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那珂市議会原子力安全対策常任委員会記録 

開催日時 平成29年12月８日（金）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席議員 委員長 笹島  猛  副委員長 冨山  豪 

     委 員 古川 洋一  委  員 助川 則夫 

     委 員 遠藤  実  委  員 福田耕四郎 

欠席委員 な し 

職務のため出席した者の職氏名 

     議 長 中﨑 政長  事務局長 寺山 修一 

     次 長 清水  貴  書  記 萩谷 将司 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐職以上と発言者） 

     副市長 宮本 俊美   市民生活部長 石川  透 

     防災課長 小橋 洋司  防災課長補佐 秋山 光広 

     原子力専門委員 ３名 

     日本原子力発電株式会社職員 ８名 

会議に付した事件 

     （１）日本原子力発電株式会社東海第二発電所の事業説明について 

       …日本原子力発電株式会社から報告。 

議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前９時59分） 

委員長 皆さん、おはようございます。 

   原子力安全対策常任委員会を開催させていただきます。 

   まず、開会前にご連絡いたします。 

   会議は公開しておりますので、傍聴可能としております。また、会議の映像は庁舎内の

テレビに放映しております。会議内での発言は必ずマイクを使用して、質疑、答弁の際は

簡潔かつ明瞭にお願い申しあげます。携帯電話をお持ちの方は電源をお切りになるか、マ

ナーモードにしてください。 

   ただいまの出席委員は６名全員でございます。欠席委員はございません。定足数に達し

ておりますので、これより原子力安全対策常任委員会を開催いたします。 

   会議事件説明のため、副市長ほか関係職員の出席を求めております。また、日本原子力

発電株式会社及び原子力専門委員が出席しております。 

   職務のため、議長及び議会事務局職員が出席しております。 

   ここで議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 改めまして、おはようございます。 
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   ただいま笹島委員長のほうからお話がありましたとおり、本日の会議事件、東海第二発

電所の事業説明ということで、慎重なるご審議をお願い申しあげまして、私からの挨拶と

いたします。ご苦労さまでございます。 

委員長 続いて、副市長、ご挨拶をお願いいたします。 

副市長 おはようございます。 

   本日の原子力安全対策常任委員会、ご出席お疲れさまでございます。 

   本日の案件につきましては、過日、運転期間延長認可申請を提出されたことを踏まえま

して、日本原子力発電株式会社から東海第二発電所の事業内容につきまして説明をさせて

いただきますので、ひとつよろしくご審議のほどをお願い申しあげまして、挨拶とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長 これより議事に入ります。 

   本委員会の会議事件は、別紙会議次第のとおりでございます。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午前10時01分） 

     再開（午前10時02分） 

委員長 では、再開いたします。 

   日本原子力発電株式会社東海第二発電所の事業説明についてを議題といたします。 

   まず、日本原子力発電株式会社よりご説明をお願いいたします。 

   なお、説明の前に出席者の紹介をお願い申しあげます。 

地域共生部渉外グループマネジャー 日本原子力発電でございます。当社対応者の紹介をさせ

ていただきます。 

   まず、日本原子力発電株式会社常務取締役東海事業本部長の剱田でございます。 

東海事業本部東海事業本部長 剱田でございます。よろしくお願いいたします。 

地域共生部渉外グループマネジャー 続きまして、取締役東海事業本部副事業本部長の村部で

ございます。 

東海事業本部副事業本部長 村部でございます。よろしくお願いいたします。 

地域共生部渉外グループマネジャー 続きまして、執行役員東海第二発電所長の江口でござい

ます。 

東海事業本部東海第二発電所長 江口です。よろしくお願いします。 

地域共生部渉外グループマネジャー 続きまして、執行役員地域共生部長の猪股でございます。 

東海事業本部地域共生部長 猪股でございます。よろしくお願いいたします。 

地域共生部渉外グループマネジャー 続きまして、発電管理室副室長の金居田でございます。 

発電管理室副室長 金居田でございます。よろしくお願いいたします。 

地域共生部渉外グループマネジャー 続きまして、東海第二発電所保修室長の澤田でございま

す。 
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東海第二発電所保修室長 澤田でございます。よろしくお願いします。 

地域共生部渉外グループマネジャー 続きまして、東海第二発電所渉外・報道マネジャーの服

部でございます。 

東海第二発電所渉外・報道マネジャー 服部でございます。よろしくお願いします。 

地域共生部渉外グループマネジャー 最後になりましたが、私、地域共生部渉外グループマネ

ジャーの矢沢でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

   ご説明に先立ちまして、弊社を代表いたしまして、常務取締役東海事業本部長の剱田裕

史よりご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

東海事業本部東海事業本部長 改めまして、おはようございます。日本原子力発電東海事業本

部の剱田でございます。 

   那珂市議会におかれましては、平素より当社の事業運営にご指導賜り、この場をかりて

厚く御礼を申しあげます。 

   本日は、お忙しい中、当社の東海第二発電所の原子炉設置変更許可申請の補正申請と運

転期間延長認可申請についてご説明の機会をいただき、まことにありがとうございます。 

   原子炉設置変更許可申請は３年半にわたります審査を受けてまいりましたが、その審査

の中で受けましたご指摘、あるいは設計変更を反映した補正というものを11月８日に提出

させていただきました。運転期間延長認可申請は、40年を超える発電所の新規制基準への

適合性を確認するものでございまして、再稼働に直結するものではなく、安全審査の一環

として11月24日に申請させていただきました。 

   本日はこの２件につきましてご説明をさせていただき、ご質問にお答えしたいと存じま

す。 

   本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

   それでは、お手元にございます資料１から４に基づきまして、まず資料１につきまして

は、金居田のほうから、資料２から４につきましては服部のほうから一括してご説明申し

あげます。よろしくお願いいたします。 

発電管理室副室長 発電管理室の金居田でございます。失礼して座ってご説明のほうをさせて

いただきます。 

   それでは、お手数ですけれども、資料の１の２分の１ページをご確認ください。Ａ３資

料の折り込みでございます。 

   先ほど剱田からご紹介差し上げましたとおり、東海第二発電所につきましては、平成26

年５月に新規制基準へ適合性の確認審査の申請をさせていただきました。それから約３年

半経過いたしまして、11月８日にこれまでの審査の内容を反映した設置変更許可申請の補

正書を原子力規制委員会に提出をさせていただいてございます。 

   ただいまよりこの内容の概要につきまして、本資料をもちましてご説明を差し上げます。 

   では、左上の項目をご確認ください。 
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   本補正書の主な項目、主な項目と申しあげますのは、平成26年の当初の申請からの主な

変更箇所等につきまして、ご紹介を差し上げるものでございます。 

   この欄に２つ分かれてございまして、青い枠で囲まれた欄がございます。こちらのほう

５項目ほどございますけれども、こちらのほうが設計基準事故対策に係るものでございま

す。この設計基準事故対策と申しあげますのは、こちらに※１という注記をさせていただ

いてございますけれども、原子力発電所を設計する上におきまして、原子炉をとめる、そ

して冷やす、そして閉じ込めるという観点で必要となる対策に係るものでございます。こ

れらは従前の規制においてもあったものでございますけれども、それらについてさらに強

化をする、または新しい項目を新設するといったものが行われているものでございます。 

   それからまた、本項目の右側のほうをごらんいただきますと、黄色いラインで囲った項

目が４項目ほどございます。こちらは重大事故等対策に係る内容でございます。 

   重大事故等対策に係る内容としては、※２注記をさせていただいてございまして、こち

らのほうは炉心の損傷、あるいは格納容器破損といった、先ほど申しあげました設計基準

を上回る重大事故が発生することを防ぐ対策でございます。いわゆるシビアアクシデント

に係る対策でございまして、これは新規制基準で新設をされたものでございます。福島第

一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ、新たな対策として設けられたものでございます。 

   ただいまよりこれら９項目につきまして、概要のほうをご説明差し上げます。 

   それでは、左側の中段をごらんください。 

   ①、地震への対応でございます。 

   原子力発電所の耐震設計に用いる地震動、これを基準地震動Ｓｓというふうに呼んでご

ざいます。この基準地震動Ｓｓにつきましては、平成26年の申請時におきましては３波、

地震動は地震波等と呼んでございまして、波というふうに表現してございますけれども、

当初は３波でございましたけれども、今般、８波に変更して補正のほうを行ってございま

す。この結果としまして、基準地震動Ｓｓの最大値については901ガルから1009ガルに大き

く変更してございます。このガルというのは加速度の単位でございますので、地震動の大

きさというふうにご理解ください。これをごらんいただきますと、約１割強、より大きい

地震動を想定するというものでございます。 

   今後につきましては、本基準地震動Ｓｓに基づきまして、主要な設備についての耐震評

価を行ってございまして、今後必要な耐震工事を実施するという運びでございます。 

   こちらのほう、ちょっとカラフルな項目が５項目ほどございますけれども、これらにつ

いては、それぞれ地震が発生する様式というものは波源が異なってございます。例えば１

につきましてはプレート間、プレートとプレートがこう重なっているわけでございますけ

れども、そのプレート間の境界において発生する地震を想定しております。これは2011年

の東北地方太平洋沖地震においてもこのタイプの地震が発生したものが津波の起因となっ

ているものでございます。 
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   そういった地震動を考えますし、また２につきましては、これは比較的、茨城県等にお

いて発生する近い地震でございます。地殻内で発生するような地震を想定するといったも

のでございます。 

   それからまた３につきましては、これは茨城県の南部のほうで比較的多く、最近でも発

生している地震でございまして、プレート内の地震動を想定するといったもの。 

   こういった趣旨の地震の発生源を想定した上で、それぞれについてより大きな地震動を

考えたというものでございます。 

   では、引き続きまして、左側の下段の項目をごらんください。 

   ②、津波への対応でございます。 

   発電所に与える影響が最も大きい津波、これを基準津波というふうに定義してございま

すけれども、この基準津波につきましては、当初の申請から特に、その波源については変

更はございませんでした。この波源については、茨城県から房総沖に想定するプレート間

地震を波源とするものでございまして、マグニチュードとして8.7という大きいものを想定

してございます。 

   この津波の高さでございますけれども、こちらについては、下段のほうに記載をさせて

いただきました。最高水位、これは後ほど説明します防潮堤の前面において、標高約17メ

ートル程度のものを想定してございます。今回の補正におきましては、防潮堤の付近に一

部設備を追加するということがございましたので、若干変更してございまして、当初の申

請においては、標高としては17.2メートルだったものが17.1メートルと、10センチほど低

下してございます。また、津波については引き波もございまして、その場合の最低水位に

つきましては、標高マイナス5.3メートルから標高マイナス4.9メートルに変更して補正を

させていただいたというものでございます。 

   では、引き続きまして、右上段をごらんください。 

   ③、津波への対応として、防潮堤の設計についてご説明を差し上げます。 

   先ほど申しあげました基準津波の条件を踏まえまして、防潮堤の設計、施工を進めてご

ざいます。鳥瞰図のイメージが本項目の右側の下段にございます。 

   防潮堤の高さにつきましては、前面と書いてございますが、これは太平洋岸の海側の面

でございます。そちらについては標高20メートル、また、側面と書いてございますのは、

これは陸側のほうでございまして、北側と南側のほうでございますけれども、そちらにつ

いては標高18メートルの防潮堤を建設中でございます。 

   また、防潮堤の構造につきましては、当初は総延長の８割について、セメントで固化さ

せた盛り土形式のものを予定してございました。こちらについては、審査の過程によりま

して、より一層強固で十分な支持性能を有する鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の構造に変

更をしてございます。 

   今申しあげました鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の構造でございますけれども、こちら
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については本項目の左下のカットモデルをごらんください。 

   こちらの防潮壁につきましては、ごらんのとおり鋼管杭を地上部から岩盤部までずうっ

と掘り下げていって杭を設置するようなイメージでございます。本図では地下約60メート

ルの深さまで鋼管杭を立ち上げるような構造としてございます。 

   こういった構造を行うことによりまして、仮にこの地盤におきまして、地震による液状

化等が発生した場合を想定した場合においても、確固とした構造の成立性を確認できるこ

とを確認してございます。 

   また、この防潮壁の付近の表層の地盤につきましては、津波が来た際に洗堀されてしま

って、地面が掘り起こされて基礎が出てしまうような、そういったことを防止するための

洗堀防止ですとか、あるいは地盤の強制的な液状化を仮定した場合の対応として、地盤改

良を実施いたします。 

   また、防潮堤の設置のルートにつきまして、一部変更してございます。先ほどごらんい

ただきました、この鳥瞰図のほうをごらんいただきますと、防潮堤の構造については、こ

の黒いラインがございます。あと、黄色いラインと青いラインがございまして、もともと

の申請時におきましては、この黒いラインと黄色いライン、こちらのように敷地を大きく

取り囲む構造で申請をさせていただきました。今回の補正におきましては、この黄色い部

分については青いラインに変更してございます。すなわち、敷地に対して、短く囲むよう

な構造にしたというものでございます。これによって当初の全長2.2キロメートルから全長

としては1.7キロメートルに変更を行ってございます。 

   このような変更を行った理由でございますけれども、こちらは括弧内に少し書かせてい

ただきました。先ほど申しあげたとおり、表層土等については地盤改良等を行います。そ

のような対応をいたしますと、現在我々のほうで申請をさせていただいておりますＬ３の

埋設施設、こちらにつきまして、その地下部の、地下水の流れに影響を及ぼす可能性があ

るということがわかりましたので、この施設については、そこを囲まないルートに変更し

たというものでございます。 

   こちら鳥瞰図をごらんいただきますと、ピンクの正方形のものが書いてございますけれ

ども、こちらがＬ３の埋設施設として現在計画中のものでございまして、この部分を囲ま

ないように青いラインに防潮堤の設置ルートを変更したというものでございます。 

   では、よろしければ続きまして、④、内部火災への対応につきましてご説明を差し上げ

ます。 

   東海第二発電所は、運開時期が比較的早かったということもございまして、電力ケーブ

ル等につきまして、非難燃の被覆を用いたケーブルを用いてございます。これへの対応で

ございますけれども、安全機能を有する機器に使用されているケーブルのうち、非難燃ケ

ーブルを使用する部分について、当初の申請時におきましては、防火塗料を塗布するとい

う対応を予定してございました。この対応につきまして、今回の補正におきましては、難
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燃ケーブルへの取りかえ、または防火シートによる対応に変更を行ってございます。 

   下の模式図をごらんいただければと思いますけれども、左側がもともとの建設時におけ

る対応でございまして、このケーブルトレイと言われる型枠の中に非難燃ケーブルがおさ

められている状態でございます。そちらについて、今回の対応におきましては、右側に２

項目ございますけれども、基本的な対応としては難燃ケーブルに取りかえを行うというも

のでございます。ただ、この難燃ケーブルへの取りかえを行うに当たって、安全上の課題

が生ずる部分については、ごらんいただきましたとおり、防火シートを全体的にぐるっと

覆ってやることによって、複合体として耐火性能、防火性能を向上させるという対応を行

うものでございます。 

   それでは、続きまして、２分の２ページのほうをごらんください。 

   左上の欄、⑤、自然現象への対応でございます。 

   ここでは、竜巻、火山、外部火災につきましてご紹介差し上げます。 

   本項目の模式図をごらんいただければと思いますけれども、模式図の左手側のほうには

竜巻に対する対応のイメージがございます。竜巻が発電所を襲った際の対応としては、資

機材等については、まずは固縛をしておいて、飛ばないようにする。また、屋外にある重

要施設、例えば海水ポンプ等におきましては、海水ポンプ室の周りを防護ネット等で覆う

ことによりまして、例えば竜巻による飛来物が飛来した際においても、重要なポンプ等を

守るという対応が行えます。 

   このような竜巻の条件につきまして、一部変更を行ってございます。上段の文章でござ

いますけれども、設計上想定する竜巻を設計竜巻と呼んでございますけれども、こちらに

ついて最大風速、１秒間当たりのメートル数でございますけれども、最大風速92メートル・

パー・セクについては安全側に切り上げて100メートル・パー・セクという値に変更を行っ

てございます。 

   それから、火山への対応でございます。東海第二発電所におきまして、火山による脅威

として考えられるものは火山灰でございます。降下火災物、火山灰につきまして、これは

非常に保守的な想定を行ってございますけれども、堆積厚さの想定としては40センチメー

トルという厚さから50センチメートルという厚さにより厚く想定を行ってございます。こ

ういった火山灰が降下した際における対応としては、例えば火山灰を除去する資機材を配

備するですとか、あるいは外気を取り入れる設備については、空調フィルター等の予備品

を対応するといった対応をとることによりまして、安全性が確保できることを確認してご

ざいます。 

   それから、外部火災への対応でございます。こちらの外部火災として主に脅威となるも

のは、発電所の周辺は森林部に囲まれてございますので、外部で非常に大きな森林火災が

発生した際に、その火災が発電所周辺に押し寄せてきて、それで発電所に飛び火をしてし

まうという脅威がございます。こういった脅威に対しましては、発電所の周囲をぐるりと
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防火帯というものを設定しまして、全く不燃の領域をつくります。そうした不燃の領域を

つくることによって、発電所外部の森林火災が発電所に飛び火をしてくることを防ぐこと

ができます。その防火帯の幅について、約23メートルという非常に大きい幅を確保すると

いうことにしてございます。 

   それから、⑥のほうに移らせていただきます。 

   格納容器破損防止への対応として、格納容器圧力逃がし装置についてのご説明でござい

ます。 

   もともと格納容器圧力逃がし装置については、３年前のあの申請当初におきまして、も

ともと設計上想定したものでございます。こちらの装置の信頼性をより高めるという観点

で、この圧力逃がし装置についてはもともと中央制御室から遠隔によって弁を開閉するこ

とができる設計としてございます。ただ、万々が一、その沿革による弁の開閉操作ができ

ないような場合も想定いたしまして、もともとの作業要員が現場まで足を運んで人力で、

人の力で弁の開閉ができる遠隔人力操作機構を設置してございます。万一、電源や制御等

ができない場合においても、人の力で確実に圧力逃がし装置を作動させることができると

いうものでございます。 

   それから、⑦のご説明でございます。 

   格納容器破損防止への対応として、代替循環冷却系という設備を今回新たに設けること

といたしました。 

   代替循環冷却系のイメージにつきましては、下の模式図のほうをごらんください。 

   こちらのほうにつきましては、もともと黒い線で描かれている設備、これは既存の設備

でございます。この既存の設備を用いて、原子炉格納容器内の崩壊熱等については除去が

できる設備となってございますけれども、こういった設備のポンプ等が仮に動かなくなっ

た場合におきましても、この青いラインで示した新たな代替循環冷却系のポンプ、こうい

ったポンプを用いることによりまして、原子炉の崩壊熱等を海水に移送することができる

というものでございます。 

   また、この代替循環冷却系については、信頼性をより高めるという観点で、全く同じも

のを２系統、個別の区画に設置するというふうにいたしました。すなわちこの代替循環冷

却系が使えなくなった場合においても、もう片系によって原子炉の崩壊熱を外部に移送す

ることができるというものでございます。 

   また、この代替循環冷却系を使うことによりまして、先ほど申しあげました格納容器圧

力逃がし装置、こちらは原子力の崩壊熱をやはり大気中に逃すものでございますけれども、

その際には、どうしても放射性物質の幾量かが出てしまうというものでございますが、そ

れを使わなくても、もしくは非常に作動するのをおくらせるような、そういった対応がこ

の代替循環冷却系によって可能となるということでございます。そういった利点もござい

ます。 
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   それでは、よろしければ右上、⑧の項目をごらんください。 

   格納容器破損防止への対応として、ペデスタルの防護というものをいたします。 

   下の模式図をごらんいただければと思いますけれども、東海第二発電所はＭＡＲＫ－Ⅱ

型の格納容器という、ごらんいただきますとつり鐘型の構造をした格納容器を採用してご

ざいまして、その原子炉圧力容器につきましてはペデスタルという構造の、この鉄筋コン

クリートの円柱形の構造によりまして、圧力容器を支えてございます。新規制基準におき

ましては、原子炉の冷却ができなくなって原子炉が損傷して溶けてしまって、圧力容器を

貫通して下に溶融した燃料が解け落ちる、そういったことまで要求をしてございます。そ

ういったシチュエーションを想定した際に、この溶融燃料が格納容器の防護に悪影響を与

えないかという点について検討を行ってございます。 

   拡大図をごらんいただきますと、圧力容器から溶融燃料が解け落ちるようなシチュエー

ションを想定したものでございます。その際には、このペデスタルの構造部分に溶融燃料

が落ちてまいります。そうした際に、この燃料を受けとめて冷却できるように、このペデ

スタルの床部分にコリウムシールドという耐熱性の高い材料で容器を設置いたします。ま

ずはこのコリウムシールドで溶融燃料を受けとめるというものでございます。 

   さらに、この部分には水を張っておきまして、この水で溶融燃料を冷却してやって、そ

れでペデスタル部分を保護してやるという対応を行うものでございます。 

   こうした設計を行うことを前提として評価を行った結果、このペデスタルの機能として

は健全性は確保できましたので、格納容器としての閉じ込め機能等も維持できるというも

のを確認したものでございます。 

   それでは、最後になりますけれども、⑨、炉心損傷・格納容器破損防止への対応として、

防潮堤を越える津波からの防護につきましてご説明を差し上げます。 

   先ほど基準津波と防潮堤の設計につきましてご説明を差し上げました。基準津波に対し

ましては、防潮堤によりまして、敷地の中に水を入れない対応が確実に行えます。ただ、

しかしながら、基準津波を越えてより高い津波が来るという、その確率はゼロではござい

ません。非常に小さい確率ですけれども、高い津波が来ることは否定できないというふう

に考えてございます。そのため我々としましては、防潮堤を越えるような津波が襲来し、

発電所の敷地のほうに遡上した場合も想定した対応のほうの追加を行ってございます。 

   本項目の下に模式図をつけさせていただきました。右手が太平洋のほうでございまして、

そちらから仮想的に防潮堤を越えるような津波が来たものをイメージとして描かせていた

だきました。 

   そのような場合におきましては、この防潮堤付近にある非常用の海水ポンプ等について

は冠水してしまって使用できなくなるという前提としてございます。また、原子炉建屋周

辺の敷地においても水が１メートル程度押し寄せてくるというイメージでございます。こ

ういった部分に対処するために、例えば重要施設が置かれている原子炉建屋ですとか、あ
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るいは緊急用の設備、そういったものにつきましては、水密化の対策を行いまして、水を

入れないような対策を行います。それからまた、こういった事態に備えたものとして、代

替の電源設備ですとか、あるいは可搬型のポンプといったものにつきましては、図の左手

のほうをごらんいただきますとわかりますけれども、より高い位置に配置をすることによ

りまして、この敷地に遡上するような津波が来た場合におきましても、水が来ないような

確実な対応を図るというふうにしてございます。 

   こういった対処をとることによりまして、万々が一、防潮堤の高さを越えるような津波

が来た場合においても、原子炉の冷却を確保できるということを確認しているものでござ

います。 

   本資料のご説明としては以上でございます。 

   現在の審査の状況でございますけれども、こういった内容の補正を原子力規制委員会の

ほうにさせていただきまして、この内容の確認を今していただいているところでございま

す。今後につきましては、さらにまたこの内容についての指摘をいただきまして、再度の

補正等を今後させていただく予定でございます。 

   ご説明は以上でございます。 

東海第二発電所渉外・報道マネジャー それでは、引き続きまして、資料の２と３及び４につ

いて、私のほうから概要のご説明をしたいと思います。 

   まず資料の２でございますけれども、冒頭で剱田のほうから申しあげましたが、来年の

11月28日に東海第二発電所は40年目を迎えます。ということで、法令に基づきまして、１

年から１年３カ月前に延長に係る認可の申請を行うというのが法令の要求でございますの

で、それに基づきまして、当社は11月24日に運転期間の延長申請を行ったところでござい

ます。 

   まず、資料の２に、その概要という形で記載がございます。 

   運転期間延長申請の主な３本の柱がございますけれども、その四角で囲った部分、劣化

状況の評価並びに特別点検の実施結果及びそれを踏まえた形での保守管理に関する方針と

いうことが大きなところの３項目でございます。 

   劣化状況評価については、これは延長認可申請の法令の枠組みができる前から30年を超

えるプラントに関しては10年ごとに劣化状況評価を行いなさいということの法令の要求が

ございました。それに加えて40年を超えるプラントについては、延長認可申請に当たって

必要な点検を行いなさいということが法令のさらなる要求として今回加わったものでござ

います。 

   まず、劣化状況の評価については、そこの記載がございますけれども、安全上重要な機

器並びに構造物等を対象に経年劣化事象が発生していないか、また今後の運転等で経年劣

化事象が発生しないか等を踏まえて評価をするということで、それに関しては、右側の四

角から飛んでいますけれども、従来から行ってきた高経年化技術評価に加えて鋼材試験片、
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もしくは監視試験片の試験結果並びにいわゆる新規制基準への対応における新たな追加設

備等の対象も加えてございます。それらを踏まえて、さらに最新の知見、まさに運転、経

験等も踏まえた形で評価を行ったということでございます。 

   設備の経年劣化の状況については、対象の設備としては、主なところでは原子炉の圧力

容器、さらにそれを取り囲む原子炉の格納容器、さらにそれを取り囲む躯体である建屋構

築物等について評価を行っております。それらの実施結果、特別点検の中身については資

料の３のほうで詳細に少し説明いたしますけれども、まさに劣化状況の評価を踏まえた形

で、今後20年の運転を想定した技術評価を行って、設備の経年変化に対する安全性を確認

するということでございます。 

   経年劣化状況の評価を踏まえて、どのような保守を行うかという方針がまさに保守管理

に関する方針でございます。それについては、資料の４のほうで説明をいたします。 

   資料の３でございますけれども、劣化状況評価のうち、まさに特別点検ということでの

実施の結果の概要を記載しております。 

   特別点検については、本年の５月から10月末において実施をしております。総論として

は、異常は認められませんでした。 

   その内訳でございますけれども、先ほども少し触れましたが、原子炉の圧力容器、あと

原子炉の格納容器、コンクリート構造物ということで、原子炉の圧力容器については、主

な部位として、左下に原子炉圧力容器の絵がございますけれども、その①から⑤というこ

とで、本体の母材とか、もしくは貫通部の配管等については超音波探傷試験であったり、

いろんな試験を行って、異常がないかということを確認してございます。結果的には、そ

の圧力容器を支える基礎のボルトも含めた形で点検をした結果は、欠陥等の異常はありま

せんでした。 

   さらに、原子炉圧力容器を取り囲む原子炉格納容器については、まさにコンクリートの

中に鋼板の内張りでありますけれども、その内面から目視を行いまして、塗膜の状態等、

異常の有無を確認してございます。これについても、結果は異常はありませんでした。 

   さらに、それを取り囲む原子炉建屋、もしくはタービン建屋ということで、建屋の構築

物については、コンクリートでできておりますので、そのコンクリートのコアを、サンプ

ルをとって、そのコアのサンプルから劣化状況、まさに強度であったり、遮蔽性能等で性

能が異常ないかということを確認して、それについても異常はありませんでした。 

   最後に、資料の４でございますが、先ほどありました劣化状況の評価の手法並びにその

結果並びにそれを踏まえた保守管理に関する方針の概要として記載をしております。 

   まず、劣化状況の評価の概要ですけれども、安全機能を有する機器・構造物を対象とし

て、特別点検の結果並びにこれまでの運転経験、もしくは最新の知見等を踏まえて、腐食

とか減肉とかの経年劣化事象が発生していないか、もしくは今後の運転で劣化事象が発生、

もしくは進展をしないかどうかを検討したものでございます。 
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   評価の流れが左下に記載がありますけれども、まず、評価の対象機器を抽出します。そ

れに対して劣化モードと劣化事象を想定します。原子炉圧力容器であれば、中性子を受け

ますので、その中性子を受けた形での照射脆化、もろくなるということの事象、もしくは

電気計装品であれば、絶縁の低下、あとコンクリートであれば強度の低下、遮蔽能力の低

下という劣化の事象が想定されますけれども、それに対して評価を行うということ。さら

に加えて、フローの下から２つ目の四角がありますけれども、耐震の、先ほど金居田のほ

うからご説明した基準地震動Ｓｓを踏まえた形での設備の健全性の評価、あと基準津波、

17.1メートルということで先ほどありましたけれども、その津波に対する安全性の評価と

いうことを行ってございます。 

   それの評価を踏まえた形で、経年劣化事象を把握した上で、今後運転延長期間20年を想

定した形で設備の健全性の進展を評価するもの、さらにそれに対してどのような保守を行

って行けばいいのかということを保守管理に関する方針として策定をするものということ

でございます。 

   劣化状況の評価の結果でございますけれども、２に記載をしております。 

   先ほど来触れております原子炉圧力容器、もしくは原子炉格納容器、もしくは電気・計

装品、コンクリート建屋構築物等については異常は認められない。まさに現状の保全、今

まで行ってきた保全を継続して実施していくことで設備の健全性は保たれるものというこ

との評価でございます。 

   最後に、保守管理に関する方針ということで、今後どのような保全を行っていくかとい

うことで、今まで保全を行ってきた中での継続的に監視をするもの、中性子の原子炉圧力

容器の健全性であったり、あと電気ケーブルについては絶縁低下等の傾向を把握した上で

計画的に取りかえを実施していくということの対応を行っていくことで、運転期間延長の

期間においても設備の健全性は担保できるということの評価結果でございます。 

   簡単ですが、概要は以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

遠藤委員 ご説明ありがとうございました。 

   何点かちょっとよくわからないところがございまして、お聞きしたいんですが、まず、

資料１、２分の１という表の面でございますが、こちらの右側のほうの津波への対応とい

うところですけれども、まず防潮堤ですね。防潮堤に関しまして、我々もこういったこと

に関しては、地域の住民の皆さんに説明するに当たって、今、防潮堤こうですよ、ああで

すよという話をしておりますが、前面が標高20メートル、側面が18メートルと、これは建

設中ということだと思いますが、まずはこのタイムスケジュールを教えてください。 

発電管理室副室長 発電管理室の金居田でございます。お答え申しあげます。 

   防潮堤の設置、建設に係るタイムスケジュールでございますけれども、我々としまして
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は、平成32年度の末までにこれらの防潮堤の工事も含めた対策のほうを終了させる計画で

現在進めてございます。平成32年度の末でございます。 

   以上でございます。 

遠藤委員 わかりました。ということは、あと３年後ぐらいまでに防潮堤ができますよという

ことですね。 

   それと、その次の、２つぐらい下で、いわゆる津波による洗堀防止ということで、土壌

をすくう部分もあるかなというふうな話がございましたが、この表層地盤をどれぐらい、

想定としては何メートルぐらい洗堀される想定なのかをお聞きします。 

発電管理室副室長 発電管理室の金居田です。お答え申しあげます。 

   津波による洗堀の防止に係る想定にしましては、これはまさに今現在設計を行っている

ところでございます。こちらは、いわゆる詳細設計の範囲に入ってございまして、詳細設

計というのは、工事計画認可申請、こちらのほうも我々、先般補正をさせていただいてい

ますけれども、そちらの中でこれから審議を行っていくものでございまして、まさに今、

設計評価を進めながら今後審査に臨むものでございまして、ここではちょっと定量的な数

値についてはお出しできませんけれども、ここで想定している17.1メートルの津波が来た

場合におきましても、この場合は発電所の内側のほうには入ってまいりませんので、外洋

面、海側のほうで、防潮堤に当たって渦巻くような状態になってまいります。その際に、

十分広い範囲にわたって、深い範囲まで洗堀防止の対応をとることによりまして、その基

礎部分がむき出しにならない、そういった確実な対応をとらせていただきます。詳細につ

きましては、今後でございます。 

   以上でございます。 

遠藤委員 わかりました。 

   あと、その下ですが、防潮堤のルートを全長2.2キロから1.7キロに縮めるわけですね。

その理由は、その括弧の中に書いてあるとおり、Ｌ３を埋設して、その地下水の中に影響

があるということのようですが、ただ、そもそもこのルート変更前は、このＬ３埋設施設

を囲む形で計画していたにもかかわらず、それを影響があるという理由はわかるにしても、

じゃ、これはそれを囲わないことによるデメリットなり危険性なりというのはないんでし

ょうか。大丈夫なんでしょうか。 

発電管理室副室長 発電管理室の金居田でございます。お答え申しあげます。 

   ご指摘が２つあるのかなと考えてございまして、１つ目は、もともと囲っていたことに

よる地下水影響という点もあるかと思います。そちらにつきましては、もともと防潮堤の

構造につきましては、セメント固化盛土形式のものを上に置くようなイメージで考えてご

ざいましたので、その場合においては、このＬ３の埋設施設に関する地下水とはもともと

影響はないというふうに判断を行っていたものでございます。 

   今回、コンクリートの鋼管杭のものになりますと、鋼管杭がずうっと地下まで立ち下が
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ってきて、さらに地盤改良を行うという対応を図りますので、これは明らかにＬ３埋設施

設付近の地下水に影響を与えるということが明らかでございましたので、これについては

ルートを変更したというものが経緯でございます。 

   もう一つ目のご回答でございますけれども、ルート変更したことによって悪影響がない

かという点でございます。こちらにつきましては、Ｌ３の埋設施設そのものの地下水に関

しては影響はほとんどないだろうというふうに考えてございまして、こちらについては今

後の審査の場合におきましても、ご説明をする予定になってございます。 

   それからまた、防潮堤で囲わなくなることによって、そもそも津波がこの場所に到達を

する可能性がないかという点につきましては、このＬ３の埋設施設そのものの許可基準と

いうものにつきましては、今申しあげたような17.1メートルのような津波というのは実は

想定してございません。それは許可基準の違いによりまして、Ｌ３の埋設施設というもの

は、非常に放射性物質の濃度が低いという点もございまして、そこには津波の要求がない

ということもございますので、もともとＬ３の埋設施設付近がこの許可基準によって津波

によって洗われることはないということは確認されてございます。 

   それからまた、その他のいわゆる外部事象関係につきましても、現在評価を行って、審

査の場でご説明をしている状況でございます。 

   基本的にはこの防潮堤から外れることによっても、このＬ３埋設施設に悪影響はないと

いうことを確認してございます。 

   以上でございます。 

遠藤委員 説明を伺えばそうなのかなとも感じますが、この場所は我々もちょっと行かせて、

見させていただいたところでわかりますが、そもそもそんなに津波が来ても悪影響がない

というのであれば、そもそも最初から囲う必要もなかったのであろうというふうにも思う

んですが、本当に大丈夫なのかなというのをちょっと１点、やっぱり疑念があるかなと思

いますが、わかりました。 

   じゃ、次の④の内部火災の対応の非難燃ケーブルですが、こういうふうな難燃ケーブル

への取りかえと防火シートによる対応に変えたことによって、ご説明はございましたが、

実際どれぐらい大丈夫なんですかというのをもう少しお聞きしたいと思います。 

発電管理室副室長 発電管理室の金居田でございます。お答え申しあげます。 

   こちらの対応、もともと、じゃ、なぜ変わったのかというところから少し申しあげたい

と思います。 

   もともと我々申請時におきましては、この難燃ケーブルの表に防火の塗料を塗って、そ

れで耐火性能、防火性能を高めようと考えてございました。その性能自体は確認できてい

るというふうに考えてございますが、ただ、その塗ったときの厚みがきちんと必要な厚み

がとられているかとか、そういった点については、どうしても人の手でやりますので、ば

らつきが生ずるといったところが、これが確認するのが非常に難しいんではないかと、そ
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ういった審査の場ではご指摘をいただきました。すなわち人の手でやることにはばらつき

があるので、薄くなったりしてしまったりして、防火性能がもともと設計上の想定が確保

できない可能性があり得ると。じゃ、それをどうやって確認したらいいのか難しいんでは

ないかというご指摘が、これが一番大きいものでございました。 

   そういった点を踏まえまして、こちらの下段にあるとおり、まずは難燃ケーブル自体に、

そのものに取りかえましょうという対応、あとは、それが難しい部分については防火シー

トでくるもうという対応でございます。この２つの対応につきましては、難燃ケーブルに

もう取りかえるというのは、これはもうもともと基準要求で、第一に要求されているもの

でございますので、それについては全く心配ないということで考えてございます。 

   一方で、その下段にございます防火シートによる対応でございます。こちらについては、

実は防火シートをこうやってくるんだことによる耐火試験を行ってございます。その耐火

試験というのは、この防火シートでくるんだ複合体と呼ばれるものにバーナーで火を当て

まして、それで火がつくのか、あるいは火がついた場合に、どれだけ延焼するかといった

ことを確認してございます。その確認結果というのは、実は難燃ケーブルに対する耐火試

験の結果よりも、実はよりいい結果が確認されてございます。すなわちこの防火シートに

よる複合体の対応というのは、難燃ケーブルよりも、実は性能そのものとしては同等以上

のものであると確認されてございますので、もともと基準要求としてある難燃ケーブルに

するということ、それに対する性能としては、防火シートでくるんだ対応というのは、そ

れ同等以上の性能確保ができるということを確認してございますので、これらの対応によ

りまして、我々としては間違いなく、その性能としては確認できているというものでござ

います。 

   以上でございます。 

遠藤委員 わかりました。 

   じゃ、裏にいって、⑤の自然現象の対応でございますが、竜巻の、切り上げて、もう少

し強い竜巻でも大丈夫なようにというのは設計の説明がありました。92から100ということ

ですが、実はこの100というのはどれぐらいのレベルの竜巻なんでしょう、よくあるような

竜巻のレベルで言うと。 

発電管理室副室長 発電管理室の金居田でございます。 

   こちらの竜巻に関する大きさの規模でございますけれども、100メートル・パー・セクの、

竜巻の大きさについては、藤田スケールというもので一般的にはかられてございまして、

藤田スケールというもののＦ３という、藤田スケールの３を越えるような大きさのもので

ございます。100メートルというのは、いわば切りのいい数字に切り上げたものでございま

して、その大きさの程度でございますけれども、例えば木造の一般的な建築物でありまし

たら吹き飛んでしまうような大きさの竜巻でございます。例えば、もう車両とかについて

も飛びます。飛んで、遠くまで飛ばされてしまうような。列車等であれば脱線してしまう
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ような。そういったクラスの竜巻を想定するものでございます。 

   こういった場合に、では、発電施設は大丈夫なのかという点については、発電所の施設

については、基本鉄筋コンクリート構造等でつくられてございまして、先ほど申しあげた

とおり、いわゆる岩着という構造でおおむねつくられてございますので、この100メート

ル・パー・セクという、そのような風が吹いた場合においても建物の構造自体は大丈夫で

ございます。 

   ただ、心配となるのが冒頭で説明申しあげました屋外に置いてある重要な構造物でござ

います。屋外に置いてある重要構造物をそのままむき出しで置いておくと、それに100メー

トル・パー・セクの風及び周辺にある飛来物が飛んできて当たると、その設備そのものを

壊してしまうおそれがございますので、こちらの模式図で示させていただきましたとおり、

その周りに防護ネット、これは飛来物に対する防護柵でございますけれども、防護ネット

とかを設けることによりまして、そこに例えば鋼材がとんでくるですとか、あるいは周辺

のものが飛んできた場合におきましても、そこで受けとめてやって、屋外の重要施設に対

しては悪影響を与えない、そういった対策を図るものでございます。 

   以上でございます。 

遠藤委員 わかりました。 

   じゃもう１点だけ。これは何というか、地域の中でも話に出てくるんですが、今は特に

北朝鮮のこういう情勢によって、ああいうミサイルみたいなものが来たらどうなんだろう

というような話があるわけですが、やっぱりああいったものが来たら、我々素人の考えで

もかなり難しいんだろうなとは思ってはいますが、ただ、せっかくおいでいただいている

ので、飛来物といってもまさにああいうミサイルみたいなものであるとか、そのレベルも

あるかもしれませんが、そういったものに対しては、こういう施設というのはどういうも

のなんですか。 

発電管理室副室長 発電管理室の金居田でございます。お答え申しあげます。 

   まず、例えばミサイルのような軍事的な、いわゆる攻撃的な内容のものにつきましては、

これに対する防御、防止策というものは国の自衛隊等の対応によって、まずは対応を図っ

ていただくというのが第一義かと思います。とはいえ、発電所においてそれに類するよう

な被害が及び得るということは、決して無視できるものではないと考えてございまして、

我々としては、実は大規模損壊という評価と対策を行います。この大規模損壊というのは、

発電所の重要施設がまさに大規模の損害を受けてしまうような、そういったものまで想定

を行ってございます。 

   例えば航空機、大型の航空機が発電所の原子炉建屋に衝突をするような、そういったシ

チュエーションも想定をして、今回の補正には反映をさせていただきました。ただ、この

内容については、詳細については、やはりいわゆるテロへの対応ということで、非公開と

させていただいているんですけれども、実際原子炉建屋にどのような形で航空機が衝突し
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たときにどれだけの被害が起こり得るか。それに対してどのような防止、抑制の対策がで

きるかという点について評価、検討を行いまして、国の原子力規制委員会のほうには説明

をさせていただいてございます。ただ、その詳細については、公開はさせていただいてい

ないという状況でございます。 

   以上でございます。 

助川委員 近年の自然災害、あるいはまた異常気象、加えて本日ご説明いただいておりますよ

うな工学の学術的な専門的な知識が全くありませんで、全く素人の目線でお伺いしたいと

思うんですけれども、安全を比較する上で、直近の2011年の3.11の震災があったわけであ

りますけれども、そういったものに対してどの程度の安全が確保できるかということが、

一番やっぱり市民の皆さん方が安心を持てないというような意向がかなり強い意見があり

まして、そういう方々が、私が聞く限りでは七、八割占めておられるんですよね。という

のは、専門的なことがわからないから不安だという考えの方も大部分の方がおられるんじ

ゃないかとは思いますけれども、そういうことを踏まえて、これは１つずつ今ご説明いた

だいたもの、全て詳細に私なりにのみ込むのには、長時間にわたってご説明いただいても

のみ込めないものがほとんどじゃないかと思うんですけれども、その中でも二、三お伺い

したいと思いますけれども。 

   資料１の左側の部分で、まず、左側においては災害の発災を想定しての対応ということ

で、右側の黄色い枠で囲まれている部分が災害によってこういうことが起きてしまっては

工学的に問題があるから、もうアウトですよと、完全に。というようなことに、結果的に

はなると思うんですけれども、その部分の中で左側の青い部分で囲まれた中で、最初の地

震への対応ということで、①のプレート間地震の、マグニチュード9.0の、3.11のときは起

きたわけでありますけれども、これは901ガルのＳｓに加えて、不確かさの重ね合わせを考

慮した1009ガルのＳｓを追加したということでありますけれども、この不確かさの重ね合

わせというのは、※３で説明がありますけれども、具体的にご説明いただくとどういった

内容、不確かさのために108ガルのＳｓが追加になったのか。そこのご説明をいただくのと、

それから、ここまで安全審査をクリアするための考えを構築されたわけであるんでしょう

けれども、よく想定外のものを想定しながら安全を確保していただきたいということが言

われますけれども、想定外というようなものがここの中に加われておられたのか、ある程

度、ということもお伺いしたいと思いますが。 

   それから、想定外に匹敵するんじゃないかと思うんですけれども、先ほども遠藤委員の

ほうからもお話が出ましたけれども、防火シート、これなんかも想定外の地震等の、地殻

の地震等によりまして、難燃性のケーブルとか、あるいは防火シートなどで防ぐんだとい

うことを構築されておりますけれども、こういうものが想定外に起きたために引きちぎら

れて、機能が破壊されてしまったというようなことに対しての対応というのも考えて組み

立てられたのか。とりあえずそのぐらいのところをご説明いただけるとありがたいんです
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が。 

発電管理室副室長 発電管理室の金居田でございます。３項目いただきましたので、順にお答

えを申しあげます。 

   まず１つ目、①の地震への対応のうち基準地震動Ｓｓにつきまして、1009ガルという最

大の地震について、不確かさの重ね合わせを考慮したというけれども、この内容はどうい

うものかというご指摘でございました。 

   こちらのほう、資料１の①の項目のこの緑の項目でございます、こちらのほうに※３と

いう記載をさせていただいてございまして、簡単に解説のほうを入れさせていただきまし

た。これは、強い地震が発生する領域というのを書いてございますけれども、これは、こ

の図のほうをごらんいただいてよろしいでしょうか、この太平洋岸の広く緑で囲った領域

がございますけれども、こちらのほうに５点ほど、濃いグレーで置いたポイントがござい

ます。これはこれまでの地震動の見地等から、こういった領域でより強いプレート間地震

が発生する可能性があるというところを想定しているものでございます。 

   こういった領域について、より発電所に近い領域まで、ぐっとこのグレーの升を近づけ

て、より厳しい地震が与えられるようにするというものでございます。それというのは、

実は必ずしもそうではない可能性もあるんですが、それを不確かさと呼んでいます。２つ

あるんですが、そういったものを考えるというのが、これが１つでございます。不確かさ

のうちの１つ。 

   もう一つは、地震動のいわゆる短周期側の周波数の高い側の波について、より大きくす

るという、そういった考え方をしてございます。ここがその地震動の大きさを大きく設定

と書いてございますけれども、それも不確かさとして考える要素としてございます。 

   これらの不確かさというのは、それぞれ単独にこれまでは見ればいいんではないかとい

うふうに考えていたものを同時に、その不確かさが同時に起こり得るという前提で考えた

ものでございます。その不確かさを重ね合わせた結果、より大きな地震が想定されること

になりましたので、結果的としては1009ガルという大きさになったというものでございま

す。すなわち必ずしも起こり得るのではないんだけれども、不確かさの要素として考える

ものを２つ重ね合わせて想定したというものでございます。 

   それから、次のご質問でございます。想定外、今まで想定していなかった想定外の想定

というものを考えているのかどうかというご指摘かと思います。これについては、資料１

の例えば２分の２のほうをごらんいただければと思いますけれども、こちらの右下の⑨で

ございます。最後にご説明を差し上げました、防潮堤を越えるような津波からの防護でご

ざいます。もともと津波の高さについては、先ほど基準津波のご説明で、標高としては17.1

メートル程度でございます。それについて防潮堤の高さを当該部分は20メートルというふ

うに確保しますので、十分余裕を持った防潮堤によって発電所は守られるということを確

認してございます。 
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   ただし、想定外と言ったら何ですけれども、それを越えるような津波までも考えましょ

うというのが今回の我々の対応でございまして、万々が一、その想定を超えて防潮堤を越

えた津波が入ってきた場合においても、発電所側の内部の施設等についてしっかりと対策

をとることによって、原子炉の安全性を確保するという対策までとるというのが我々の方

針でございます。これはいわば想定外までも想定した対応の一つかなというふうに考えて

ございます。 

   それから、最後のご質問へのご回答を差し上げます。 

   資料は２分の１ページのほうへ戻りまして、内部火災への対応、④の非難燃ケーブルに

係るご指摘でございました。これ例えば防火シートで複合体を形成したような対策をとっ

た場合においても、地震動、非常に大きい地震が発生した際にこういったものが、例えば

破れてしまって、そこで火災が発生したら、所定の機能が果たせなくなるというご指摘か

と思います。 

   こちらにつきましては、既にこういった複合体の試作を行ってございまして、それに対

する加振試験の結果等もございます。この加振試験と申しますのは、こういった複合体を

つくったものを加振台に置きまして、そこで大きく揺らすような、よくハウスメーカーの

ＣＭとかで揺らす絵がございますけれども、そういった試験を行ってございまして、その

振動によって、この複合体がずれたり壊れたりしないかという点を確認してございます。

そのときの地震動については、こちらで基準地震動と設定した揺れを大きく上回るような、

非常に大きい加速度を与えてやりまして、それによってもこの複合体は健全な状態を維持

する等を確認してございますので、我々の想定している地震動を上回るような地震が来た

場合においても、この複合体、防火シートによる対応というものはしっかりと維持できる

ということを確認しているものでございます。 

   ご説明は以上でございます。 

助川委員 2011年の3.11のときには、1009ガルというような数値が出たところというのは確認

されているんですか。 

発電管理室副室長 発電管理室の金居田でございます。 

   2011年の３月のあの地震につきましては、この901ガルよりももともとの地震としては非

常に小さい地震でございました。ただ、申請時の時点におきましても、やはりその地震を

非常に大きく上回るような各保守的な設定をしたこの地震の波源を想定いたしまして、そ

の評価をやった結果としては、３年半前には901ガルで申請をさせていただきました。 

   さらに、先ほど申しあげたような不確かさを重ねるような、そういった保守的な重ね合

わせをしたことによって、さらに１割強大きくして、今回は1009ガルという形で原子力規

制委員会の確認を得た上でこのような値になったというものでございます。より厳しい条

件をさらに現実に起こった地震よりも課した上で想定をしたというものでございます。 

   以上でございます。 
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福田委員 ちょっと角度を変えてお伺いしたいんですが、私は今回の地震、あるいは津波とか、

あるいはそういった災害等に対する評価というのは、この資料を見ておおむね理解もでき

るところはあるんですが、東海第二さんの場合には、当初、今から40年前ですか、この耐

用年数というのは何年ということで、これはスタートしたんですか。30年かな、40年。 

東海第二発電所保修室長 発電所の澤田でございます。 

   東海第二の建設当初、設置許可を出しまして、発電所をつくっていったわけですが、つ

くるに当たっては、ある期間を想定して、その想定に対してこのぐらいの量なので問題な

いということを設置許可の中で書いております。そこが大きな例でいきますと、原子炉の

中性子照射になります。その中性子照射は、40年時点ではこのぐらいの量になるので、脆

化に関しては問題ないというようなことを設置許可の中で決めております。 

   ですので、明確にこういう寿命で設置許可をとっているということではなくて、とりあ

えずこの時点ではこのぐらいの量なので問題ないと、そのような建設当初の考え方になっ

てございます。 

福田委員 そこで質問なんですが、前にも、これは視察に行ったときだったと思うんですが、

何といいますか、各パーツの疲労、あるいは劣化、あるいは腐食ですね。地下に埋設され

ている配管とかいろんなのございますね。そういう耐用年数というのは何年なんですかと、

そういう単純な質問をしたことがあるんですよ。そのときに40年というような、そういう

答えが我々記憶に残っているんです。さらに今度20年ということですよね。ということに

対して、非常に我々としては、地域の住民としては、いわゆる不安というか、そういうこ

とを強く感じているんです。 

   それで、この疲労とかそういうのに関しては、当然超音波とかいろんなそういうテスト、

試験、そういうことをしているんだろうと思いますけれども、これは東海第二さんじゃな

くて、ほかへ当時視察に行ったときにも、いろんな原子力施設の耐用年数というのはどれ

ぐらいなんだということを数カ所で聞いた記憶があるんです。そのときにはみんな40年と

いうことを、ほとんどのところの事業所が言っていましたね。 

   それがさらに今度また延長ということ、こういうことに対して、いわゆる先ほど言った

劣化とか、あるいは疲労、そういうものの強度、そういうことのこの対応ということです

かね。一つ取り上げれば、建物のコンクリートの強度、もう既に40年経過しているわけで

しょう。そういったことの、専門的じゃないですから、我々はちょっとわかりませんけれ

ども、この延長ということに対して、近隣としての非常に不安があるんですよ。その辺を

ちょっとご説明をしていただきたいんですが。 

東海第二発電所保修室長 発電所の澤田でございます。 

   では、先ほどのその劣化に対してどのような対応をするかというところでございますけ

れども、まず、ご指摘のとおり疲労とか腐食、あとコンクリート、まさに使っていけばど

んどん劣化が進行していきます。まず疲労に関していきますと、特に疲労の影響を受ける
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のは、１回発電所で熱が加わりますと、全体的に大きくなって、それでまた冷えるとこう

縮む。そういうときに押さえているところに対して非常に大きな力がかかって、それを長

く使っていくと、そういうところで疲労が発生していくということでございます。 

   ですので、我々はサイクルという、ちょっとまたわかりづらい言葉で申すんですけれど

も、１回熱が加わって冷える、それが将来何回かかると、その機器に対して影響が出てく

るかという評価をしまして、それで先を予測して、今後20年問題ないという評価をさせて

いただいております。 

   中性子照射脆化と同じような考え方なんですけれども、やはり回数、あるいはこの時点

でこのぐらいの量になるから問題ない、そういうところを決めて評価をさせていただいて

いるので、そこが多分、以前でいくと40年という、あるいは60年という、将来を予測する

とこのぐらいの回数になると思われるので、問題ないという説明をさせていただきました。

多分、ちょっと説明が悪くて誤解を与えてしまったこと、大変申しわけなく思っておりま

す。 

   あと、コンクリートも基本的には同じでございまして、こういう壁に穴をあけて、実際

のコンクリートを抜いてきます。それに対していろいろな強度とか、あるいはコンクリー

トというのはアルカリ性なんですけれども、それがどんどん空気中に二酸化炭素で中和し

ていくと強度が落ちちゃう、そのようなことになりますので、じゃ、どのぐらい、その中

性化が進んでいるんだとか、アルカリはちゃんと維持できているのか、そういう試験デー

タをとって、将来を外挿して予測をします。20年時点までは十分問題ないという評価をさ

せていただいております。 

   当然それは将来を外挿している評価になりますので、しっかりそういう値を日々の保全

の中で管理をして、それで問題ないというのを言っていくというのが劣化評価の内容にな

ってございます。 

福田委員 先ほども言いましたけれども、40年という、そういうことを我々は聞いているわけ

です。これは東海さんばかりじゃないですけれどもね。ですから、そういう意味で、今ご

説明あったいろんな強度とかそういうテストをして、それで問題ないということでさらに

延長ということになったんだろうと思うんですよ、クリアをして。でも我々としては、ど

うもこの当初のそういうイメージが強いんですよね。それだけに不安がある。 

   それはどうして言うかというと、もう10年ぐらい前になりますか、福井県の美浜かな、

あそこへ視察に行ったんですよ、特別委員会当時。それで、視察をして２日後にいわゆる

タービンに行く配管が破裂したんですよね。ですから、そういうこの配管一つをとっても、

いわゆるあれは疲労なんだろうと思うんです。ちょうどＬ型か何かのところだったですか

ね。大分古い話ですから、ちょっと記憶ではそういうふうに感じている。いわゆる40年は

大丈夫なんだよといっても、そういう疲労。そういうことで、本当に身近なそういう事故

が発生している。 
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   果たして本当に40年、それが今度60年、これというのに非常に我々疑問を持っているん

ですよ。どうなんですか、その辺の、この40年が60年ということに対しての不安というこ

とが非常に強いのが私の考えなんですが。 

東海第二発電所保修室長 ご指摘をいただきまして、我々としましては、確かに美浜の事故の

ときは、配管が少しやせ細ってしまって、長く使って、それによって配管が大きく壊れて

大きな事故になったということを反省してございます。その後、発電所の中では、美浜で

いきますと、例えばタービン設備というところであの当時事故が起こっておりますけれど

も、従来の考え方でいきますと、タービン設備というのは発電するための設備なので、ど

ちらかというと原子炉の安全に直接関係がない系統でございました。ただ、そういう大き

な事故、社会的な問題にもなりました。我々としてしっかり反省をしまして、発電所全体

として、やっぱりそういう減肉、あるいは劣化に対する考え方をしっかりやっていこうと

いうことで、今回の劣化評価もそういう広い範囲の設備について評価をさせていただいて

いるというところでございます。 

   ご指摘のところにつきましては、やはり我々としてもそういう自分たちが評価している

内容、そういうところをこれからも丁寧にぜひ説明はさせていただきたいというふうに思

います。 

福田委員 いろいろ検査の、何というんですか、試験的なことというのは、目線でのこともあ

るだろうし、あるいは超音波とかいろんなことでテストをしているんだろうと思うんです

が、何というんですか、単純なことで大きい事故が発生する、そういうことというのは想

定しているんですか。 

東海第二発電所保修室長 大変ご指摘のとおり、非常に我々もそういうところは気を使ってい

るところでございます。まさに検査をやるためには、人の力量ですとか、あるいは現場の

形状、こういったものも非常に検査をやるに当たって非常に難しい面も出てきます。です

ので、そういうところでミスが起こって事故につながる可能性もあるわけですので、しっ

かり資格を持った人間がやる、あるいは何人もの人間でしっかり検査の結果を見る。さら

には第三者の目で、本当にそれが成立しているか。今はそういうところを、人的なところ

は多重の確認で対応させていただいております。 

   これからもご指摘の内容を肝に銘じて、発電所のほうもしっかり保全、補修、そういっ

たものを実施していきたいというふうに思っております。 

福田委員 よろしくお願いします。 

議長 東海のこの原子力発電は、一応40年ということで、これ再申請、延長申請を20年すると

いうことで。皆さんの言い分を聞いていると、私らの頭では考えられない、再稼働のため

の延長ではないんですよということを言っているんですけれども、私らなりに考えると、

これから20年の運転の延長を国に申請するわけですよね。そのままということはないわけ

ですよ、足らないお金も何か一生懸命集めているように感じますけれども。この20年の延
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長をして、規制庁の許可がおりれば再稼働にいくのではないかというのが私たちの考えな

んですけれども、その辺をお聞かせいただきたい。 

東海事業本部地域共生部長 地域共生部長の猪股でございます。 

   東海第二発電所の再稼働に関する問題でございますけれども、当社といたしまして、再

稼働をするともしないとも決定をしていない状況、まだできない状況ということでござい

ます。きょうの説明の中でも申しあげましたけれども、資料１でご説明をしました内容、

いわゆる新規制基準への適合性確認審査、これにつきまして、まずこれまでやってきたわ

けでございますけれども、これ自体、当社としましては、当社がこれまでに福島第一の事

故以降に実施をしてきた、既にやってきた安全性に対する対策、それからこの後もやって

いこうとしている対策が、その国がつくりました新しい基準に照らしても十分に適合する

ものであるかどうかということをしっかりと示す必要があるという位置づけで、この審査

を継続しているところでございます。 

   そして、本日ご説明をさせていただきました資料２、３、４の内容、特に２のところで

ご説明を申しあげましたが、これにつきましては、通常発電所であれば、40年を迎える発

電所でなければ、先ほどの新規制基準への適合審査のみでいくわけですけれども、40年を

超える発電所については、その安全性の確認については、この運転期間延長認可申請とい

うものを申請しまして、国のほうでそれについて審査をいただく必要があるということで

ございます。特にその特別点検という、最初に申しあげた新規制基準への適合性の審査と

いうのは書類上での審査でございますけれども、特に劣化状況等に関しましては、きょう

申しあげました特別点検、言ってみれば、人間で言えば人間ドックに当たるような、実際

の調査をして、その結果もつけて、それを踏まえた評価をするということであり、私ども

としては、これは安全性にかかわる審査の一環ということで、一連のものというふうに考

えてございます。また、今後それをどうするかということに関しては、これからまた、先

ほど資金の調達の話もちらっと、中に出てきたと思いますけれども、そういった面も含め

て今後我々としての判断をしていく必要があるというふうに考えてございます。 

議長 ありがとうございます。 

   我々議会としても見学をさせていただきました。そして、使用済みの燃料もまだまだこ

う、さわってみたら温かい。それから今度、大きな災害が来て、津波が来たときに、この

原子力の施設を守るために防潮堤も整備しなくちゃならないという説明は確かに聞きまし

た。 

   ただ、私たちの考えで、今おっしゃいましたけれども、20年の延長をお願いして、さら

に再稼働に進むんではないかという懸念は、決して、なかなか消え去るものではないとい

うことだけは考えておいてください。 

古川委員 何点かお聞きいたします。 

   先ほどちょっと福田委員も、その点検についてちょっと触れて、ご答弁もございました
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けれども、本年５月から10月にかけて行われた特別点検の実施結果で、結果としては、総

論としては、異常は認められなかったというようなお話がございましたけれども、例えば

原子炉圧力容器のドレンノズルとか、それから原子炉格納容器の原子炉格納容器鋼板、こ

の辺が経年により腐食が心配されるという中、その点検としては目視点検というふうにこ

こに書かれております。本当に目視で異常がなかったと、認められないというふうに断言

していいものなのかどうか、ちょっと素人なんでわからない部分があるんで、その辺を具

体的に教えていただきたい。 

   また、その特別点検が、ちょっとこれ聞き漏らしたかもしれませんが、特別点検は内部、

いわゆる原電さんの内部で行った点検なのか、もしくは第三者等による立ち会い等があっ

た、もしくは第三者による直接の点検だったのか、その点をまずお伺いしたいと思います。 

東海第二発電所保修室長 発電所の澤田でございます。３点について説明させていただきます。 

   まず、原子炉圧力容器のドレンノズルの目視点検を行うというところでございます。原

子炉のドレンノズルというのは、少し径が小さいノズルになっておりまして、ここを通る

水の流速がある程度速いです。ですので、先ほどちょっとありましたが、美浜の事故のよ

うに配管が少しやせていってふぐあいを起こすということが懸念されるので、今回目視点

検をさせていただきました。 

   配管が減れば、見ればどのような配管がちゃんとフラットにあるのか、当初の板厚より

も減っているのか減っていないのか、それはわかりますので、そういうものを目で見てチ

ェックを入れているというところです。 

   あと、格納容器の目視点検につきましては、これは、格納容器は鉄、鋼でできておりま

す。その鋼がさびないように表面に塗装を塗りまして、それでさびが進行しないような措

置をしてございます。ですので、特別点検としましては、その塗装がまずしっかり鋼につ

いているか、部分的に浮き上がってさびが出ていないか、そういうものを目で見る検査と

なりますので、どちらの検査も目で見る検査で問題ないというふうに思っております。 

   ただ、当然見方は大事なところで、遠くから見てオーケーなんていうことはできないの

で、大体どのぐらいの明るさのもと、どのぐらいの距離、どのぐらいの角度をもって点検

をするというのが細かく決まっておりまして、そういうのを満足するような形で検査を行

いました。 

   あとは、特別点検につきましては、第三者か原電の検査かというところでございますが、

検査自体は原電が実施しているものでございます。ですので、これから国の審査が始まり

ますので、そこに対して我々が行った検査、それの力量であるとかやり方、そういうもの

をしっかり外に説明をして、問題があったのかなかったのか、そういうところを審議いた

だくということになります。 

古川委員 まず、目視点検でも異常がないということが断言できるということで、こう理解し

てよろしいですね。それで、いわゆる原電さん自身で特別点検を行ったということですが、
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今後その申請に対する結論といいますか、それは第三者といいますか、規制委員会でした

り、その第三者が、書類だけで審査ということはないですよね、現地審査も当然、そうい

う確認されたことが本当に正しいのかどうかというのを確認もされるということで理解し

てよろしいでしょうか。 

東海第二発電所保修室長 澤田でございます。 

   特別点検につきましては、ご指摘のとおり、まず我々の書類を出して、書類の審査、あ

とは発電所に実際に検査課の方が来られて、現物のチェック、そういったものが入ります。 

古川委員 わかりました。ありがとうございます。 

   じゃ、最後に一つお伺いしたいんですけれども、さきの茨城県知事選挙で現職の橋本知

事が再稼働は認めないという発言をされたのは原電さんにとってはびっくりされたのかな

というふうに思いますが、その発言を受けて、本市の海野市長も、その判断は正しいとい

うような表明をされております。なぜそれが正しいのかというような私が一般質問をしま

したところ、さきに行いました市民アンケートにより、約６割の市民が再稼働に対して「反

対」、もしくは「どちらかといえば反対」というようなことで、６割以上、半数以上が反

対をしている中で、当然、那珂市というものを預かるトップとして、首長として、市民を

守るのは当然であると、市民の意向を最大限に考慮するのは当たり前であるというような

発言をされております。ほかの地域、ほかの原子力施設についてはわからないが、この地

域においては再稼働は無理ではないかというような考え、それが海野市長ご自身のスタン

ス、考えであるというようなことも述べていらっしゃいます。 

   それに対して、そういうことも踏まえて、さきの原電さんが表明されたという周辺自治

体に対する権限ですか、再稼働の是非の権限、そのようなお話がございましたけれども、

その点について率直な感想といいますか、今後どのようなお考えでいくのかお伺いできれ

ばと思います。 

東海事業本部地域共生部長 地域共生部長の猪股でございます。 

   市長のご発言につきましては、私どもも市議会の中でそういうご答弁されたということ

は存じ上げております。また、今、委員からありましたように、東海村を座長とします原

子力所在地域首長懇談会様、こちらから安全協定の見直しのご要請を頂戴しておりまして、

これにつきまして、新聞報道もありましたけれども、11月22日に懇談会が開催されまして、

その場で私どもからご提案、ご回答申しあげた内容につきまして、それをベースにきちっ

と成案化に向けて議論ができるような状況に進んでいるものというふうに考えてございま

す。 

   その中におきましては、まさに各首長さん方は、市民の声を代表して、それを聞いた上

でそれぞれのご判断をということだと思うんですけれども、その中で、私どもと十分な話

し合いを行い、十分な理解がない中においては、私どもは前へは進みませんということを

申しあげた次第でございます。 
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   私どもも当然ながらこの原子力発電という事業につきましては、地域の住民のご理解が

なければ、これを進めていくのは非常に難しい問題だというふうに認識してございます。

私どもとしましては、今、発電所の状況の説明会を那珂市さんにおきましても毎年定例的

に開催させていただいておりますけれども、また、今年度も、ちょっと年は明けると思う

んですけれども、またこういったものも開催させていただき、私どもの事業活動につきま

して、皆様方のご理解を得られるように、そういった努力も進めていく所存でございます。 

   また、原子力所在地域首長懇談会様からのご要請に関しましては、これにつきましては、

まだ細部については今後調整ということで、まだ成案化にもなっていないので、余り中に

ついて触れることはできませんけれども、真摯に対応してきちっとご理解をいただけるよ

うに取り組んでまいる所存でございます。 

冨山委員 もう一度、施設のほうにちょっと戻っちゃうんですが、東日本大震災のときに防潮

堤が多々壊れる姿を見ました。鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁というのは、どの程度の信

頼性というのがあるのか、もうちょっと具体的に説明していただければありがたいです。 

発電管理室副室長 発電管理室の金居田でございます。 

   資料１のほうの２分の１ページのほうに戻っていただきまして、防潮堤の設計のところ

の図をご確認いただければと思います。 

   この鋼管杭の構造でございます、先ほど申しあげましたとおり、鋼管杭を地上から地下

部の岩盤のところまで、１本の杭形式で立ち下げてしっかりと固定をするという構造でご

ざいます。それらを短い間隔で、こう図に示したとおり、ずうっと並べまして、地上部に

おいては、それを鉄筋コンクリートで、分厚い鉄筋コンクリートで巻き立ててしっかりと

強固な構造にするというものでございます。 

   こうした構造をとることによりまして、ここで我々のほうが想定いたします、この標高

17メートル程度の津波に対しては、全くもう完全に問題ない構造、しっかりとした構造を

確保できます。確かにご指摘のとおり3.11のときに防波堤等が一部損壊して津波等が入っ

てしまうような、そういった状況、不幸な状況がございましたけれども、全くそういった

ことについてはご心配ないということをお約束できます。 

   さらに、先ほど防潮堤を越えるような津波が来るような場合について申しあげましたけ

れども、そういったより高い津波が来た場合におきましても、この防潮堤そのものは、波

は越えてしまうんですが、倒壊することのないような設計といたします。すなわち水は来

てしまうんですが、そこにはちゃんと防潮堤は残って、ある程度の津波をちゃんと抑えた

上で、上を乗り越えてくる水だけは入ってしまう、そういったところまで持っていくよう

な設計をしてまいりますので、この防潮堤の信頼度、耐久性というものについては十分な

ものを持っているということをお約束できるかと思います。 

   以上でございます。 

冨山委員 この今、黒い部分で囲まれた部分と青い部分が新設部分だと思うんですが、これ裏
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ぐるり回っていない部分というのは、結局標高が高いから、そこから回り込みはないと。

じゃ、外側からの回り込みもないということでよろしいですか。 

発電管理室副室長 発電管理室の金居田でございます。 

   ご指摘のとおりでございます。 

冨山委員 あともう一つなんですが、福島のときの事故というのは、ベント機能が失われてあ

の大事故につながったと思うんです。これ東海では２つ、制御室からと人力で、これベン

ト機能が失われたことというのは想定しないんですか。 

発電管理室副室長 発電管理室の金居田でございます。お答えします。 

   ご指摘いただきました資料１の２分の２ページの左側の中段のところのご指摘かと思い

ます。福島第一原子力発電所の事故におきましては、確かに既存の格納容器からのベント

をする設備がなかなかうまく作動できなくて、それによって被害が拡大したというふうに

も聞いてございます。 

   今回、こちらの説明資料にありますとおり、我々としましては、格納容器圧力逃がし装

置からまずは遠隔でベントができるようにすると。万々が一、それが使えなくなった場合

においては、この要員がその現場に行きまして、遠隔で人の力で作動をいたします。それ

以上の、仮にこの圧力逃がし装置が人力でも使えないといったところまでは、そこまでは、

我々としてはもうあり得ないだろうというふうにも考えてございますけれども、まずその

前段の格納容器圧力逃がし装置を使うようなシチュエーションにいく前に、この資料をご

らんいただきますと、この⑦の下段のところをごらんいただきますと、まずはこの圧力逃

がし装置を使わなくても、原子炉の崩壊熱量が除去できて、格納容器内の放射性物質を外

に出さなくてもいいような、こういった代替循環冷却系を多重化して設けさせていただき

ます。 

   ですので、既存の設備でまずは原子炉の崩壊熱を除去できます。それらが使えなくなっ

た場合においては、この代替循環冷却系という系統を用いて格納容器圧力逃がし装置を使

うことを非常におくらせながら、まずは原子炉の崩壊熱は除去できると。それらが使えな

くなった場合においては、そうしたら格納容器圧力逃がし装置に頼りましょうという。非

常にこの二重、三重の備えをさせていただきましてかつ圧力逃がし装置の遠隔操作ができ

なくなった場合は、人というのは必ず確保できますので、その要員が行って、人の力であ

けると。確実にできるということがお約束できますので、それによって、福島第一原子力

発電所で起きたような、そういった放射性物質が制御されない形で出てしまうような、そ

ういったものは防止できるということはお約束できるかと思います。 

   以上でございます。 

冨山委員 ありがとうございます。 

委員長 ほか、ございますか。 

     （なし） 
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委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   次に、原子力専門委員会の皆様から質疑、ご意見等がありましたらお願いいたします。 

原子力専門委員 原子力専門委員の清水です。幾つか質問がありますので、１つずつ伺います。 

   まず最初に、資料の２分の１ページのところで、基準地震動901から1009ガルに上げたと

いうことで、いろいろ対策したというのが書いてありますけれども、この資料の範囲内で

は建屋構造とか、それから炉心構造といいますか、そちらのほうに対する影響については

特に記述がないように思うんですが、その辺の評価はいかがでしょうか。 

発電管理室副室長 発電管理室の金居田でございます。 

   資料１の今ご指摘いただきました地震への対応のうちの項目で、一文だけ書かせていた

だいていますけれども、２つ目の青いポチでございますけれども、今後基準地震動Ｓｓに

基づきまして、主要設備の耐震評価・耐震工事を実施させていただくというふうにさせて

いいただいてございます。本資料については詳細な記載なく申しわけございませんけれど

も、こちらについては、今般、補正をさせていただきました工事計画認可申請の中で記述

等をさせていただいてございます。当然ながら、この基準地震動に対して主要な安全機能

を有する建屋構築物、設備等につきましては、しっかりとした健全性を確保させていただ

く予定でございます。 

   それにおきましては、一部の設備等については、既にもう耐震補強の改造工事等を行う

こと、これについては確定してございまして、審査の場においても一部ご説明をさせてい

ただきます。その詳細については、これからの工事計画認可申請の中で詳細な評価の結果、

対策の内容についてご説明をこれからさせていただく予定でございます。 

   以上でございます。 

原子力専門委員 今後しっかりと検討をお願いします。 

   それから、同じページの右側の防潮堤の設計というところがありますけれども、青丸が

４つありますが、２番目の記述で、総延長の約８割を変更したという、その変更は鋼管杭

鉄筋コンクリート防潮壁というものにしたという記述があるんですが、ちょっと確認は、

残りの２割と、取りつけなくしたために短くなったところとの絡みもあるんだろうと思い

ますけれども、要するに黒い部分と青い部分、青い部分はやったというふうに書いてある

んですけれども、黒い部分が全部この構造になったのかどうか、その点の確認をお願いし

ます。 

発電管理室副室長 資料１の２分の１のこちらの発電所の鳥瞰図のところのご指摘だと思いま

す。 

   まず、鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁による部分でございますけれども、これちょっと

説明がわかりにくくなって恐縮ですけれども、この鳥観図を見ていただきますと、海側の

ところにちょっとコの字型に出っ張っている部分があるかと思います、この図の中央ちょ

っと左手の部分です。このちょっとコの字型に出っ張っている部分、ここにつきましては、
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この鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁形式ではなくて、例えばもう鉄筋コンクリートによる

基礎までたち下げたような、そういった防潮堤の構造形式等を採用してございます。 

   それ以外の残りの部分のほとんどにつきましては、この陸側のほうにずうっと伸びてい

くラインのほとんどにつきましては、この鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の形式をとって

いるというものでございます。 

   以上でございます。 

原子力専門委員 下側の図の敷地北側という限定した表現になっているので、その辺がちょっ

とわかりづらいということで、もう少し記述を正確にしたほうがいいかなと思います。 

   別件です。２分の２ページのところで、⑦の格納容器破損防止への対応、このあたりも

既に質疑がありましたけれども、確認です。 

   ３つ丸があって、２番目のところに、代替循環冷却系の起動について書いてありますけ

れども、この起動というのはどういう方法でやるのか、電源喪失した場合どうかとか、対

応が問題なくできるかどうか、その点の確認です。 

発電管理室副室長 発電管理室の金居田でございます。 

   資料１の２分の２ページ、⑦のご指摘について回答します。 

   こちらのほうで既存の設備が機能喪失した場合に代替循環冷却系ポンプを起動という記

載をさせていただきました。このポンプが起動できるかどうかという点については、まず

必要なのは電源系の確保でございます。電源の確保につきましては、こちらは海水系に期

待しない別途代替の電源を確保させていただいてございます。その電源というのは、同じ

ページの⑨のところに模式図ございますけれども、こちらの常設代替高圧電源装置という

記載をさせていただきました。こちらに今までございます非常用のディーゼル発電機、既

存の設備とは全く別の独立した電源装置を確保してございます。こういった電源をまずは

確保していくのが１つでございます。 

   それからまた、このポンプの起動につきましては、これは当然ながら制御回路等が必要

でございますけれども、それも独立したものを設けてございまして、中央制御室から遠隔

でこのポンプを起動するという対応が可能でございます。 

   以上でございます。 

原子力専門委員 もう１回すみません。私もう１件ありまして。 

   資料３の特別点検の中で、一番上のほうですね、母材及び溶接部の検査なんですけれど

も、超音波探傷試験、それからノズルのところの渦電流探傷試験という記述があるんです

が、構造によっては、この試験の方法としては、全数試験、全箇所試験ということなんだ

ろうと思いますけれども、抜き取りではなくて。そうした場合に構造上、探傷はできない

というような場所はなかったかどうかというようなことの確認をしたいんですが、お願い

します。 

東海第二発電所保修室長 発電所の澤田でございます。 
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   ご指摘の非破壊検査における検査不可範囲でございますけれども、当然原子炉の母材の

超音波探傷試験につきましては、内部にサポート等の溶接で取りつけられている部位がご

ざいますので、そこに関しましては、検査不可範囲が存在します。 

   あと、給水ノズルにつきましては、検査不可範囲はないということでございます。 

   以上です。 

原子力専門委員 検査できない場所に対する考え方はどうなんでしょうか。 

東海第二発電所保修室長 検査できない範囲につきましては、母材の中で、その周辺の検査記

録をもって、問題ないという評価をしてございます。 

   以上でございます。 

委員長 では、よろしいですか。 

   ほかの専門委員の方、どうぞ。 

原子力専門委員 １点だけお尋ねしたいんですけれども、今回の、きょう説明していただいた

作業をやるには相当のお金がかかると思うんですよね。そうすると、結果としてこれは、

原電さんは電力会社さんに売電するわけなんですけれども、結果としてこれは、我々国民

の電気料金の値上げにつながるというふうな認識でよろしいんですよね。よろしいんです

よねというのはちょっとおかしいんですけれども、そういう感触で、私はそういうふうに

受けとめているんですけれども、そういうことですね。 

東海事業本部地域共生部長 地域共生部長の猪股でございます。 

   今回この工事費全体として約1,800というようなことが出ておりますけれども、これの調

達につきましては、当社自己資金並びに借入金によって調達するという計画でございます。

また、経理的な基礎についてもしっかりと発電所運営ができるというのがこの審査の中で

もそれが前提となってございまして、それについても規制委員会に説明していくことが必

要な状況にございます。 

   そして、自己資金につきましては、当社、原子力発電の専業会社でございまして、東海

第二のほかに福井県に敦賀発電所の２号機がございますが、そちらのほうも今稼働してい

ない状況でございます。そういう中で、当社としての経営基盤をさらに強固にする必要が

あるということで、海外事業であるとか、また廃止措置事業、それから福島第一の廃炉に

関しましても、これも事業としてその支援活動を行っているような状況でございます。そ

ういう中で自己資金をまた稼ぎながら、借入金の問題もございますけれども、これに関し

ましては、当社の財務状況等からそれぞれ受電会社の補償だとかそういった問題も出てま

いりますが、それは今後またご相談等をさせていただくような状況でございます。 

   そして一番の問題、ご質問にありました、まさに販売電力へのそれが賦課されるという

ことに関しましては、私どもの電気そのものは、東海第二につきましては、発電した電気

については80％が東京電力さん、そして20％が東北電力さんに供給するということを前提

に、もうこれで、その目的でつくられた発電所でございます。そして、従来であれば総括
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原価主義ということで、例えばこれの保守、また運転、その他それぞれにこういう費用が

かかりますということを申しあげて、それがまさに各電力会社さんの中に売電するときの

料金の中にそれが積み上げられていったわけでございますけれども、今は電力自由化とい

うことで、各電力会社さんも非常に厳しい販売の状況にございます。そういう中で、我々

としても、今までのようにかかった金額がこれだけなんで、これをいただきますというよ

うな、そういうやりとりはできない状況といいますか、受電会社さんにおいても、当然な

がらそれを当社から受電をして、それをベースに各電力会社さんが販売したときに買って

もらえる料金でなければ、当社からそれを買うということもままならないというか、そう

いうような状況にございます。 

   したがいまして、我々としては、電力会社さんに十分ご納得いただけるような金額で発

電できるということをしっかりと確認しながら、まだ再稼働は決めてございませんけれど

も、仮に再稼働するんであれば、そういったこともしっかりと検討していく必要があると

いうようなことでございます。 

委員長 ほかございますか。 

原子力専門委員 安全専門員の中村です。 

   １点だけ、２分の１ページの非難燃ケーブルに関してのところの質問です。 

   非難燃ケーブルを取りかえに伴い、安全上の課題が生じる部分については防火シートと

いう記載になっておりますが、ここで安全上の課題というのはどういう部分か、一例で結

構ですので、お教えください。 

発電管理室副室長 発電管理室の金居田でございます。 

   ご指摘いただきました非難燃ケーブルで、難燃ケーブル取りかえに伴う安全上の課題が

生じる部分については防火シートで対応します。この安全上の課題の一例でございますけ

れども、これは例えばこのケーブルトレイを新たに増設して設けなければいけない、そう

いった場合がございます。そういった場合におきましては、実はスペースがないものでご

ざいますので、壁の躯体、耐震壁等を有する壁の躯体に穴をあけて、それでケーブルトレ

イを新たに設けて、それでケーブルを敷設するといった必要が生じてまいります。 

   そうしますと問題になってくるのが、もともと耐震構造として期待している壁に一部穴

をあけてしまうと、やはりどうしても耐震性については悪い方向にいってしまうと。先ほ

ど申しあげましたとおり、この基準地震動もより大きくなっていることもございますので、

壁の躯体そのものはしっかりとした構造のまま置いておきたいということがございますの

で、そうしますと、やはりその新しいケーブルトレイ等を設けるよりは、十分な耐火性能

等が確認されております防火シートで既存のケーブルをくるむ対応とさせていただきたい、

こういった判断を行ったものでございます。 

   以上でございます。 

原子力専門委員 ありがとうございました。 
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委員長 ほか、専門委員の皆様、ご意見ございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、本件を終結いたします。 

   本日の議題は全部終了いたしました。 

   以上で原子力安全対策常任委員会を閉会いたします。 

     閉会（午前11時53分） 

 

   平成30年２月19日 

    那珂市議会 原子力安全対策常任委員会委員長  笹島  猛    

 


