資料３
緊急時のプラント状況把握の強化について（中間報告）
平成３０年１０月３日
原子力規制庁
１．はじめに
「緊急時のプラント状況把握の強化について」
（第２２回原子力規制委員会
（平成３０年８月１日））に基づいて、体制の整備や緊急時の対応能力向上の
ための方策など、更なる緊急時のプラント状況把握の強化のため、継続的に
検討を進めており、その進捗状況について報告する。
２．緊急時対応体制の整備
緊急時に対応する職員の平時及び緊急時の職務を明らかにし、業務として
明確に位置づけることにより、原子力災害対策マニュアル等に基づく緊急時
対応業務を円滑に実施できるようにするため、長官名による「緊急時対応業
務に従事する職員の指名等に関する規程」を新たに制定し、緊急時対応を実
施する規制庁職員を指名した（平成３０年１０月１日付）。
また、緊急時に対応する職員を対象に、緊急時対応業務に関する業績目標
の設定（業務全体の５％以上（概ね月１回以上）の訓練・研修を実施）及び
評価を実施することにより、能力向上のためのＰＤＣＡサイクルを回す仕組
みを導入した。
３．プラント状況把握の強化の進捗状況
（１）ＥＲＳＳ（緊急時対策支援システム）の機能向上
・ＰＷＲをモデルプラントとして、伝送・表示システムの画面及び各原子力
施設からのデータ項目の検討を実施中。
【今後のスケジュール】
１０月・伝送・表示システムの画面検討
新規制基準適合炉（ＰＷＲ）及び新規制基準未適合炉（その
他のＰＷＲ及びＢＷＲ）を対象
・各原子力施設からのデータ項目の検討
・個別系統図や支援情報（ＰＤＦファイル）表示等の画面モック
アップによる検討
１１月・伝送・表示システムの画面等の基本設計の決定。仕様書案作成
等を実施
その後、審査や稼働状況等に応じて、新規制基準適合炉（ＢＷＲ）及び
再処理施設等を検討予定
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（２）職員の緊急時の状況把握能力の維持向上
・緊急時対応を実施する規制庁職員に対し、以下の訓練・研修等を推進
①事業者が行う訓練機会を捉えて、ＥＲＣでの状況把握や事業所への
職員派遣を伴う、統合原子力防災ネットワーク等を用いた実動訓練
【進捗状況】
・原子力事業者防災訓練は、原則、火曜日と金曜日に実施（今年度は、
９月以降３９訓練を予定）。
・プラント班（ＥＲＣ、官邸、オフサイトセンター）による状況把握
並びに即応センター及び緊急時対策所に職員を派遣した実動訓練
を実施。
・ＥＲＣプラント班は、今年度実施予定の全ての訓練に参加。他のＥ
ＲＣ機能班の訓練も実施予定。
・今年度からＥＲＣプラント班の対応について、事業者アンケートを
実施。アンケート結果を踏まえ、ＥＲＣプラント班の対応を改善。
【参考】直近の原子力事業者防災訓練（ＥＲＣプラント班参加実績）
９月１１日 浜岡原子力発電所（中部電力）
９月２５日
１０月 ２日

原子力科学研究所（日本原子力研究開発機構）
柏崎刈羽原子力発電所（東京電力ホールディングス）

②施設の状況に応じた判断能力の強化などを目的としたシミュレー
タ訓練や座学研修
【進捗状況】
・主に稼働中の発電所の訓練実施前に、緊急時対応手順や重大事故等
対処設備の仕様などの説明（座学研修）を実施。
・原子力安全人材育成センター主催のシミュレータ研修に参加。
【参考】
・座学研修（実績）
７月２０日 大飯発電所、高浜発電所説明会
９月 ６日
９月１９日

川内原子力発電所説明会
柏崎刈羽原子力発電所説明会

・シミュレータ研修（実績）
ＥＲＣオンサイト総括（規制庁幹部職員）
４月１７日
過渡変化・設計基準事故
５月２８～２９日、６月１日
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シビアアクシデント

③機器操作を熟知するための定期的な統合原子力防災ネットワーク
接続訓練やＥＲＳＳの研修
【進捗状況】
・毎週火曜日に、ＥＲＣ宿日直者によるＴＶ会議接続訓練を実施。
・ＥＲＣプラント班等に対して、ＥＲＳＳに関する訓練を実施。
【参考】座学研修（実績）
・ＥＲＳＳ 基礎訓練（２回）、応用訓練（５回）
４．その他（原子力事業者の取り組み）
（１）原子力事業者防災訓練
・原子力事業者防災訓練の評価指標（第２１回原子力規制委員会（平成３
０年７月２５日））を踏まえ、特に、ＥＲＣプラント班との情報共有に
着目し訓練を実施。①事故・プラントの現状、②事故の進展予測と収束
対応戦略、③戦略の進捗状況について、全体を俯瞰した情報共有がなさ
れるか、訓練を通じて確認する。
・ＰＷＲを有する事業者が整備している情報共有ツールであるＣＯＰ
（Common Operational Picture、共通状況認識図）は、ＥＲＣとの情報
共有に有効であり、訓練を通じ更に改善。ＢＷＲについても推進。
（２）訓練シナリオ開発ワーキンググループ
・Ⅰ型訓練（発電所の緊急時対策所や中央制御室の指揮者判断能力向上）
訓練シナリオ案の検討を実施中。今年度は事業者のシミュレータ
を使用した訓練を計画（昨年度は規制庁シミュレータを使用）。
・Ⅱ型訓練（現場の対応能力向上）
注水対応をテーマに柏崎刈羽原子力発電所と東通原子力発電所で
計画中（今年度内実施を予定）。
以上
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参考
緊急時のプラント状況把握の強化について
平成３０年８月１日
原子力規制庁
１．現状
原子力施設において緊急事態が発生した場合には、国、自治体、原子力事業者
等が迅速かつ的確に情報を収集・共有を行うことが必須である。
このため、関係者間の基幹的な情報共有システムとして、ＴＶ会議、電子メー
ル、ＩＰ電話／ＦＡＸ、ファイル共有等の機能を有する統合原子力防災ネットワ
ークを整備し、また、国と原子力事業者が原子力発電所等の施設の状況をリアル
タイムで共有できる緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ： Emergency Response
Support System）を整備している。（別紙１）
緊急時には、原子力規制庁に設置した緊急時対応センター（ＥＲＣ）で、統合
原子力防災ネットワークとＥＲＳＳを活用してプラントの状況等を把握する。
また、原子力事業者の拠点（緊急時対策所及び即応センター）にも原子力規制庁
の職員を派遣し、現場の状況（設備の状態、事故収束活動の実態、法令に基づく
命令の履行状況など）を直接把握し、統合原子力防災ネットワークによりＥＲＣ
と共有できる体制を構築している。
２．プラント状況把握の強化の方向性
１．のシステムの活用や職員の派遣などについては、継続的にメンテナンスや
能力向上を行う必要があり、以下の対応を予定している。
（１）統合原子力防災ネットワーク
平成３０年度から平成３１年度にかけて、各拠点のシステム機器を更新し、
ユーザの使い勝手と機器の処理速度を向上。
（２）ＥＲＳＳ
現在使用している表示用ソフト、ＯＳ、ミドルウェアのサポート終了期限や
サーバ機器の耐用年数を考慮して、平成３１年度にシステム機器を更新予定。
また、同時に、昨年度実施した調査の結果、現在のＥＲＳＳでは対応してい
ない以下の事項への対応が必要。（別紙２）
① 追加されたＳＡ設備や使用済燃料プール等のデータ項目の追加
② 最新のＥＡＬの判断基準の取り込み
③ 複数号機の同時表示や系統別表示等の機能改善
④ 設定可能な訓練条件の拡大
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（３）緊急時の状況把握能力の維持向上
緊急時に対応する職員に対する訓練・研修等を充実。
① 事業者が行う訓練機会を捉えて、ＥＲＣでの状況把握や事業所への職員
派遣を伴う、統合原子力防災ネットワーク等を用いた実動訓練
② 施設の状況に応じた判断能力の強化などを目的としたシミュレータ訓
練や座学研修
③ 機器操作を熟知するための定期的な統合原子力防災ネットワーク接続
訓練やＥＲＳＳの研修
３．今後の詳細な検討に係る体制とスケジュール
（１）検討体制
上記システム更新等の具体的な内容や緊急時の対応能力向上のための方策な
ど、更なる緊急時のプラント状況把握の強化のため、規制庁内に以下の体制を整
備し継続的に検討を進める。
責任者
メンバー

緊急事態対策監
緊急事案対策室長
緊急事案対策室企画調整官
総務課情報システム室長
ＥＲＣオンサイト総括

山形
金子
菅原
足立
市村

浩史
修一
洋行
敏通
知也

ＥＲＣプラント班長
ＥＲＣ広報班長
官邸プラント班長

村田 真一
関
雅之
小野 祐二

（２）検討スケジュール
当面、特にＥＲＳＳの機能向上について、以下のスケジュールで検討し、適宜
原子力規制委員会にその状況を報告する。
（ＥＲＳＳの機能向上：平成３０年度検討事項）
８月～１０月 伝送・表示システムの検討
各原子力施設からのデータ項目の再検討
画面モックアップによる検討
１１月 基本設計の決定
その後、引き続き、仕様書案作成等を実施
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別紙１

ＴＶ会議システム等通信設備

※

ＥＲＳＳによるプラント情報表示イメージ

ERSS の表示端末配置拠点
※

ERSS の表示端末未設置拠点（TV 会議・FAX 等のみ）
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別紙２

ＥＲＳＳの要改善事項（平成２９年度調査概要）
情報システム室では、平成 29 年度に現行 ERSS が有するべき業務要件の整理を目的とした調
査を行った。この調査の主な項目は「政策目的、目標、対象範囲、業務フロー等の現状調査」
、
「業務分析」、
「関係者分析」、
「実績分析」、
「環境分析」、
「関連調査等の分析」である。なお、関
係者分析では、事業者防災訓練班、プラント班長が指名したプラント班員、電気事業者、運用支
援業者を対象とした。
以下に ERSS システムの要改善事項に係る部分を抽出し、現行 ERSS の課題と次期 ERSS での対
策の対応を整理した。
①プ ラン
ト情 報表
示機能

②ERSS モ
バイル

③プ ラン
ト事 故挙
動デ ータ
システム
④訓 練デ
ータ 配信
機能

現行 ERSS の課題
・同時表示できるプラントが 1 ユニットに限定されて
いる。
・ユニット情報画面だけでは、パラメータに不足があ
る。
・平成 20 年以降の追加機器がユニット情報画面に無
い。
・対象とするプラント間でのプラント情報の表示方法
が細部まで統一されていない。
・関連法令（EAL 等）の改正による要求変更に対応が
必要。
・プラント設備の改修や表示パラメータの変更等に都
度プログラムの改修が必要。
・パラメータが上下限値に張り付いて表示されるが、
レンジオーバーを表示できない。有効なアラームが無
い。
・支援情報内データ（系統概略図、主要機器仕様、ECCS
作動条件等）の更新毎にプログラムの改修が必要
・使用する携帯端末が一部の端末に限定される。
・画面が小さくプラント全体の状況の把握が困難。
・インターネット側に接続口があるためセキュリティ
に厳重な対策が必要。
・代表事故例の事前解析データベースが平成 12 年頃
のため追設機器・新規制基準に未対応。

・同時配信 2 発電所までのため３発電所以上に対応で
きない。
・配信先データセンターが１カ所のみのため BCP を考
慮した訓練ができない。
・SA 設備に関連するパラメータについて未対応
・訓練で使用する訓練データの作成及び登録の方法が
手作業で調整に時間を要する。
・訓練データ配信をセットすると途中で変更できな
い。
・現行機のアプリケーションソフトが改修等のサポー
トが受けられない。
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次期 ERSS での対策
・複数ユニット同時表示に対応する。
・容易に画面を切り替えられるようする。
・SA 設備、使用済み燃料プールのパラメータを追加
・省略されている機器（蓄圧タンク等）の追加。
ユニット情報画面についてはモックアップによる
ユーザ要望の抽出を行い、実用性、実現性を考慮
した上で対応を検討する。ESF サマリを含む。

・拡張性のある設計およびコードにし、追加を容易に
する。
・伝送データ項目の変更等によるプラント情報表示の
変更が容易に行えるような仕組みを導入する。
・上下限値に張り付いている場合に色を変えて表示す
る。
・自由に資料の追加や変更ができるようにする。
・統合原子力防災ネットワーク専用線にモバイル端末
から接続ができれば、フルスペック ERSS の閲覧が可
能になるため、ネットワーク側に当該機能が導入され
る際に検討する。
・事業者より現行の機器パラメータを借用し、解析を
行い、データベースを再構築する（70 パターン×36
プラント）
・訓練データ配信機能と統合し効率向上を図る。
・同時配信 3 発電所以上に対応する。
・第１、第２データセンターに同時配信対応にし、デ
ータセンターを切替えるようなＢＣＰ訓練対応にす
る。
・SA 設備に関するパラメータも使用可能とする。
・解析結果を訓練データに変換するための変換ツール
を作成する。
（事業者が保有するシミュレータからの
変換も可とする。
）
・訓練中に配信するデータを変更できるようにする。
・他の開発言語に変更する。

