも入れてございます。こういったよう

な取組を今後も継続してやっていく予定でございます。 

 続きまして、もう一つのお話でございます。情報共有方法についてということで、対策

本部、発電所、あと、先ほどあった原子力班、その辺の関係も含めて御紹介をしたいと思

います。 

 当社では、本店対策本部において、発電所を支援していくと。あと、対外対応をしっか

りやっていくということを念頭に置きまして、従前より、情報の収集・整理につきまして

は、この原子力班が担当して行っているということでございます。 

 ちょっと13ページのほうに飛びますけれども、従来は、ここの原子力班につきましては、

別フロアに設置してございました。けれども、やはりこの本店の対策本部との綿密な連携

が必要だということがございまして、同じフロアに設置をして、先ほど御紹介しましたレ

イアウトで訓練を実施しているということでございます。 

 それで、特にここの対策本部につきましては、社長以下、経営層が並びまして、やはり

発電所の支援、あと、外向けの対応、こちらをやりまして、発電所を支援していくと。こ

ちらにしっかりと経営判断をしながら進めていくということが必要でございますので、な

るべくここに整理された情報をコンパクトに伝えていくということが必要かというふうな

ことで、こちらの原子力班でその整理をやっていくと。 

 さらに、ERCとの連携ということで、この即応センターブース、この本店対策本部、い

わゆる即応センターの一角に即応センターブースということで、ちょうどここの対策本部

のところのこのパーティションありますけども、この裏側に即応センターというのを置い

ております。そちらに運転管理あるいは防災をよく知っている人間と、あと、安全解析、

事象進展解析の知識のある人間、こちらを配置いたしまして、ERCとの情報連携をやって

いくと。こういったような仕組みを整えて、本年5月20日に訓練をしているところでござ

います。 

 こういったことをやりまして、ちょうど本年5月20日に、ある程度、形ができたかなと

いうふうには思ってございますが、まだまだ課題がございます。課題につきましては、こ

こに書いてあるとおりですが、今後の改善状況を含めて、ちょっと御紹介いたしたいと思

います。 

 あの形は、本年5月20日の訓練の前から少しずつ整えておりました。特に5月20日の訓練
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では、発電所と原子力班の連絡は、従前は電話、ファクスで行っておりましたけども、よ

りタイムリーで詳細な情報収集が求められたということでございます。そのために、先ほ

どの配置を、ちょっと情報の流れのフローをここに起こしておりますが、ここに発電所対

策本部がございます。先ほどのレイアウトのとおり、経営層のいる本店対策本部、あと、

その裏に少し即応センター、ERCを専用に対応するブースを設けておりまして、間にこの

原子力班が入っていると。そこで、発電所からの情報につきましては、従前は電話と、あ

と、ファクスだけでやってございましたけども、ここに専用の情報連絡者を配置いたしま

して、電話でリアルタイムで連絡すると。さらに、ここの発電所の状況をTV会議でモニタ

ーするということで、情報連携専用の人間をここに配置をしております。これによりまし

て、発電所原子力班の間のタイムリーな連絡というのが実施できまして、この仕組みで、

本年5月20日、訓練をやったというものでございます。 

 もう一つ、課題がありました。それは9ページ、もう一回戻っていただきますけども、

従来は、原子力班からある程度情報は整理しておりましたけども、基本的には発電所から

の入手情報の写しの重要なもの、それとあと、電話での口頭伝達をして、そこに本店の対

策本部のほうに詰めている人間と連携して、口頭での情報共有をしておりましたけども、

なかなか経営層にわかりやすく情報が伝わらないということで、毎回毎回いろいろとコメ

ントをいただいておりまして、徐々に直して、現状の改善状況というのはこういう状況で

ございます。 

 一つは、この様式を整備したというものでございます。事象進展表ということで、重要

な機能ごとにクロノロジーがしっかりわかるような資料、それとか、あるいは本店で特に

情報がわかっていなきゃいけないのは、どういう支援がどう回っているのかということで、

支援状況を所定のフォーマットで整理をすると。 

 もう一つ、特に本店のほうは、外部電源の復旧には他部門の送電部門の協力が不可欠に

なっておりますので、一体いつまで電源を直せばいいのかと。あるいは、土木部門や道路

復旧をいつまでやればいいのかと。そういったニーズをしっかり伝えるために、対応戦略

リストというものを整備いたしまして、優先順位、どの復旧が電源であれば優先になって

いるのか。注水はどれが優先になっていて、それは作業状況として、いつごろ終わる予定

で、いつまでに、そうすると、どういうものをやってほしいかというのが、対策本部の中

でしっかり議論できるということで、この対応戦略リストというものを整備したと。 

 それ以外に、プラント状況、アズ・イズのプラント状況が一目でわかるようなポンチ絵
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を用意いたしまして、こういったものをここの本店の対策本部の大型スクリーンに投影し

ながら、あるいは配布資料で見せながら、対策をこの経営層の中で確認、議論していただ

くと。こういったような形で進められるようになってございます。 

 あと、やはりタイムリーな情報につきましては、口頭ですぐ入れなきゃいけないという

ことで、発電所からも、発電所のニーズで、TV会議にスポットで参加できる。あるいは原

子力班からも、緊急情報を入手したらすぐTV会議で情報を入れると。こういったことで、

極力ここは緊急の情報だけ伝えると。それ以外、整理された情報は、しっかり整理して伝

えると。こういったようなことを心がけて、本年5月20日のときには訓練を実施したとい

うものでございます。 

 次に、改善の③ということですが、他社のERCとの連携訓練などを視察いたしまして、

やはり専用にここに人を配置したほうがいいだろうと。もともとは対策監が来られるとき

にカウンターパートを指名しておりまして、その方1名で対策監との対応をすると。ただ

し、実際にはERCを通じて、即応センターにいろんな質問が入ってくるという状況、他社

の視察でだんだんとわかってきましたので、専用のブースを設置して、専従要員を配置し

たと。特にここでの質疑応答と、ここの対策本部、経営層で議論する発電所支援、こちら

があまり干渉しないように、それぞれ独立して動けるような仕組みということで考えてお

ります。ただし、やはりここと、ERCの対応している人間と対策本部の情報、ここの連携

も必要ですので、対策本部の裏側にパーティションを仕切って専用ブースを設置して、必

要であればこちらからすぐ情報が入るように、あと、こちらの話は、ある程度、この人た

ちも聞けるようにということを意識して、このシステムをつくったというものでございま

す。 

 以上が、本年5月20日の訓練で、当社の情報連携方法を改善したということで、御紹介

でございます。 

 この訓練の評価でございますが、概ね今までも何回か、この前段でいろんな工夫を凝ら

しながらやってきましたので、大体うまくできたかなというふうには思ってございますが、

一つ、情報共有ツールにつきましては、とりあえずうまく回ったとは思っているんですが、

有事の際に短時間でああいうものがすぐできるかどうかということが課題になっておりま

す。そういったこともありまして、その作成をいかに早くできるのか。あと、所定のあら

かじめ書けるものは最初から書いておこうとか、その標準フォーマットの工夫をもう少し

進めていきたいというふうに思っております。 
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 あと、もう一つでございますが、今は、今回の訓練では、ERCとの対応は担当ベースで

やってございましたけども、官邸あるいは官房長官、総理大臣等、直接事業者から説明を

聞きたいと、こういったような場面想定を考えた場合には、果たしてああいう体系でいい

のかと。あるいは、TV会議を切りかえるか、経営層をブースに入れていくのか、この辺、

少しどういう場面が想定されるのかを考えて、もう一ひねり、ここは改善が必要だという

ふうに、我々、認識してございます。そういったこともございまして、その様式の検証と

労力低減というものと、あと、切替運用をどうしていくのかということが、情報共有方法

として、今、課題として我々は考えて、今後、改善に努めていきたいというふうに考えて

ございます。 

 説明は以上でございます。 

○今井チーム長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、北陸電力からお願いします。 

○北陸電力株式会社（大久保） 引き続きまして、北陸電力から、情報共有に係る取組に

ついてということで説明させていただきます。 

 1ページ、まず、はじめにという、こちらのほうは割愛させていただきまして、2ポツの

平成25年度の原子力防災訓練の概要から説明させていただきます。 

 その内容につきましては、記載のとおりでございますが、下の箱のところになります。

本訓練におきまして、平成25年9月に運用開始しました緊急時対策棟内の設備を活用して

情報共有を実施しており、この取組について説明させていただきます。 

 3ポツ、発電所の取組のところにありますが、まず、「大型モニタ」と「要員専用モニ

タ」になります。これらのモニタには、社内テレビ会議の映像の他、プラントパラメータ、

ホワイトボード、現場リアルタイム映像、これにつきましては、屋外カメラ、携帯電話等

の映像になります。それから災害ポータル、これは社内ネットワーク上の電子掲示板にな

ります。 

 それで、要員専用モニタにつきましては、下の図にありますとおり、操作端末が手元に

ございまして、自由に画面を選択できるというものになってございます。 

 それから、運転シミュレーターの出力をプラントパラメータとして出力することが可能

でございまして、シミュレーターと連携したリアルな訓練が可能となってございます。 

 次のページに移りまして、発電所の取組の2/3でございます。カレントステータスの見

える化ということで、主要なプラントパラメータ、電源系統などのプラント状況を、状況
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確認シート、こちらの図のようにあるようなもので見える化を図ってございます。これに

よりまして視覚的な把握・共有を行っております。 

 次のページに移りまして、電源車、消防車などの活動場所につきまして、「発電所敷地

図」、これは本部卓の中央にございますが、そちらのほうで見える化を図ってございます。 

 次のページへ移りまして、次は原子力部門の取組でございます。 

 まず、三者(発電所・原子力本部・本店)間のテレビ会議の運用についてでございますが、

発電所状況のほか、各本部対応状況などを「総本部会議」、これは適宜テレビ会議で開催

して実施するものでございますが、そちらのほうで各本部から報告すると。それによって

社内全体で共有を図っているというものでございます。 

 それから、災害ポータルにつきましては、下の図のこの青いところに該当するものでご

ざいますけれども、発電所状況ですとか、対外説明資料、こういったものを発電所から入

手しました情報をもとに、原子力本部のほうで作成しまして登録すると。それで社内全体

の共有を図っております。 

 そして、5ポツで、訓練で見出された課題ということで、まず発電所のところになりま

す。①としまして、所内で的確な情報共有が行えるようホワイトボードを活用したさらな

る工夫ができるんじゃないかというふうなものを挙げてございます。 

 そして、発電所・原子力本部・本店の課題でございますけれども、②としまして、総本

部会議を実施する場合、以下の問題があるというふうに考えてございまして、まず発電所

につきましては、所内で共有済みの情報を改めて総本部会議の場で発信するということに

なりまして、活動が重複しますので負担が大きいと。それから、原子力本部・本店につき

ましては、発電所が報告前に情報を整理する時間があるため、タイムリーな状況把握が困

難だと。これらを踏まえまして、発電所に負担をかけず、タイムリーに発電所状況を把握

するためのテレビ会議運用の検討が必要だというふうなことを課題として挙げてございま

す。 

 それから、③といたしまして、原子力本部が災害ポータルに時系列情報を直接登録して

いるということで、速やかな共有が困難ということで、タイムリーで実効性のある災害ポ

ータルの運用の検討が必要というふうなことも課題に挙げてございます。 

 これらの課題に対応するため、東京電力殿を初め、他社さんの防災訓練を積極的に視察

させていただいておりまして、良好事例を取り入れるようにしてございます。 

 まず、発電所の改善でございます。ホワイトボードの活用についてでございますが、ま
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ずホワイトボードの記載項目につきまして、下の図にありますとおり、定型化を図ってご

ざいます。これによりまして、視覚的にわかりやすく見える化を図ってございます。これ

らの画面につきましては、定期的に原子力本部と本店のほうにファクスをするということ

で、同じ情報を共有してございます。 

 次に、同じく発電所の改善になりますが、左上のほうの図から行きますが、本部卓にホ

ワイトボードを映す専用のモニタを設置しまして、重要情報を常に見られるように、把握

できるようにというふうに図ってございます。それから、各機能班につきましても専用の

ホワイトボードを設置してございます。それから、下のほうの絵になりますが、ライティ

ングシート、これは静電気で壁に張りつきましてホワイトボードのように書き消しできる

シートになりまして壁面の有効利用及び積極的な見える化を図ってございます。 

 次のページに移りまして、原子力部門の改善の1/2ということで、②になります。「発電

所に負担をかけず、タイムリーに状況把握するためのテレビ会議運用」ということで、ま

ず検討した対策としまして、こちらの茶色のところになりますが、情報伝達の手段としま

しての総本部会議はまず廃止します。そして、発電所音声をテレビ会議により常時確認し

て情報を把握するというふうな対策を検討いたしました。 

 その対策を実施する上の課題というのが見つかっておりまして、それは何かというのが

この黄色のところに書いてございますが、テレビ会議のスピーカをONとした場合に、発電

所音声との輻輳がありまして、原子力本部と本店の活動が一部阻害されるということがあ

りました。 

 その解決策としまして、各本部に発電所の音声の聞き取り、それからスピーカの音声操

作を行うサウンドコントローラを配置しまして、こういった輻輳ですとか、そういったこ

とが起きないようにというふうな対策を講じてございます。 

 次のページの原子力部門の改善の2/2でございます。③の「タイムリーで実効性のある

災害ポータル運用の検討」ということでございます。こちらの下の赤いところにあります

とおり、原子力本部ではなく、発電所が直接災害ポータルに時系列を入力するということ

で、タイムリーな発電所時系列情報の把握を図ってございます。 

 次のページの7ポツになります。更なる改善ということで、継続的な改善・検証の実施

ということでございます。「発電所のホワイトボードの活用」につきましては、迅速性・

分かりやすさの向上を目指し、記載訓練等を実施してきております。これによりまして、

ホワイトボード要員の対応力が着実に向上してきております。 
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 それから、「テレビ会議」及び「災害ポータル」による情報共有につきましては、訓練

形式で検証を実施してきておりまして、これにつきましても、適切に運用できるというこ

とを確認してございます。 

 サウンドコントローラによりますスピーカ音声の操作遅れとか、そういった課題もあり

ましたが、それの改善を継続してございます。 

 最後に、今後の取組でございますが、緊急時対応に必要な情報共有の方法につきまして、

発電所・原子力本部・本店において、継続的に改善していきたいというふうに考えてござ

います。 

 説明は以上でございます。 

○今井チーム長 ありがとうございました。 

 それでは、次に、四国電力、お願いします。 

○四国電力株式会社（西岡） 四国電力の西岡でございます。 

 資料2-6（四国電力）に基づきまして、平成26年度総合訓練を踏まえた情報共有に関す

る改善活動について、御報告いたします。 

 1ページ目は、目次でございまして、改善活動の取組から、今年度の総合訓練の概要を

通じて、指揮命令系統、それから事故時の情報の把握、TV会議システムの運用についての

活動状況について、御報告いたします。 

 まず、はじめににつきましては、昨年度の報告会で抽出されました共通の課題、先ほど

言いました事故時の情報共有方法についての課題について、まとめたものです。これにつ

いて、総合訓練を通じて改善を図ってきております。過去3年間の総合訓練の実績を3ペー

ジに示してございます。平成24年度、平成25年度につきましては、SBOがベースなんです

けども、それに付随する事象を変えまして、炉心損傷に至るおそれのある事象を訓練して

おりまして、炉心損傷に至らないような対応がとれていることを訓練で確認しております。 

 さらに、平成26年度につきましては、事象の進展をさらに拡大させまして、炉心損傷防

止対策であります電源の確保について失敗した事象を想定しまして、炉心損傷を模擬して、

その後のC/V（格納容器）の破損防止に対する対策がとれるかという総合訓練を実施して

おります。訓練形態としまして、平成26年度にはブラインド型の訓練で対応しております。 

 それらの過去3年間、活動しまして、総合訓練で得られた各課題を抽出しまして、改善

を図っているということで、情報共有に関する事項を抜粋したものが4ページでございま

す。平成24年度、情報共有に関して1件、それから平成25年度は4件ほどの課題を抽出して
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おります。この平成25年度の課題に対する平成26年度の訓練における改善状況を、この後、

御説明したいと思っております。 

 全般的に、あと、こういった抽出した課題をどのように改善していくかという流れを5

ページのほうに示してございます。改善活動につきましては、社内でどういったところが

もう少しレベルアップしたらいいかという内容を踏まえまして、抽出した内容について改

善を図っていきますけども、それに対しては、各社報告会が、JANSIを主体にした訓練発

表会がございますので、自ら、その報告をした内容で、そこの会議でアドバイスをもらう

とか、各社の訓練状況を踏まえた、先取り、先行した内容について取り込んで、改善を図

っていくと。それから、実際に他社の防災訓練を調査、見学させていただいて、目で見て、

改善活動に反映していると。そういった内容をまとめまして、次の訓練のところで、その

改善内容が計画したとおりになっているかということを確認しているという評価を行って、

こういったPDCAのサイクルを回しております。 

 それでは、具体的に事故時の情報共有について、至近の7月に行いました総合訓練の状

況から事例を紹介したいと思います。 

 まず、総合訓練の概要でございますけども、本年7月に行いました。先ほど少し述べま

したブラインド訓練で行っておりまして、体制としましては、伊方発電所の災害対策本部、

各機能の災害対策本部と、本店、それから松山の原子力本部の即応センターを踏まえてや

っております。あと、参加としまして、ERCにも参加いただいております。 

 今回の改善内容としましては、伊方発電所の中の災害対策本部の指揮命令に関する件と、

それから情報共有に関する件、それとあと、本店、原子力本部（松山）との情報共有、TV

会議を用いた情報共有、これらについて、前年度の訓練を通じた改善、抽出項目が挙がっ

ておりますので、改善を確認しているというものでございます。 

 そのときの事象につきましては、先ほど少し言いましたように、SBO対策の電源が確保

できないということで、原災法15条事象になりますと。それが継続したうちに、水源であ

りますタービン動補助給水ポンプという水の補給もできなくなるということで、これが継

続しますと炉心損傷に至りますので、それらに、炉心損傷前後にC/V破損防止対策ができ

るかという、そんな指示ができるかというところを訓練しておるというところでございま

す。 

 具体的な情報共有の改善対応内容でございます。昨年までの体制といいますか、災害対

策本部の体制としましては、本部長としまして防災管理者がおりまして、各機能班が、六
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つの機能班がおりますけども、その各機能班の情報を本部長に直接上げますと、本部長の

負担が大きくなりますので、間に総括を置いて、総括が情報を取りまとめて、本部長の指

示、指揮を仰ぐというふうな体制にしております。昨年まで、総括一人でおりますと、事

象想定を結構重くしますと総括の負担も重くなるということで、その負担軽減を図るとい

うことが課題になっておりました。 

 あと、その総括と各機能班の連携を図るときに、各機能班は、それぞれのテーブルを持

っておりまして、各テーブルから総括に報告するというようなこともありましたけども、

それですと、情報の連携がうまくいかないことがあったという課題がありました。それに

対して、今回は、総括を技術系の総括と、総務とか報道に関する総務系の総括と、2名を

置いて対応して、情報の指揮命令系統がスムーズに行くことを確認しております。訓練で

評価した結果、良好だったという結果を得ております。 

 あと、総括と各機能班の連携ですけども、各テーブルで報告するのではなくて、総括と

か防災管理者、要するに、本部長がいますテーブルがありますけども、そのテーブルの中

に各機能班の班長が集まりまして、重要なところでは、そのテーブルの中で報告するとい

う運用を行いまして、訓練を通じてその効果が確認されたというものです。9ページに、

その今言った課題と活動状況について文章でまとめてありまして、有効であることを確認

したような内容になっています。 

 9ページの右下に、ちょっと小さいですけども、写真をつけております。これはセンタ

ーテーブルの写真でございます。このセンターテーブルにおいて、各機能班の班長が報告

することによって、情報連携をよくする。あと、総括を2名置いて、指揮命令系統がスム

ーズに行くようにしたというものでございます。 

 次に、事故時の事象進展の把握についての改善状況について、御説明いたします。昨年

までは、これは、一番左側が緊対所の中にある災害対策本部ですけども、災害対策本部の

情報につきまして、ホワイトボードを用いて情報を集約して、それと、大型ディスプレイ

を通じてパラメータ等を、プラント状況、事象進展状況を共有していくことにしていたん

ですけども、この大型ディスプレイと、その横に大型スクリーンというのがあるんですけ

ども、この使い方の運用が明確じゃなかったということが挙げられております。 

 あと、事象進展につきましては、社内の電子掲示板にそれぞれのプラントパラメータを

入力して、事象進展の状況を、各機能班の活動状況を把握するようにしていたんですけど

も、昨年までは事象進展を情報連絡班という一つの班が担っていましたけども、そうする
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と負荷が大きくなるということで、今年度は、事象進展の状況を各機能班がそれぞれ入れ

ることによって、スムーズに入力できるようにするという改善を行っております。 

 ちょっと戻りまして、先ほどの大型ディスプレイと大型スクリーンの機能分担ですけど

も、次のページに改善活動状況を示しております。大型スクリーンにつきましての役割を

書画カメラを専用として使用するという情報共有の運用を図りました。書画カメラで何を

映すかというと、最近はEALの判断等がありますので、EALの判断をチェックシートに基づ

いて、このように判断したということを大型スクリーンを使いまして共有するという改善

を図っております。それによって、有効であることを確認しております。 

 あと、改善活動の下側は、プラント状況、それから緊急時対策状況が一目でわかる資料

というのか、一覧表というものをつくっておいて、緊急時にはそれを活用して、現在、災

害対策の中の資機材がどのように運用されているかというのを一目でわかるような一覧表

を作成したということです。これについては、今後とも資料の最新化を図るルールづくり

を行うように考えております。 

 最後に、TV会議システムの運用について記載しております。12ページには、従来のやり

方をちょっと書いてありませんけども、従来のTV会議システム、社内のTV会議システムの

運用は、TV会議によって、発電所、一番左側が災害対策本部の写真ですけども、発電所の

災害対策本部の機能を邪魔してはいけないということで、別室にTV会議システムを置いて

おきまして、事象がある程度落ちついたというか、一定期になったところで、本部長と炉

主任が本店等に情報連携するようなTV会議の運用をしていたんですけども、それではなく

て、よりTV会議システムをうまく活用しましょうということで、緊対所の中にTV会議シス

テムを置くようにしました。そして、災害対策本部の本部長であります防災管理者がある

意思決定をしたときに、社内に連携するような運用を図っております。それによって、今

回は、例えば炉心損傷を模擬しておりましたので、炉心損傷後の格納容器の破損防止対策

として海水を注水する判断をする必要がありますけども、その海水注水の判断時の社内の

共有というものが、社内TV会議を通じまして報告されて共有されたということで、うまく

活用できたというふうに評価しております。 

 最後に、13ページは、今言った社内TV会議システムの課題と活動状況について、今後と

もさらなる改善を図っていくということで、一番下のところに今後の課題を書いておりま

す。今言ったような内容で、社内の情報共有については、昨年度から改善が図られている

と思いますけども、ERC等、外部との情報連携については、まだまだ改善の余地があると



 89

いうふうに認識しておりますので、そういったところについて、国の防災ネットワークを

用いたTV会議システムを用いた情報共有について、より適切にできるように、検討してい

きたいと考えております。 

 四国電力からは以上でございます。 

○今井チーム長 ありがとうございました。 

 それでは、三つ御説明いただきまして、これに対して御意見をいただければというふう

に考えております。 

 どうぞ。 

○中部電力株式会社（後藤） 中部電力、後藤でございます。どうもありがとうございま

した。 

 本店側と発電所の情報共有というのは、ずっと悩んでいるものですから、TV会議を別途、

つなぎっ放しにするですとか、トーンリンガーというのですか、いろいろ勉強させてもら

いたいなと思っています。 

 東北さんに一つ伺いたいのですが、本店の対策本部と原子力班は、これは別部屋ですよ

ね。原子力班長さんという方も、こちらの別部屋にいらっしゃるのですか。 

○今井チーム長 東北電力、お願いします。 

○東北電力株式会社（櫻庭） 東北電力の櫻庭でございます。 

 原子力班長は原子力部長でございまして、対策本部のほうにおります。原子力班のほう

は副班長で、原子力部の副部長、実際には私が副班長でのそこのキャップを務めさせても

らっています。 

○中部電力株式会社（後藤） 中部電力、後藤です。ありがとうございました。 

 そうすると、本店対策本部に原子力班からいろんな報告がされると思うのですけれども、

それは、都度、副班長さんなり班員の方が班長に報告をされて、その都度ないしは緊急の

場合はTV会議を使われるということなんでしょうか。 

○東北電力株式会社（櫻庭） 東北電力の櫻庭でございますが、発電所からの情報を整理、

先ほど説明をいたしましたが、集約・整理しまして、様式を定めて、わかりやすい形にし

て本部のほうに情報を流しておりまして、本部のほうは、その情報を原子力班長の原子力

部長、主に経営層、社長以下、関係役員のほうに、それをまたかみ砕いて説明するという

ような形をとっております。時間遅れは、基本的には様式を定めたということもありまし

て、従来に比べて、整理してから本部に入れるまでの時間は十分短縮できて、時間遅れは
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ほとんどないのかなというふうには認識はしております。 

○中部電力株式会社（後藤） ありがとうございました。 

○今井チーム長 それでは、ほかには。 

 どうぞ、北陸電力。 

○北陸電力株式会社（高橋） 北陸電力、高橋です。 

 これは原子力規制庁さんにもちょっとお伺いしたいところなんですが、北陸もプレス対

応の練習というのはやるのですけれども、私たちは、いつも原災法10条以降はオフサイト

センターがプレスの一元管理することになるであろうと。私たちのプレス対応者は、オフ

サイトセンターに派遣されている副社長もしくは常務で、謝罪が入るような場合には、社

長がそこに出向いて会見するというつもりでいつも想定しているんですが、その辺りはど

ういう形で考えていったらいいのでしょうか、事業者は。好きなときに好きなようにプレ

スすればいいんじゃないですかというようなことになるんですか。それとも、できるだけ

オフサイトセンターで、国、事業者、自治体ですか、そういったところが一斉にプレスす

るというような形をイメージすべきなのかというところなんですが。 

○今井チーム長 じゃあ、私のほうからお答えさせていただいて、もし違っているようで

したら、後からオーバーライドしていただけると思います。 

 基本的には、いわゆる施設の中の状況については、事業者のほうからプレスに対して説

明されるので、よろしいかと思いますが、それが本店なのか、オフサイトセンターか、

我々はそこを止めるものではないというふうに考えています。いわゆる情報を持っている

にもかかわらず、それを出さないということは、やはりプレス、メディアとの関係では、

これはできないというふうに考えますので、今、その状況でもって、事実関係について御

説明されることは、我々として止めるものではないかと思います。 

 一方、例えば住民防護措置とか、別途、いろいろなほかのオフサイトの対応も含めて、

先ほど豊嶋さんのほうからも話がありましたけれども、我々のほうから情報が流れている

ものもございますが、それに対して説明責任は、それぞれの機関がやはり持っているもの

だというふうに考えますので、それに対して、仮にプレスもしくはメディアの方から御質

問があったら、それは国のほうにお尋ねしてくださいといった、そういったオペレーショ

ンになるかなと思っています。原則、我々として、今、例えば何かの情報について、情報

提供しちゃならんということではないかなと考えております。 

○北陸電力株式会社（高橋） 北陸電力、高橋です。ありがとうございます。 
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 ただ、いつも、これも社内で議論になるんですけれども、例えば今まで動いていたディ

ーゼル発電機が止まってしまった。そうすると、オフサイトの対応も当然考えなきゃいけ

なくなる。それを我々がディーゼル発電機が止まりましたと言って慌ててプレスをしても、

いわゆる自治体さんも認識していらっしゃらない状況で突然言うと、それはまた混乱のも

とではないかと。そうなると、やはりオフサイトセンターで関係者がしっかり情報を共有

した後、プレスをすべきではないかと。もちろん1時間も2時間も共有に時間をかけるとい

うことは考えられないんですけれども、そうすると、やはりプレスはオフサイトセンター

一元というイメージは間違っているんでしょうか。 

○安井緊急事態対策監 多分さっきの東北電力の訓練の中にもあるように、自社がやらず

に済むとは私は思えないんですね。それで、プラントの状態について、北陸電力のプラン

トである場合に、北陸電力におけるプレスの説明がなしで済むとは私には思えません。し

たがって、OFCでしかできないんだというふうにお考えになる必要はないし、そんな統制

をかけることは有効だとは私は思いません。 

 ただ、実際には、それまでになんでしょうけれども、地元の関係とか、それから関電み

たいに、何といいますか、本店とはまた違うところに即応センターがあるところというの

がありますので、その辺によっては、若干のバリエーションはあるだろうとは思います。 

 それから、プレスの会見のタイミング、これはまだちょっと今、私は、組織間のプレス

の際の情報のベースをどのぐらい共有したらいいのかというのは、まだ現実訓練の経験が

積み重なり切っていないんじゃないかと。やっと、今、今日聞いていても、やっとこの訓

練の視野のところがメディア対応に届き始めたというのが、僕はまだ正直なところだと思

っていまして、したがって、これはもう少し、何というんですか、まさにTV会議システム

を今使いながら、だんだん方法論が進んできているように、そこはもう少し時間がかかる

かもしれないなとは思っています。そんな感じで、そう思うんですけどね。 

○今井チーム長 関西電力。 

○関西電力株式会社（浦田） 関西電力の浦田でございます。 

 今、御指摘いただきましたが、我々も、この間の訓練でも、プレス対応がどんなものに

なるか、非常に現実的に考えたときに、まずオフサイトセンターにプレスが設置されるま

での間は、これはやはり独自にその発災事業者が対応せざるを得ないだろうと。そのとき

に、今、御指摘いただきましたように、私ども、即応センターが若狭地区にございます。

M3（美浜3号機）のときの対応から考えても、プレスが、やはり我々、事業本部のほうに
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来られる方も多々おられると思いますので、それまでの間は、やはりそこが一つの対応拠

点になろうかと思います。と同時に、大阪中之島のほうにも、やはりこれは大阪ですので、

そこにプレスの方も来られますので、いろんな想定がございますけど、やっぱりそれまで

は二元で対応せざるを得ないと。オフサイトセンターで一元化というのが一つの理想の形

ではあるとは思うんですけども、やはりそこで対応を始めると、なかなかその一元化で、

そちらに移ってくれというのは、なかなか難しいところもありますので、そういった形で、

多次元で対応するという事態もやはり想定はされるんだろうと思います。そのときに、大

きなものは情報共有をしていって、プレス対応するというのが現実的なものだと思います。

時間遅れ等か、タイミングによって、そのちょっと前にある事象が展開をしたというとき

に、そこをどう申し上げるかは非常に難しいところではありますが、そこはなるべく情報

共有していくという形になろうかと思います。 

 あと、やはり発災事業者として持っている情報が、ホットな情報があれば、やはりこれ

は積極的に、大きなものでなければ、状況の報告という形で、やはりプレスの中に取り込

まざるを得ないのかなというふうに考えております。 

○今井チーム長 どうぞ。 

○九州電力株式会社（豊嶋） 九州電力の豊嶋でございます。 

 先ほど、安井対策監が言われたように、多分プレス対応というのは、これからの非常に

重要な課題だというふうに思っております。その中で、先ほどの東北電力さんが、課題の

①の中で、国との連携を取り入れた訓練を実施していくという議論があったかと思うんで

すけども、そのときにどういうチャンネルで連携していくかというのは、今後、調整させ

ていっていただきたいなというふうに思っております。 

○安井緊急事態対策監 それは全く我々も同じでして、というのは、ちょっと厳密に言う

と、僕はオンサイトなんだけれども、オフサイトを含めて、やはりプレス、僕は「メディ

ア」という言葉が正しいように思うんだけど、メディアや、やはり報道への情報を提供す

るグループ同士のリンケージが要るのかもしれないと思って、この辺、むしろ担当される

方々も含めたちょっと意見交換を一度やりたいなと思っているんです。 

 別に日本ではない国の例なので、そのまま使えるかどうかはよくわからないんですけれ

ども、この前、ちょっとフランスの訓練に行ってきたんですね。そうすると、フランスで

は、あそこの電力会社、規制機関、自治体とかのやっぱりプレスを、メディアの対応をさ

れる方々同士が、基本線というか、発言を抑えるという意味じゃなくて、事実関係を共有
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する何かシステムを持っていまして、ただ、そういうのも含めたやり方を自分たちも使え

るかどうかというのは、これは現実問題がありますから、そうしたことも含めて、ちょっ

と今おっしゃっていることについては、むしろ、まさに今日やっていると、来年の次回に

向けての大きな課題だと思っていますので、そこのいわば対外情報提供スキームについて

は議論を深めたいと思います。 

 その観点で、ちょっと僕の質問で恐縮なんですけど、あれ、東北電力が、僕、訓練へ行

かせてもらったんですけれども、事態の進展の中で、原子力班の方はかなり事態の進展を

よく知っていたんじゃないかという気が若干していまして、したがって、プレスとかの資

料をつくるとか、ああいうのも、比較的スムーズにできる条件だったんじゃないかという

ふうに私には見えました。それで、ですけど、現実はいろいろ起こるし、それで、現場を

やっている人たちは、いわばその状態を追いかけているわけですね。追いかけながら資料

をつくるというのは非常に大変なんですよね。だから、この資料に書かれていたようなや

り方についての付加は、これは御社だけじゃないんだけれど、全体、みんなで少し検証を

し続けていかないと、まだちょっと一番いい解といいますか、均衡点には到着し切ってい

ないかなというふうにはちょっとまだ思っていまして、できるだけのベストを尽くすとい

うエリアにおいては、もちろんできているんだけれども、さらに道具立てをよくしたり、

工夫を大分していただいているんだけど、さらにちょっとまだこれは余力、余地があるな

とは思っておりますが、どうなんですか、あれは、大分実はよく知っている、展開を知っ

ている人が対応していないと、あんなスピードでできないように思ったんですけど、どう

なんでしょうか。 

○東北電力株式会社（櫻庭） 東北電力の櫻庭ですけど、基本シナリオは、本当に関係者

で十分に実はすごく検討しまして、今までにないぐらい時間をかけてつくり込みをしたと

いうのがありまして、関係するところも全部、もう訓練のいつ、どの時点で、どういうこ

とをするのかというのも、ある程度、細かい時間帯まで決めまして、つくり込んだという

のが実態です。 

 ただ、一方では、現場のほうでは、例えば瓦れき撤去、それから注水車による注水訓練、

これは実働でやっていまして、この実働に合わせて、女川から情報発信を受けるというも

のもやっておりましたので、実際には、したがいまして、現地から、例えば、今、瓦れき

の撤去が終わりました、あるいは、原子炉建屋に注水車の接続が完了しましたというのは、

これは本当に実時間でやっていましたので、実は本部のところでは、実はMUWCによる注水
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のところは、実はちょっとシナリオとは違って、意図しないアドリブのような形になって、

そういった対応をちょっと余儀なくされたところはありますけども、でも、それはそれで、

ある意味では訓練としては有効だったかなと思います。そういうことでは、シナリオにつ

いては、今回、非常にやっぱり我々としては重要だと考えまして、もう考えられること全

て盛り込んでつくろうと思って対応いたしました。 

 以上です。 

○今井チーム長 そのほか、ございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○北海道電力株式会社（槙） 北海道電力の槙でございます。 

 弊社のほうの発表の中で、複数機の同時発災ということもバリエーションに取り入れな

きゃならないんじゃないかということでお話をさせていただきましたが、弊社のほうも、

情報共有という観点で、先ほどの話の中でも、例えば影響が小さいような事案であれば、

本部長まで上げないという形で、外乱にしないというような運用をするというようなお話

もありましたけども、例えば複数号機が同じような非常に大きな事故になったときに、こ

の情報共有に当たりまして、何か配慮することを考えていることがあれば、3社さんの中

で教えていただければありがたいと思います。 

○今井チーム長 各社でございますか。幾つも情報が挙がってきたときに、うまくさばく

方法というかですね。今、我々、訓練を見ている感じでは、複数ではなくて、単発号機の

ところが多いかと思ったんですけど、どこか、東京電力は、たしか複数号機でも、恐らく

発災したのを想定して情報をさばいていたかと思いますけれども。 

○東京電力株式会社（五十嵐） 東京電力の五十嵐です。 

 ちょっと北海道さんのお答えになるかどうかはわかりませんけど、私ども、複数号機の

発災訓練をやってございます。その情報の共有というよりも、情報がいかにTSC、すなわ

ち、発電所の中の本部に挙がってくるかというときには、やはり専用の、例えば一くくり

に発電班といっても、7基もございます。したがいまして、発電班でも1号担当、2号担当

と。その人間がいかに本部に挙がってくる努力をするかと。先ほど、私ども、当直長、当

直副長という役割をいたしましたけども、中央操作室側から1号担当の発電班のほうに上

がってくると、そこで情報を整理されて、そこが所長である本部長に挙がっていくという

形で、七つの発電班を用意したわけでございます。そこに3基と4基ずつで統括の発電班長

というか、発電部長みたいな形の人間を置いて、それをコントロールする、マネジメント
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すると。そういうふうな形で進めておるというのが、御参考になれば、御報告というか、

お話しさせていただきました。 

○今井チーム長 そのほか、東京電力以外にございますか。 

○四国電力株式会社（西岡） 四国電力の西岡です。 

 まだ四国電力では、複数号機の訓練というのは実施したことはないんですけども、ただ、

3号機をメーンに訓練をしたときに、1・2号機は停止中という条件ですけども、1・2号機

のSFPの状況については報告を挙げるようにしておりますので、その際の注意点というの

は、一般的でございますけども、最初に3号なのか、1号なのかを確実に伝えると。相手の

顔を見るなり、副長なりを確認して、ちゃんと伝わっていること、1号で言ったことがち

ゃんと1号となり返ってきているか。3号となり返ってきているかというのを確認するとい

う、基本的なところで情報を共有するのかなと思っております。 

○今井チーム長 どうぞ。 

○安井緊急事態対策監 安井です。 

 福島のとき、あの事故のときの体験からしても、我々のサイドも、もちろん主たる大き

い情報を共有するところは、一つ一つの号機には分かれないと思いますけれども、やっぱ

りプラントの状況を追いかけるという意味では、号機に一人ずつ張りつけるのに近い体制

変更を行います。だから、多分それが一つのモデルなんじゃないか。ちょっと社によって

組織が、たしか二つで一つのグループを組まれているようなところもあったと思うんです

よね。この間、たしか九電に行ったときは、1・2号機と3・4号機が別々に、だから、そう

いうやり方もあるのかもしれませんけれども、やっぱりどんどん事象が動いていく中で、

どの号機がどれだか、だんだんわからなくなると混乱をするので、やっぱりちょっとフォ

ロー体制は、今、北海道がそういうふうに考えるときであれば、やっぱりちょっとそうい

う編成に耐えるように構成していくということは、一つの知恵じゃないかなとは思います。 

○北海道電力株式会社（槙） どうもありがとうございました。今のお話を伺いますと、

例えばERCさんと即応センターが対応するときも、同時複数号機発災のときには、それぞ

れの号機ごとの担当を決めて、お話をするようなこともあり得るということでございます

か。 

○安井緊急事態対策監 ちょっとこちらのERCも、少しずつまた体制が変わっていくので、

ずっと有効かどうかはわかりませんけれども、むしろ実際に、今、その時点、時点で起こ

っている非常にプラントの大きい状態をつかむラインは、それはそんなに細かく分けられ
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ないので、一つのサイトに対してERCの受け口が一つだと思います。ただ、その横で、一

体、いろんな今どうなっているんだという、つまり、情報をアップデートして、プラント

の状態をお互いがつかもうとしますので、そのときには、多分担当者を多少分けないと、

一人で複数号機の細かい情報をハンドリングするのは僕は難しいんじゃないかと思います。 

○北海道電力株式会社（槙） わかりました。ありがとうございました。 

○今井チーム長 では、すみません、ちょっと時間の都合で、先に進ませていただきたい

と思います。 

 資料番号2-7で、中部電力及び日本原子力発電から御説明をお願いしたいと思います。 

 すみません、私、題目を申し上げていなかったです。訓練効果確認の指標、いわゆる評

価の指標と、それから中期計画の策定といった中期的な視点での計画の策定についての御

報告になります。準備ができましたらお願いします。 

○中部電力株式会社（後藤） 中部電力原子力部の後藤でございます。 

 それでは、訓練効果確認の指標の設定についてということで、当社の取組について、簡

単に御説明させていただきます。 

 このお題は、昨年の訓練報告会の場で、訓練の効果を確認する指標の設定が課題である

と、どちらかというと、当事業者の側から指摘したということで、今回、報告をさせてい

ただくということでございます。 

 まず、当然のことながら、必要性についてということでございますけれども、防災対応、

発電所で言いますと、我が方では防災課というセクションは設けてございますけれども、

それでも、そこだけで防災対応するわけじゃなくて、全発電所全員、もしくは会社全体が

総力を挙げて、もしくはグループ会社も含めてという、総力戦になるわけでございますの

で、そういった意味では、大多数の人間は通常の業務と異なった対応が必要になります。

それをどうやってスキルアップするかというと、やはり防災訓練、いろんな形があろうか

と思いますけれども、訓練によるスキルアップが求められるというふうに考えられており

ます。 

 それから、求められている法令なり、指針類で求められている対応を的確にできたかと

いう観点。それから、決められたことをやっていくだけではなくて、常に新しい改善事項

はないかと、そういった意味で、PDCAを回していくという観点が重要かなと思っておりま

す。というわけで、従来から社内での訓練の評価を行っておりまして、その中から課題を

抽出して、スキルアップに取り組んできたと。いわゆるPDCAを回してきたということはあ
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りました。 

 まず、これは平成24年度以前と、平成25年度からのやり方ということで比較してござい

ます。二つございまして、一つは評価体制の話であります。まず、平成24年度までは、訓

練参加者が自分で評価を行っていたということであります。そうなりますと、プレイング

マネジャーではありませんけれども、訓練を行いながらの課題抽出ということで、本当に

拾うべき課題がちゃんと拾えるかと、見落とす可能性があるのではないかと、そういうこ

とを考えまして、平成25年度から、訓練参加者とは別に専属の評価チームというのを編成

いたしました。構成については、また後で御説明します。 

 それから、評価の項目であります。平成24年度以前は、評価者、自分たちでありますけ

ども、それぞれ、訓練をやるに当たって、こんなことを評価していこう、どんなことに気

をつけようと、そういうことを定めておりました。したがいまして、評価項目、統一性が

ないですとか、いま一つ、曖昧であったと。そういうことがありましたので、平成25年度

につきましては、法令ですとか、社内指針類、それから、これまでの指摘という改善事項

ですか、そういったものを踏まえまして、評価チェックシートというものを作成しまして、

評価項目の明確化を図りましたというのが平成25年度であります。評価チェックシートの

話は、午前中のたしか中国電力さんの説明もございましたので、若干ダブるところもあろ

うかと思いますが、続けます。 

 まず、評価チームの話でございます。平成25年度の総合防災訓練では、以下のこういっ

た評価チームをつくりました。①でありますが、副原子力防災管理者――発電所で言いま

すと課長級以上だったと思いますけれども――を評価チームのリーダーとして選任しまし

た。それから、いろんな班がございますので、各班を見る評価者につきましては、それぞ

れの班から、ちょっと引き抜いてという言い方はあれですけれども、そういった要員を選

んで評価者としました。 

 それから、評価者につきましては、各機能班（指揮者・副指揮者・担当者）の役割がご

ざいますので、それぞれに評価者を置くと。それから、あと、総合訓練でしか評価できな

い各班の連携ですとか、情報共有と、そういったところを重点的に見ようということで、

評価者をそれぞれで置きました。 

 どんな項目をどのようにチェックしたか、確認したかというチェックシートであります。

これを平成25年度の総合訓練で作成してやっております。ちょっと字が小さいのですが、

これをもう少し大きなものを後ろのほうにつけてございますので、詳しくはそちらで御確



 98

認ください。 

 ここでは、対策本部の運営ということで、技術班の状況把握グループというところがプ

ラント状況把握等を行うことについて、どういった目標を設け、それについてどういった

項目を検証していくかということをまとめてございます。これをチェックシートに明記し

まして、達成度を判断できる評価項目というのを抽出しました。 

 検証項目として、体制の速やかな確立であるとか、指揮命令系統を明確にすること、各

班の連携を確実に実施することといったようなことを書いて、それぞれの項目につきまし

て、積極的に訓練に参加していたかですとか、こちらは指示・報告に対する復唱ですとか、

情報共有を積極的に行ったか。あと、資機材を扱うことがある場合は、その取り扱いが適

切であったかどうかと。あとは、前回の訓練からで、いろんな指摘、改善点がありました

ので、その点について、ちゃんと改善がなされていますかというような視点からの項目で

あります。 

 ちなみに、このMCRは中央制御室で、HTCは浜岡のシミュレーターを使った訓練をやって

いますので、そちらのことでございます。 

 平成25年度、こういった取組をいたしまして、良好事例、課題、それぞれ、幾つかが得

られております。まず、よかったなと思うことであります。今、御説明しましたようなチ

ェックシートを作成しまして、それに基づいて評価を行ったということで、訓練参加者本

人では、なかなか気づかないような改善点を抽出することができたと考えています。具体

的には、特に自分の仕事、自分の任務というよりは、よその班との情報共有のあり方であ

ったりとか、浜岡の本部への情報の挙げ方が適切であったか、そういった観点からの改善

点が抽出できたと思っています。 

 それから、それぞれ、達成目標や検証項目に応じた評価が実施できたというような良好

事例はございましたけれども、当然課題もございます。評価項目ということで定めました

けれども、人による評価でございますので、評価者は、果たしてどんな力量ですかと。こ

の人によっては、基準なり評価結果そのものが変わってしまう。ひいては、ちゃんと酌み

取るべき課題が抽出できない可能性もありますねと。それから、結果として改善点の数が

多かったので、これは評価方法そのものとはちょっと違うかもしれませんが、実際に改善

を行うためには、当然軽重をつけて、それに応じて対応していくことが必要ということが

見出されました。 

 それで、今後の取組ということで、今の課題について、こんなことをやっていくという
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ことであります。評価基準の標準化につきましては、ばらつきが出ないように、項目だけ

ではなくて、評価基準を定めていくということ。 

 それから、抽出された改善事項の整理及び管理方法の改善と。せっかく改善すべき事項

が出てきたのに、それをちゃんと改善につなげられないのは非常に問題でありますので、

それにつきましては、改善を速やかに行うことができるよう、改善事項の分類方法ですと

か、管理方法について検討を行っていくというような、今、取組を図っておりまして、先

日、平成26年9月4日に総合訓練を浜岡で実施をいたしました。その際には、この試行的に

運用といいますか、実際に試行的に評価基準を定めまして、これをやってみました。その

分析については、今、まさに行っているところでありまして、今日は、すみません、この

場でこうでしたというふうな御説明はできないのですけれども、来週とか再来週ぐらいに

は、何とかこんなことであったというような評価ができるのではないかなというふうに思

っております。これで全てというよりは、こういった形の訓練で酌み取るべき課題を酌み

取り、それを都度、改善につなげていくということで、しっかり取り組んでいきたいかな

と思っております。 

 以降は、参考になりますけれども、まずは、実際にどんなふうなイメージでやったかと

いうことで、これは今年の2月の総合防災訓練の体制であります。実際に訓練に参加とい

う形で行きますと、本店も含めて500人強でありまして、緊急時対策所を中心としまして、

中央制御室に見立てましたシミュレーター、それから、あと、現場のそれぞれの連携訓練

と、それに対して、このときには、訓練評価チームとして、大体40人弱を充てまして、そ

れぞれ、先ほど説明しましたようなチェックシートをもって、緊急時対策所のそれぞれの

対応、それから現場でのそれぞれの対応を評価したということであります。こちら側は、

いわゆるコントローラーという形になるのでしょうか、訓練統制チームという形で13人を

置きまして、情報の付与ですとか、それぞれに行ってございます。 

 これは、先ほど、後でもう少し大きな形でということで、お見せすると言いましたチェ

ックシートの例であります。同じものでございまして、技術班の状況把握グループでプラ

ント状況把握等を行うことについて、まず、検証項目と達成目標、それに対して、どうで

あったかということを簡単にこのチェックシートを用いてやってございます。実際には、

今はこの班の名前や編成が変わっておりますが、八つ班がございまして、最低でも一つ、

班によっては二つ、三つ、チェックシートをつくったところがございますので、確かに15

とか20ぐらいのチェックシートを使って、評価を行っているところであります。 
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 以下、2ページ、3ページございますけれども、これは、あと、お手元の資料のほうで御

確認をいただければと思います。こういった形で、訓練の効果を確認する指標を設定して

取り組んでいるというところでありますので、皆様の御意見もいただきながら、もっとも

っとよいものにしていき、最終的には対応能力の向上につなげていきたいというふうに考

えてございます。 

 当方からの御説明は以上であります。ありがとうございました。 

○今井チーム長 続きまして、日本原子力発電のほうから御説明をお願いします。 

○日本原子力発電株式会社（小倉） 原電、小倉でございます。 

 それでは、訓練効果確認指標への中長期的視点の反映についてということで、弊社の取

組を紹介させていただきます。 

 まず、こちらは、弊社の昨年度の訓練の概要を簡単に紹介させていただきます。東海発

電所については今年の3月、東海第二については昨年の11月、敦賀については本年2月に、

それぞれ実施してございます。想定条件、主要シナリオについては、割愛させていただき

ます。 

 次に、こちらは、昨年度の訓練の特徴でございます。こちらについても詳細は割愛させ

ていただきますが、本日の報告内容の一つになります中長期達成目標、こちらを敦賀の発

電所にて、今回、設定して検証しているということでございます。 

 では、本日の報告内容でございます。まず、昨年度の訓練報告会の結果報告ということ

で、事業者からの指摘ということで、訓練効果を確認する指標をどのように設定するかが

課題との指摘があったということでございます。 

 弊社の話でございますけども、昨年11月に実施しました東海発電所の防災訓練、その結

果を原子力規制庁殿に御報告した際に御意見をいただいております。訓練方法の改善につ

いても、中長期的な課題として取り上げることが、対応能力を向上するための改善として

必要であるということを御助言いただいております。 

 こういったことを踏まえまして、従来、訓練ごとに達成状況を評価しておりましたが、

訓練効果を中長期的に確認していくという取組として、新たな取組を始めました。それが

本年の2月に実施しました敦賀の訓練において試行的に実施した「中長期達成目標」の設

定です。この中で、段階的に達成すべき項目の検証を行ってございます。本日はこの取組

につきまして、順次報告させていただきます。 

 まず、今回、試行しました中長期達成目標の設定の考え方でございます。ここで「中長
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期」と申しておりますが、実際には、3年後を目処に達成しようと言っている計画ですの

で、本来、正しければ、「中期達成目標」という言い方になろうかと思います。ここでは

「中長期達成目標」という言い方で、最後まで報告させていただきます。 

 まず、目標設定に当たっての検討事項でございますけども、何を考慮したかということ

でございます。まずは、1F事故の教訓ですとか、これまでの自社の防災訓練での結果、そ

こで出た改善事項、要は何ができていなかったのかという観点での抽出、それと、ほかの

事業者における良好事例、こちらはほかを参考にして、何を目指すかという観点でござい

ます。そういった観点から抽出した達成目標がこの4点でございます。①が、どんな状況

にでも対応できる能力を目指すというものでございます。②が、臨機応変に対応できる体

制ということでございます。 

 スライドナンバーで言うと、右下に順次ページがついてございますが、4ページでござ

います。今、説明したのが4ページ目の中央、中長期達成目標の欄でございます。②が、

臨機応変に人が配置できるというところ。③が、発電所の対応を阻害しないように、情報

共有を図りましょうということでございます。④が、当然災害対処をするに当たっては、

外部支援が必要になってまいりますので、そういったところとの連携ということでござい

ます。 

 これらと以降の防災訓練で検証していくということになります。ここで「次年度以降」

と記載してございますけども、実際には、昨年度、平成25年度以降ということになります。

この中長期達成目標をある面で設定して、その次年度から、最初の訓練からこういったこ

とを検証していくということで、今回の場合には、平成25年に、こちらの目標をつくりま

して、平成25年度の訓練から実際に検証をしてございます。 

 訓練の中で、基礎的事項ですとか、試行内容を採用して検証してございます。 

 これらを3年後を目途に評価しまして、新たな目標をつくっていくということで考えて

ございます。 

 次に、ここから、具体的に目標ごとの話になります。 

 まず、一つ目の目標として、プラントの状況の変化に柔軟に対応する緊急時対応能力の

向上でございます。まず、ここに整理しておりますのは、平成25年度の訓練で何を実施し

ますかといった計画の部分でございます。こちらは、期待する効果、言い換えれば、目標

になります。何ができているかというところ、何を目指すかというところでございます。 

 こちらが実際にやった結果ということになります。この目標で言えば、実施事項として
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はフルスコープシミュレータの解析結果を活用して、SA対策資機材の実働訓練を進行して

ございます。 

 何を期待するか、何を目標にするかですけども、実際の事象進展速度に即したプラント

データ収集、事故事象解析、現場対応に係る訓練が実施可能であるということ。リアリテ

ィの向上、状況変化への対応力向上に寄与できるということでございます。 

 検証の結果としまして、実際のシミュレーターのデータを事前に抽出して使用して、緊

急時対応が行えるということを確認してございます。 

 こういった平成25年度の結果を踏まえて、今後、段階的に何を達成していくかというこ

とで、検討をした結果がこちらでございます。今後、プラント情報の付与方法のリアリテ

ィを向上させるということと、シナリオ非提示訓練、こちらの対象を拡大していくという

ことをすることによって、緊急時対応能力について、状況の変化に柔軟に対応していくと

いうことで、目指していきたいと考えてございます。 

 次が、これが目標の2番でございます。以降は、ちょっと時間が押しているようですの

で、中身の紹介は割愛させていただきます。 

 目標②として、対応組織の強靱化と重大事故対処・指揮能力の向上ということで、権限

委譲について実施し、今後、さらなる確立を目指すというものでございます。 

 次に、目標の③ですけども、適切な情報共有の確立ということで、発電所の対応を阻害

しないということ。それと、関係者がタイムリーに共通情報を入手できるということから

の手段を考えるという、チャットシステム、電子黒板といったところのツールを使って、

今後、しっかりと実際に実用的なものになるようにということで、仕上げていきたいと考

えております。 

 次が、目標の④で、外部支援機能との連携による災害対処総合力の向上ということで、

例えば、原子力事態緊急センター、電力で共同で設立して、ロボットを集中管理していま

すが、そこからのロボットをお借りして、遠隔操作を実施するとか、メーカーの技術者、

機器の復旧とか、そういったところでの支援、それと協力会社と、そういったところの外

部からの機関の支援ということを確認していくというものでございます。 

 以上が、今回、設定した達成目標の検討状況、進捗状況でございます。 

 何を改善すべきかというところで検証したのが、このスライドでございます。 

 まず、今回、防災訓練で中長期達成目標を設定しました。平成25年度以降、3カ年を目

途に段階的に展開して、検証、新たな目標の設定をしていく、継続的に取り組んでいくと
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いうことで、取組を開始したというところでございます。 

 ただ、今回の取組を振り返りますと、若干というか、不足しているところがあるなとい

うところを反省点として洗い出してございます。まず一つ目が、目標は設定したのですけ

ども、目標というのはあるべき姿ということになります。あと、現状、どこまで今できて

いるのかというところ。この差、ギャップ、要は何が問題かというところが、今回、整理

できておりませんでした。この目標、最後のあるべき姿まで確実に持っていくためには、

何がギャップなのかというところを的確に把握して、どういった訓練をすればそのギャッ

プが埋まっていくのか、徐々に埋まっていくのかというところを、しっかりとギャップを

把握してやっていく必要があると考えてございます。 

 二つ目に、その目標に対する達成状況、それぞれの訓練で、ギャップがどこまで縮まっ

たのかというのをしっかりと評価しなきゃいけないでしょうと。そのためには、結局、そ

れを評価するための指標を具体的に設定して、今、このあるべき姿まで、どの位置である

のかというところをしっかりと把握しなきゃいけないのではないかと考えてございます。 

 それらに対して、どうしていくかというのが、今後の対応でございます。まずギャップ

の把握につきましては、現状とギャップを分析・整理する。その結果、必要であれば目標

を見直すということで考えてございます。例えば敦賀の今回の目標ですけども、何々の向

上ですとか、何々の確立という最終的にあるべき姿、どこまで持っていくかという観点で

の設定ではなくて、今いる場所から引き上げていきましょうという書き方になってござい

ます。そういった意味でも、その目標の見直しについて検討してみたいと考えております。 

 二つ目が、指標の具体化ということで、こちらは、今、取り組んでいる一環として、原

子力の自主的かつ継続的な安全性向上への取組、「自主的安全性向上」と呼んでおります

が、その中で、弊社は安全性向上に向けた取組を定量的に監視する項目、パフォーマンス

の設定・指標化に取り組んでございます。また、緊急時対応に関しても、その充実に取り

組んでいるところということで、訓練での達成状況を評価するための指標を具体化すると

いう意味で、このパフォーマンス設定・指標の取組を緊急時対応の取組にも展開して、具

体的にどこまで引き上がったのかというのを評価するための指標づくりというのを検討し

てみたいと考えてございます。 

 最後に、こちらは参考ですけども、東海・東海第二においても、同様の取組を開始しよ

うとしております。現在の検討状況、ここでは体制・要員に関する例を紹介させていただ

きます。 
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 まず1番目に、緊急時対応に必要な要件を抽出して、達成すべき目標を設定するという

ことで、目標の例としては、こういった目標を設定してございます。敦賀との違いですけ

ども、こちらは、目標、あるべき姿、どちらかというと、そういう目標設定に近い形で、

今、検討を進めているということになります。 

 さらに、その上記目標を達成するための計画として、そのギャップを埋めるのにどうい

った訓練をしていけば良いのかという訓練を計画していき、それに基づいて体制強化です

とか、要員育成を図ろうと考えているところでございます。 

 以上が弊社の取組でございます。 

○今井チーム長 ありがとうございました。 

 時間が押していますので、本件に関しまして、5分ほど御意見をいただいた後、その後、

全体を通して、全ての議題に対する御意見を頂戴したいというふうに考えております。 

 まずは、本件関しまして御意見はございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○北陸電力株式会社（高橋） 北陸電力の高橋です。 

 意見というか、感想なんですけれども、先日、訓練、練習をやっていまして、状況付与、

具体的には、ERCさんからの質問がいつもよりも厳しく、たくさんあるというように状況

付与しましたが、たちどころに、いわゆる原子力部では答えられないと。発電所にどうし

ても聞かなきゃいけないと。結果として、発電所の活動をディスターブしてしまったと。

結局、そのときに改めて思いましたのは、評価にしても、それから中長期の目標にしても、

ほんのちょっと訓練の状況付与を強めたりですとか、環境条件を厳しくすると、あっとい

う間に落第にもできるし、それを緩めればすぐ合格にもできると。そういうことを考えて

いったときに、通常は目標と現実のギャップ、それを埋めるための目標と、わかりやすい

んですが、なかなかファジーで決めかねるな、中長期目標はと。それから、評価方法も難

しいなというふうに思った次第でございます。純粋に感想でございました。 

○今井チーム長 ほかにはございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○平野技術総括審議官 私も感想なんですけれども、基本的に、この考え方は非常に有効

なんじゃないかなというふうに、今、感じています。今、原電さんで目標を設定して、中

長期計画を立てるときに目標を設定して、それに、そことのギャップを分析しながら前に

進めていこうという考え方は、基本的に有効じゃないかなというふうに考えています。 
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 本日の前半で、例えばシナリオの網羅性を5年間でやっていくとか、あるいは環境条件

をより厳しいものにしていくとか、いろいろな議論がございましたけれども、結局、目標

を設定して、そのギャップを埋めると。より高いところに進んでいく手段として、より厳

しい条件を課していくという考え方で整理していくのが賢いアプローチかなというふうに

感じました。 

 今、コメントがあって、なかなかファジーな世界で、それは難しいというのが、それも

全くそのとおりだと思うんですけれども、経験を積みながら、より厳しい条件でも対応で

きるような能力を継続的に改善していくというしか、答えがないのかなという印象を持ち

ました。基本的な考え方としては、今の原電のその目標を設定して、より厳しい条件に対

して対応できる能力を養っていくと。その本来あるべき能力というのはどういうものなの

かというところを分析するところから出発すると。多分今の話では、例えばプレス対応み

たいなものが入っていなかったですね、今までの議論してきた。そういうものをやっぱり

目標としてどこかに入れれば、そういうものが計画の中に入ってくるということなんじゃ

ないのかなというふうに思いました。感想です。 

○今井チーム長 そのほか、そちら側でございますか。よろしいですか。 

 どうぞ。 

○日本原子力発電株式会社（石坂） 日本原電の石坂でございます。 

 今、いろいろ報告のほどをいただいたかと思っているのですけども、実は、この目標設

定、あるべき姿からギャップ分析をして、指標化してというところについては、特にこの

訓練ということではなくて、先ほども言いましたけど、自主的安全性向上の取組をどうい

うふうにしていくかということで、相当海外のプラントの調査をして、いろいろなところ

でそれが取り組まれているということを我々なりに理解して、今回、取り組んでいるもの

です。 

 ただ、今、実際にお話がありましたように、実際には、あるべき姿の設定ですとか、効

果的な指標の設定というのは極めて難しいと思っておりまして、それはこれからしっかり、

あまり時間をかけずに設定して、修行をしながらどんどん改善をしていきたいと考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○今井チーム長 それでは、ちょっと一度、この本件に関してはここで終了とさせていた

だいて、全体を通して、言い残した、あるいは全てを聞いたが、それぞれのお話を聞いた
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上でのコメントというのをいただければというふうに思っております。 

 1点、先ほど私、ちょっと議事進行の関係で渡邉さんから一旦止めさせていただいたん

ですけど、それで、今、まだ同じコメントございますか。それを受けて、あとは皆さんに

もちょっと御意見をいただければ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安全研究センター（渡邉） すみません、ありが

とうございます。JAEA、渡邉です。 

 九州電力のプレゼンに対する質問というか、確認事項だったんですが、実際に、その後、

お話を聞いていると、皆さん、他社の訓練に参加して、それなりに自分のところに反映さ

せるという活動をされていると。その中で、じゃあ、九州電力の資料では視点が書いてあ

って、1個だけ、要するに、中部電力の浜岡だけが緊対所へ行っていて、あとは別に即応

センターに行っていると。どっちを重点に見るのかという何かそのポイントがあったのか

というのはお聞きしたかったことなんですが、実際上、受け入れ側として、両方来られて

はまずいとか、そういうのが制約があるのかどうかとか、その辺もちょっと現状を伺いた

いなと思ったのが一つです。 

 もう一つは、やっぱりたしか九州電力の資料だったと思うんですけども、他社の訓練に

参加をして、たしか中部の方がおっしゃっていたのは、報告書をいただいたと。感想なの

かもよくわからないんですが、実際にその場というか、終了後にもう少しきちんとした議

論をして、お互いの意見交換をやったほうが、できるだけ近いうちというか、忘れないう

ちにやったほうが効果があるんじゃないかなと思うので、やっぱり単に参加して、自分の

ところにはね返るということだけじゃなくて、相互に、見られるほうに対しても利益があ

るような形の体制をうまくつくっていただきたいなと思っています。その辺は、多分いろ

んな時間の制約とかなんかがあって難しいんでしょうけども、ぜひ検討していただきたい

と思います。 

○今井チーム長 御意見ですので、もしコメントがあればですが。 

○九州電力株式会社（豊嶋） 九州電力の豊嶋でございます。 

 渡邉先生が言われるように、やはりある程度の制約というのはなきにしもあらずです。

そういう意味では、実態として、それぞれの発電所さんが真剣に取り組んでいるところに、

我々、オブザーバーとして行くと、そういった話もございますので、やはり少しは制約が

あるというふうに考えていただければいいかと思います。 

 それから、振り返りの議論ですけれども、これはそれぞれの訓練の終わりに、やはりそ
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れぞれの発電所さんでやられてございます。そして、ある意味では、率直な意見を交換し

ているというふうに思っていただければいいかと思います。 

○今井チーム長 ありがとうございました。 

 できれば、こちらサイドで、まずそちらからコメントをいただいたほうがよろしいかな

と思っていますので、何かございますか、全体を通して。 

 どうぞ。 

○関西電力株式会社（浦田） 関西電力の浦田でございます。 

 これからどういったシナリオというか、今、EALか、事故シナリオかという話がござい

ました。新基準に基づいた事象をみんな包絡して、順番にやっていくという考え方もある

と思うんですけど、ちょっとその辺の考え方で、例えば非常に起こりにくいような事象と

か、それも含めて全部包絡していくのか、例えば福島第一のことを考えれば、SBOプラス

何とかという事象をもっと極めていって、いろんなバリエーションを優先的にやったほう

が安全性は上がっていくのか、その優先順位の考え方が、なかなか我々にとっても、中長

期を考えていくときに難しいなというところがございます。その辺、これから中長期計画

をどの事業者も考えていかなければならないんですけども、その辺はちょっとどういった

ふうに考えていいのか、その辺は何か御意見はございますでしょうか。 

○更田委員 浦田さんのおっしゃったのは、まさに安全をどう考えるか、安全性をどう向

上させるかということのもう基本的なところだろうと思います。事故は必ず想定外という、

要するに、想定しているものであるんだったら対処ができると。事故が拡大してしまうの

は、考えていなかったことが起きる。ですから、そういう意味では、シーケンスとして捉

えていないものにも対処できるようにというのは一つの考え方ではありますけども、一方

で、やはり頻度というのはあって、より頻度が高いであろうものにきちんと備えるという

のも一方であって、基本的にそれは恐らくバランスであろうと思います。 

 一つは、確率論的リスク評価がこういったものの助けになると。これはシナリオを選ぶ

上で、代表的なものを選ぶ上で助けになるという考え方はありますけど、リスク評価だっ

て、人が考えていないものは入らないわけであって、あれは全てのシーケンスを網羅して

とはいうけれども、それは人知の及ぶ限りのシーケンスであって、そもそも入っていない

シーケンスは結果として出てこないものだから、それにも限界はあると。ですから、非常

に難しい問いだと思います。そうなると、両面作戦しかなくて、やはり考えているシーケ

ンスに対しては、確実な対処ができると。 
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 さらに、その上で、思いも寄らない事態に対しての備え、これは弾力的な対応というこ

とで、今回、新規制基準でも、モバイルに割と重点を置いたというのは、その辺りの思想

の反映ではあるんですけれども、非常に難しい話だと思っています。この辺りに関してこ

そ、むしろ規制当局がというよりは、事業者だと思うんです、やっぱり。自分たちのプラ

ントが目の前にあるわけですから、これが暴れるとしたらどうなんだという想像力が一番

働くのは事業者だと思います。ですから、そういった意味で、それが反映されにくい仕組

みがあったとしたら、よく言われることですけども、改善の方策は挙がっているけれども、

設置変更が面倒くさいというか、時間がかかるから、とりあえず置いておこうかというよ

うなことをなくすために、原子力規制委員会は発足したんだと思っていますけども、それ

に当たるところでは、やっぱり事業者の訓練に関しても、あまりその訓練が見せるための

ものであるとか、そういったものになってしまうことを恐れていて、やはりここは事業者、

個々の事業者の自由度が確保されることが、恐らく対処として一番大事だと思います。 

○今井チーム長 どうぞ。 

○関西電力株式会社（浦田） 事業者の立場で考えると、例えばSBOプラス何か別の昨日

喪失と、今、モバイルの対応が一番多いシーケンスが、一番、訓練上も、いろんな訓練さ

れる側も幅が広いわけで、そういった意味では、何遍も同じ事象をやっているなというこ

とと、それから、新たな事象に対して、もっと包絡性を持って、いろんな対応もやってい

かないかんという話と、我々もなかなか悩ましいところがあると思います。 

 もう一つは、今おっしゃっていただいた、一つのPRAの知見の中で、いわゆるシビアア

クシデントに至る、あるいは格納容器破損に至るシーケンスで、一番効果的なところを十

分に押さえていく。あるいは、そこにいろんなことを重畳させた上でスキルアップをして

おく。そういったことと、それから、今おっしゃっていただいた、まだ包絡できていない

シーケンスも、やはり想定外としてやっておくという、我々も非常に悩んでいるところで

ございまして、それはまた、基本的なラインは今おっしゃっていただいたような形で、両

面という形で、なかなか限られたリソースと、年に何回かやると思うんですけど、関係者

もたくさんありますので、一つ一つ、例えば座学であったり、あるいは個別の訓練であっ

たりということで補完しながら、何が一番いいのかなというのを考えていきたいと思いま

す。 

○今井チーム長 そのほか、ございますでしょうか。 

 どうぞ。 
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○東京電力株式会社（五十嵐） 東京電力の五十嵐です。 

 手短に、今日の議論でもございましたけども、私ども、オンサイトとオフサイトという

のが、どうしてもインターフェースで、今、強くなってございます。したがいまして、先

ほど一次情報、オンサイト情報とオフサイト、すなわち、避難所のところでのインターフ

ェースも、わかっているつもりでも、いざ炉心の損傷だとか、ベントということになりま

すと、これは一次情報なのか、違うのかと。そこは私ども、事業者の悩みだと思ってござ

います。したがいまして、例えばこういう場合に、オフサイトは、原子力規制庁さんとい

うよりも内閣府さんの範疇かもしれませんけども、私ども、どうしても防災訓練となりま

すと、そういう話が出てくるということもございますので、今後、そういうオフサイトに

対して、国のほうでも、何かいろいろ意見交換ができるような方に御出席いただくとか、

そういうことも一つあるのではないかなというふうにお願いというか、お話をさせていた

だきたいというふうに思いまして、すみません、コメントをさせていただきました。 

○安井緊急事態対策監 まさに、ちょっと僕は自分でつくっているテイクノートの中に、

もともと確かに、このグループは、一番最初はオンサイトの訓練のレベルを上げようとい

うところから始まっているんだけれども、やはりこの接触面を、だんだん訓練の範囲が広

がってきたせいもあるんですけれども、今おっしゃった点はちょっと考えなくちゃいけな

いことだと、今、自分でもテイクノートしていますので、ちょっと具体的に、今すぐ、ち

ょっと今、テイクノートしたところなので、すぐ答えられないんだけれども、やっぱりそ

こまで考えていかないと、十分な効果は出ないだろうと私も思いますので、ちょっとその

方向で考えてみます。 

○今井チーム長 そのほか、言い残したこととかございますか。 

 じゃあ、ちょっと意見をよろしいですか。梶本さん。 

○梶本安全技術管理官 私のは、先ほどの意見に、話に戻ってしまうんですが、午後一番

でも申し上げましたように、要するに、この訓練のシナリオ、先ほど確率論的リスク評価

の話もありましたけれど、今回、福島でSBOが起きて、その訓練に最重点を置いたという、

これはアプローチはそんな間違っていないですね。当然そういう事故が起きたわけですか

ら。ただ、今回の新規制基準では、そのSBOだけではなくて、炉心損傷に至る事故が数種

類のグループに分かれるということがはっきり示された中で、これはどれもがその中に優

劣はないというふうに考えます。ですから、将来的には、その炉心損傷に至るグループを

全部網羅するようにやっていくと。ただ、これをブラインドでやるかやらないかは、それ
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は選択だと思います。まずは一番重要なことは、このPWRだと八つ、BWRだと七つ、これに

ついては、ブラインドであろうが、そうでなかろうが、きちんとやるということがまず一

番の基本であって、そして、ブラインドに発展させていくのはいいんですが、そのときに

は、今度はシナリオベースから離れて、途中の、要するに、シンプトンベースというか、

兆候ベースの事象をいろいろ入れて、バリエーションを加えていくと。それをブラインド

にしていくとか、こういう基本的な哲学的なアプローチをしっかり固めておかないと、い

ろんな偏った訓練ばっかりやってしまうということになってしまうと。やっぱりそれは、

今回、新規制基準で炉心損傷に至る事故が明確に示されたわけなので、これはちゃんとき

ちんと網羅してやっていくべきだろうというふうに思います。 

○今井チーム長 こちらサイドも含めて、何かコメント。 

 じゃあ、渡邉さん、どうぞ。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構安全研究センター（渡邉） 今の梶本さんの話と

ちょっと関連あるんですけど、先ほど、浦田さんがおっしゃっていた、訓練、いろいろな

シナリオをつくると、訓練も回数がすごく増えて、すごい負担になる、多分なるんだと思

うんですよ。実際にそうだと思うんです。訓練というのは、必ずしも実際の訓練をやらな

きゃいけないかどうかというのがやっぱりポイントとしてあって、机上訓練でも十分でき

るものっていっぱいあると思うんですね。例えば今のそのシナリオをいっぱいやっても、

実際に使うシステムは同じだったりするわけですから、あるシナリオについて、このシス

テムの使い方なりを訓練しておけば、別なシナリオだってそこはできると。ということに

なれば、ここの部分は、ある意味、カットしても構わない。というか、むしろこんなシナ

リオのときはどういうふうに進展して、何が必要になって、これがだめなときは何を使う

んだという、そのシナリオをずっと常日ごろ、勉強をしておくということのほうが、むし

ろ臨機応変に対応ができるんじゃないかなと思うんですね。だから、そういう意味では、

実訓練をやることだけではなくて、やっぱり机上訓練というか、その勉強的なものという

か、教育的なものというか、そういうものをうまく活用して、シナリオに対する理解をす

ごく深めていくというようなプログラムをつくったほうがいいのではないかなという感じ

がします。コメントです。 

○今井チーム長 じゃあ、こちらサイドはもう特にないと思います。そちらから、じゃあ、

どうぞ。 

○一般社団法人原子力安全推進協会（高井） JANSIの高井といいます。 
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 ちょっとコメントなんですけれども、先ほどからお話を聞いていまして、中期計画とい

うか、中期目標のこととも関連しまして、事業者が緊急時に必要な組織としての能力だと

か、要員としての能力というのは、ある程度、整理された形で用意されていなきゃいけな

いなと思うんです。それは、総合訓練という名のもとで、各電力、年に1回、2回やられて

いますが、それを1回の訓練で全てを検証するということは、まず難しいなと思うんです。

そういう意味で、今回はこの部分を検証するんだ、次はこれをやるんだという、そういう

平面的な中期計画というのが欲しいのかなと。いわゆるxy軸の平面的なものですね。それ

ぞれのマトリクスに当たるところにおいて、先ほど日本原電が紹介されたような、より現

状のレベルを把握して、より高いところを目指していくというイメージかなと。x、y、z

のそういうふうな総合的な中期計画というのが欲しいのかなというふうに私は感じている

んです。そういうふうな活動を、私ども、JANSIの訓練のそういう勉強会では、事業者の

皆さん方ともやっているという現状がございます。 

 それから、シナリオのことなんですけれども、これも、それぞれ事業者の成熟度といい

ますか、完成度に応じてシナリオというのも変わってくるんですね。最初のステージの非

常に初歩的な方々だと初期のシナリオかもしれませんし、成熟度が上がってくると、そう

いう組織に合った特別なシナリオというのを個別につくっていくという、そういうオーダ

ーメードの活動が求められてくるんじゃないかなというふうに思っております。 

 それから、先ほど、新しい規制基準で、7つ、8つのモデルが示された。それも検証しな

きゃいけないというふうにおっしゃったんだけれども、それもそのとおりかもしれません

し、渡邉さんがおっしゃられたように、机上訓練、特にシビアアクシデント対応訓練とい

うのは、現実でなかなかそれを模擬することは難しいので、机上演習というのも一つの有

力な方法かなと思います。だから、目的が決まれば、その目的あるいは検証するべきこと

が何かによって、その訓練の方法というものとか、シナリオというのが決まってくるのか

なというふうに思うんです。だから、一律、シナリオ非提示型のやり方がいいわけではな

しに、提示型が悪いわけではないし、机上演習というのもいいわけで、そういうのを総合

的に考えていかなきゃいけないのかなと思っておって、今、事業者さん、誰も言わなかっ

たんですが、皆さん方と悩みながら、今、事業者のほうではやっていると、そういう状況

でございます。 

○今井チーム長 最後、一つぐらい、もしコメントがございましたら、よろしいですか。 

 じゃあ、最後に、どうぞ。手短にできればお願いします。 
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○日本原燃株式会社（田中） 日本原燃の田中です。 

 全体、せっかくここまで深まった議論をずっと聞いていますし、それからチェックシー

トの話もあります。それから、いろんな指標の話も、最後、出てきております。できたら

数値化したほうがいいかと思っているんですけど、せっかくここまでやっている議論なの

で、正直言って、実力はまだまだでしょうけれど、ガイドライン化ということを考えてい

きたいなと思います。それは事業者側がつくるのか、規制側がつくるのか、まだ全然イメ

ージを持っていないんですけど、そういうものをつくって、要は世界に出していきません

と、ちょっとこのままではもったいないだろうなと。それから世界に勝てないだろうなと

いう気持ちもありますので、ちょっと脳みその中に、そういうのを頭に描きながら、数年

後になるかと思いますけど、そういうガイドライン化というものをちょっと目指していく

ことをちょっとお願い、皆さんに、私どもも含めて、お願いしたいなと思っております。 

○今井チーム長 ありがとうございました。数々のコメント、ありがとうございます。 

 本日、得られた課題の中で、例えばシナリオの対応化の共有とか、中長期計画の設定、

それから我々との関係では、例えばプレス対応をどうしていくのか、あるいはオフサイト、

特にプレスも含めてのオフサイトの連携、そういった課題があったかと思います。我々、

今日のコメント、意見交換を踏まえて、原子力規制庁として、原子力規制委員会のほうに

報告をさせていただきたいというふうに考えております。 

 それでは、何かございますか。どうぞ。 

○更田委員 単に挨拶ですけど、お忙しい中、資料の準備も含めて、また、本日、出席を

していただきまして、ありがとうございました。有益な議論もできたと思っていますけど

も、目標と現状の間のギャップを把握する、大変重要な指摘だと思いますけども、私たち

は、やはり具体的な指標の議論に入っていかないと、指標として何をとるべきか、幾つか

チェックシート等の案で示されたものもありましたけれども、やはり、これは、漠然とし

たものをある程度捉えなきゃならない努力であるからこそ、難しいのだろうとは思います

が、今日、ちょっと少しもう一歩と感じたのは、やはり次のステップになると思いますけ

ども、指標として何をとるかという議論に次からは入っていければと思います。繰り返し

ますけれども、資料の作成、報告並びに出席をいただきまして、ありがとうございました。 

○今井チーム長 それでは、以上で第4回の原子力事業者防災訓練報告会を終了いたしま

す。長時間にわたりましてありがとうございました。 

 


