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１．高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（DCH） 
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 原子炉圧力が高い状況で原子炉圧力容器が損傷し，溶融炉心，水蒸気，水素ガス等が急速に放出され，原子
炉格納容器雰囲気が直接加熱されることにより，急速に格納容器圧力が上昇する等，原子炉格納容器に熱的・
機械的な負荷が発生して原子炉格納容器の破損に至る。 

給水系 

原子炉隔離時 
冷却系 

高圧炉心 
スプレイ系 

低圧炉心 
スプレイ系 

外部電源 
非常用ディーゼル 

発電機等※ 
Ｇ 

原子炉 
圧力 
容器 

原子炉格納容器 

自動減圧機能付き逃がし安全弁 

原子炉 
圧力 
容器 

低圧原子炉 
代替注水系 

高圧注水機能喪失 

低圧注水機能も機能喪失 

重大事故等対処設備による低圧代替注水も期待しない 

逃がし弁機能は健全だが自動減圧機能
作動条件（低圧ECCSポンプ運転）を
満たしていないため作動しない 

1.1 DCH 事象の概要 

【DCHの特徴】 

残留熱除去系 
（低圧注水モード） 

※：非常用ディーゼル発電機及び 
   高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

 プラント損傷状態を高圧注水・減圧機能喪失（TQUX）とする。 
 低圧注水機能も喪失するものとし，さらに重大事故等対処設備による低圧代替注水にも期待しないものとする。 
 非常用ディーゼル発電機等の機能喪失を想定し，全交流動力電源喪失の重畳を考慮するものとする。 

【DCHの事故想定】 



4 

① 原子炉水位が燃料棒有効長底部(BAF)から燃料棒有効長の20％上の位置(BAF+20％)に到達した時点で，
自動減圧機能付き逃がし安全弁２個を手動開操作し，原子炉を急速減圧する。以降，開放状態を維持する。 

② 格納容器代替スプレイ系（可搬型）により，原子炉圧力容器破損前にペデスタルに2.4mの水位まで注水する。 

対策① 原子炉圧力容器が破損するまで 

自動減圧機能付き 
逃がし安全弁 

原子炉 
圧力 
容器 

原子炉建物 

輪谷貯水槽（西） 

大量送水車 

常設代替交流 
電源設備 

Ｇ 

【DCH対策】 
・自動減圧機能付き逃がし安全弁2弁の手動
開操作による原子炉急速減圧 

・原子炉圧力容器の破損まで，逃がし安全弁
開放状態を保持 

残留熱除去系 
熱交換器 

1.2 DCH等 格納容器破損防止対策（1/3） 

【DCH，FCI，MCCIの対策概要】 

※1から 

※1へ 

格納容器スプレイに
よるPCV環境の緩和 

【MCCI対策】 
原子炉圧力容器が破損する前にペデスタル
に2.4m※の水位まで注水 

① 

② 
 

残留熱代替 
除去ポンプ 

D/Wからペデ 
スタルに流入 

ドレン配管 

※以下を同時に達成できる水位として，ペデスタ
ル水位を2.4mに設定。なお，ペデスタル水位
2.4m到達までの注水時間は，120m3/hで
約1.9時間となる。（注水量約225m3のうち 

 ぺデスタル水量は約70m3） 
 ・ FCIで圧力スパイクが発生した場合にペデスタ

ルバウンダリの機能を維持。 
 ・ 溶融炉心・コンクリート相互作用の緩和効果

に期待。 
 ・ FCIの水蒸気爆発が発生した場合の影響を

小さく抑えることができる。 

コリウムシールド 
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原子炉 
圧力 
容器 

原子炉 
圧力 
容器 

③ ペデスタル代替注水系(可搬型) により，崩壊熱相当に余裕を見た注水量で注水する。 

原子炉建物 

輪谷貯水槽（西） 

大量送水車 

常設代替交流 
電源設備 

Ｇ 

対策② 原子炉圧力容器破損後から残留熱代替除去系の運転開始後まで 

【MCCI対策】 
崩壊熱相当に余裕を見た注水量で注水 

残留熱除去系 
熱交換器 

1.2 DCH等 格納容器破損防止対策（2/3） 

③ 

破損 

※1から 

※1へ 
 

残留熱代替 
除去ポンプ 

原子炉格納容器 

ドレン配管 

コリウムシールド 



6 

原子炉 
圧力 
容器 

原子炉 
圧力 
容器 

原子炉建物 

輪谷貯水槽（西） 

大量送水車 

可搬式窒素 
供給装置 

大型送水 
ポンプ車 

海 

移動式代替 
熱交換設備 

常設代替交流 
電源設備 

Ｇ 

※２へ 

対策③ 残留熱代替除去系の運転開始後
（） ④ 残留熱代替除去系による溶融炉心の冷却及び原子炉格納容器除熱 

⑤ 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器内への窒素注入 

残留熱代替 
除去ポンプ 

残留熱 
除去系 
熱交換器 

 

 

※２から 

1.2 DCH等 格納容器破損防止対策（3/3） 

④ 

⑤ 

※1から 

※1へ 
 

破損 

D/Wからペデ 
スタルに流入 

原子炉格納容器 

ドレン配管 

コリウムシールド 



7 1.3 コリウムシールドについて（1/2） 

コリウムシールドの外形及び基本構造コリウムシールドの設置状況

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

機器ドレン 
ファンネル蓋

床ドレン 
ファンネル蓋

スリット入口

【コリウムシールドの基本構造】 

 ペデスタル内に落下した溶融炉心のドライウェルサンプへの流出を防ぐ観点から，ペデスタル内にコリウムシールドを設置する。コリウムシールドの外
形及び基本構造を下図に示す。

 コリウムシールドは，ペデスタル床面全体を覆う構造とし，耐熱材は溶融炉心との接触に伴う熱衝撃対策として二層構造（犠牲材＋サンプ防
護材）とし，  にて互いに接着する。

 原子炉冷却材の漏えいが検出できるようスリット(床ドレン流路)を設置し，スリット形状としては，床ドレンサンプへの漏えい水の流入量が１gpm
（0.228m3/h）以上となるように設定する。また，スリットに溶融炉心が流入した場合でも，スリット内で溶融炉心が凝固しドライウェルサンプへ
流出しない形状とする。

 スリットが何らかの原因で閉塞した場合でも漏えい水の検知ができるよう，４か所設置する。

スリット部断面概略図



8 1.3 コリウムシールドについて（2/2） 

【スリット内の溶融炉心凝固評価について】 

 評価方法
・溶融炉心のスリット内凝固評価は実溶融炉心を用いた試験による確認が困難であることから，複数の評価モデル
で凝固評価を実施し，各々の結果を包絡するようにスリット長さを決定した。なお，凝固評価においては，事前注
水成功によりスリット内に水が存在すると考えられるものの，水は存在しないものとして評価を行った。

 評価条件
・MAAP解析結果における溶融デブリ物性値（液相・固相線温度，溶融潜熱，熱伝導率等）や流路形状等を
使用

 評価結果
・各評価モデルでの凝固評価結果から，モデルの違いにより溶融炉心の凝固評価に多少の差異があるものの，溶融
炉心の流動距離は最大でも  である。

評価モデル 概要 適用実績 
平行平板間の溶融デブリが凝固し流
路が平衡することを想定したモデル 

・米国ＮＲＣに認可されたモデル
・US-ABWRは本モデルに基づき標準設計認証を取得

円管内での溶融デブリの流動距離を
評価するモデル 

・ＭＡＡＰのＲＰＶ下部プレナムにおける核計装配管等の貫
通部配管でのデブリ凝固評価に用いられている。
・ＥＰＲＩによって行われた模擬デブリの凝固試験結果と，本
モデルの評価結果とが，おおよそ一致していることが確認されて
いる。

流路周長全体を伝熱面とし，壁面
への伝熱を評価するモデル 

・溶融デブリに対する凝固評価には使用実績なし
・鋳造分野で使用されている。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

解析コード ＭＡＡＰ － 

初
期
条
件 

原子炉熱出力 2,436MW 定格原子炉熱出力として設定 

原子炉圧力 6.93MPa[gage] 定格原子炉圧力として設定 

燃料 ９×９燃料（Ａ型） 

９×９燃料（Ａ型），９×９燃料（Ｂ型）は熱水力的な特性は同
等であり，その相違は燃料棒最大線出力密度の保守性に包絡されるこ
と，また，９×９燃料の方がＭＯＸ燃料よりも崩壊熱が大きく，燃料
被覆管温度上昇の観点で厳しいため，ＭＯＸ燃料の評価は９×９燃
料（Ａ型）の評価に包絡されることを考慮し，代表的に９×９燃料
（Ａ型）を設定 

原子炉停止後の崩壊熱 
ANSI/ANS-5.1-1979 
（燃焼度33GWd/t） 

サイクル末期の燃焼度のばらつきを考慮し，10％の保守性を考慮 

格納容器空間容積（ドライウェ
ル） 

7,900m3 
ドライウェル内体積の設計値（内部機器及び構造物の体積を除いた
値）を設定 

格納容器空間容積（サプレッ
ション・チェンバ） 

空間部：4,700m3 
液相部：2,800m3 

サプレッション・チェンバ内体積の設計値（内部機器及び構造物の体積
を除いた値）を設定 

サプレッション・プール水位 3.61m（NWL） 通常運転時のサプレッション・プール水位として設定 

溶融炉心からプール水への熱流
束 

800kW/m2相当 
（圧力依存あり） 

過去の知見※に基づき初期水張りの効果を考慮して設定 

コンクリートの種類 玄武岩系コンクリート 使用している骨材の種類から設定 

コンクリート以外の構造材の扱い 
内側鋼板及びリブ鋼板は考慮
しない 

内側鋼板及びリブ鋼板については，コンクリートよりも融点が高いことから
保守的に考慮しない 

1.4 DCH 主要解析条件（1/3） 

表1-1 主要解析条件（1/3） 

※ 有効性評価の解析では，米国国立サンディア研究所(SNL)で実施された溶融炉心とコンクリートの相互作用及び溶融炉心冷却に関する実験であるSWISS実験に 
  おいて報告されている溶融物から水プールへの熱流束が大気圧状態で800kW/m2程度であることに基づき，設定している。 
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項目 主要評価条件 条件設定の考え方 

事
故
条
件 

起因事象 給水流量の全喪失 原子炉水位の低下の観点で厳しい事象を設定 

安全機能の喪失に対する
仮定 

高圧注水機能喪失 
低圧注水機能喪失 
重大事故等対処設備による原子炉注水
機能の喪失 
全交流動力電源喪失 

高圧注水機能として原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ
系の機能喪失を，低圧注水機能として残留熱除去系（低圧注
水モード）及び低圧炉心スプレイ系の機能喪失を設定するとともに，
重大事故等対処設備による原子炉注水機能の喪失を設定 
すべての非常用ディーゼル発電機等の機能喪失を設定 

外部電源 外部電源なし 全交流動力電源喪失を想定するため，外部電源なしを設定 

高温ガスによる配管等のク
リープ破損や漏洩等 

考慮しない 原子炉圧力を厳しく見積もるものとして設定 

重
大
事
故
等
対
策
に
関
連
す
る
機
器
条
件 

原子炉スクラム信号 事象発生と同時に原子炉スクラム 事象発生と同時に原子炉スクラムするものとして設定 

逃がし安全弁 

逃がし弁機能 
7.58MPa[gage]×２個，367t/h/個 
7.65MPa[gage]×３個，370t/h/個 
7.72MPa[gage]×３個，373t/h/個 
7.79MPa[gage]×４個，377t/h/個 

逃がし安全弁の逃がし弁機能の設計値として設定 

自動減圧機能付き逃がし安全弁の２個
を開することによる原子炉急速減圧 

逃がし安全弁の設計値に基づく蒸気流量及び原子炉圧力の関係
から設定 

格納容器代替スプレイ系
（可搬型） 

原子炉圧力容器破損前： 
120m3/hにて格納容器内にスプレイ※ 

格納容器温度及び圧力抑制に必要なスプレイ流量を考慮して設
定 

ペデスタル代替注水系
（可搬型） 

原子炉圧力容器破損後： 
崩壊熱相当に余裕を見た注水量にてペデ
スタルに注水※ 

溶融炉心冷却が継続可能な流量として設定 

表1-1 主要解析条件（2/3） 

1.4 DCH 主要解析条件（2/3） 

※ 大量送水車による注水 
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項目 主要評価条件 条件設定の考え方 

重
大
事
故
等
対
策
に
関
連

す
る
機
器
条
件 

残留熱代替除去系 120m3/hにて格納容器内にスプレイ 残留熱代替除去系の設計値として設定 

可搬式窒素供給装置 

総注入流量：100Nm3/h 
・窒素：99.9Nm3/h 
・酸素：0.1Nm3/h 
ガス温度：35℃ 

総注入量は格納容器内の酸素濃度の上昇抑制に必要な流量とし
て設定 
酸素注入流量は純度99.9％を考慮して残り全てを酸素として設定 
ガス温度は気象条件を考慮して設定 

コリウムシールド 
材料：ジルコニア耐熱材 
侵食開始温度：2,100℃ 

材料は，溶融炉心のドライウェルサンプへの流出を防止する観点から，
ジルコニア耐熱材を設定 
侵食開始温度は，ジルコニア耐熱材の侵食試験結果に基づき設定 

重
大
事
故
等
対
策
に
関
連
す
る
操
作
条
件 

原子炉急速減圧操作 
原子炉水位が燃料棒有効長底部よ
り燃料棒有効長の20％上の位置に
到達した時点 

炉心損傷後の酸化反応の影響緩和を考慮し設定 

格納容器代替スプレイ系(可
搬型)によるペデスタルへの注
水操作（原子炉圧力容器
破損前の初期水張り） 

原子炉圧力容器下鏡温度が300℃
に到達したことを確認して開始し，ペ
デスタルの水位が2.4m（約70m3相
当）に到達したことを確認した場合に
停止する 

格納容器温度の抑制効果及び炉心損傷後の原子炉圧力容器の
破損による溶融炉心・コンクリート相互作用の影響緩和を考慮し設
定 

ペデスタル代替注水系(可搬
型)によるペデスタルへの注水
操作（原子炉圧力容器破
損後の注水） 

原子炉圧力容器の破損を確認した場
合 

炉心損傷後の原子炉圧力容器の破損による溶融炉心・コンクリート
相互作用の影響緩和を考慮し設定 

残留熱代替除去系による溶
融炉心冷却及び原子炉格
納容器除熱操作 

事象発生から10時間後 原子炉補機代替冷却系の準備時間を考慮して設定 

可搬式窒素供給装置による
格納容器内窒素供給操作 

事象発生から12時間後 
原子炉補機代替冷却系の準備完了後の可搬式窒素供給装置の
準備時間を考慮して設定 

表1-1 主要解析条件（3/3） 

1.4 DCH 主要解析条件（3/3） 



12 1.5 DCH 対応手順の概要（1/2） 

Ａへ Bへ 



13 1.5 DCH 対応手順の概要（2/2） 

Ａより Bより 
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図1-2 原子炉水位（シュラウド内外水位）の推移 図1-1 原子炉圧力の推移 

評価項目 解析結果 判定基準 

原子炉圧力容器の破損直前の原子炉圧力 0.1MPa[gage] 2.0MPa[gage]以下 

Cs-137放出量評価結果（7日間） 
（建物からの漏えい） 

約0.56TBq 100TBq未満 

 表1-2に示す評価項目について，原子炉水位が燃料棒有効長底部から燃料棒有効長の20％上の
位置に到達した時点で原子炉を急速減圧することにより，解析結果が判定基準を満足することを確認
した。 

 原子炉圧力及び原子炉水位（シュラウド内外水位）の推移を図1-1及び図1-2に示す。 

1.6 DCH 有効性評価の結果 

【DCHにおける有効性評価の結果】 

表1-2 解析結果 



15 1.7 DCH 必要な要員及び資源の評価 
 

評価項目 必要な要員，数量 保有要員，数量 

要 員 緊急時対策要員：31名 
【内訳】 
  運転員：７名 
  通報連絡等※１を行う要員：5名 
  復旧班要員：19名 

緊急時対策要員：42名 
【内訳】 
  運転員：７名 
  通報連絡等※１を行う要員：5名 
  復旧班要員：30名 

水 源 約600m3 輪谷貯水槽（西）※２：約7,000m3 

燃 料 常設代替交流電源設備による 
電源供給等 ：約423m3 

ガスタービン発電機用軽油タンク 
  ：約450m3 

 
― ディーゼル燃料貯蔵タンク 

  ：約730m3 

緊急時対策所用発電機による 
電源供給  ：約9m3 

緊急時対策所用燃料地下タンク 
  ：約45m3 

電 源 約1,905kW 常設代替交流電源設備：4,800kW 

【DCHにおける必要な要員及び資源の評価結果】 

 表1-3のとおり，重大事故等対策に必要な要員は，緊急時対策要員にて確保可能であり，また，
必要な水源，燃料及び電源を供給可能である。 

 格納容器破損モード「FCI」,「MCCI」についても，同じ評価結果となる。 

表1-3 要員及び資源の評価結果 

※１：指示者１名，連絡責任者１名，連絡担当者３名 

※２：設置許可基準規則56条 【解釈】１b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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２．原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用（FCI） 
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 FCIに対する格納容器破損防止対策の有効性評価を確認する観点から，原子炉圧力容器の損傷まで事象を進展
させるため，注水手段のすべてが使用できないと仮定する。そのため，シナリオ及び対策については，格納容器破損
モード「DCH」と同一となる。 

 初期の対策のうち本件に対応するものは，圧力スパイクが発生した場合に格納容器バウンダリの機能を維持し，同時
に実施するMCCIの緩和効果に期待でき，さらに水蒸気爆発が発生した場合の影響を小さく抑えることができる水位と
して，ペデスタルへの注水水位を2.4ｍに設定することである。 

 溶融炉心と原子炉圧力容器外の水が接触して一時的な格納容器圧力の急上昇が生じ，このときに発生するエネル
ギが大きい場合に構造物が破壊され，格納容器の破損に至る。 

※ FCIには，溶融炉心から冷却材への伝熱による水蒸気発生に伴う急激な圧力上昇(圧力スパイク)と，衝撃を伴う水蒸気爆
発があり，実機条件における大規模な水蒸気爆発の発生の可能性は低いと推定されるものの，水蒸気爆発が発生する可
能性も考慮する。 

①原子炉圧力容器が損傷し溶融炉心が原子炉圧力容器外に
落下する。 

②溶融炉心から冷却材への伝熱により水蒸気が発生し，急激な
圧力上昇（圧力スパイク）が生じる。 

  このとき発生するエネルギが大きいと格納容器の破損（格納容
器バウンダリの機能喪失）に至る可能性がある。 

FCIには，衝撃を伴う水蒸気爆発もあるが，発生の可能性は 
極めて低いと考えられる。 

原子炉建物 

原子炉格納容器 

原子炉 
圧力 
容器 

2.1 FCI 事象の概要 

【FCIの特徴】 

【FCIの事故想定】 
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図2-2 格納容器温度の推移 図2-1 格納容器圧力の推移 

評価項目 解析結果 判定基準 

原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力の最大値 約193kPa[gage] 
853kPa[gage]（格納容器限界圧
力）未満 

原子炉格納容器バウンダリにかかる温度の最大値 約123℃ 200℃（格納容器限界温度）未満 

 表2-1に示す評価項目について，解析結果が判定基準を満足することを確認した。 
 格納容器圧力及び格納容器温度の推移を図2-1及び図2-2に示す。 

2.2 FCI 有効性評価の結果 

【FCIにおける有効性評価の結果】 

表2-1 解析結果 
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 仮に「水蒸気爆発」が発生した場合においてペデスタルの原子炉圧力容器の支持機能への影響が生じる懸念があることから，
参考として，水蒸気爆発が発生した場合に想定される原子炉圧力容器の支持機能への影響についても，評価を実施。 

背景 

 水蒸気爆発解析コードJASMINE,構造解析コードAUTODYNを用いて，水蒸気爆発に伴いペデスタルの水に伝達される
運動エネルギを評価するとともに，ペデスタルにおいて支持機能を有する内側及び外側鋼板に発生する応力の評価を実施。 

評価内容 

 図2-3及び図2-4に示すとおり,内側及び外側鋼板に発生する最大応力は各々約233MPa,約140MPaであり，降伏応
力(490MPa)を大きく下回る値であり,かつ弾性範囲内であることから,原子炉圧力容器の支持機能への影響はない。 

 なお，上記の評価では，溶融炉心の落下量，粗混合粒径等について相当の保守性が考慮されている。溶融炉心が壁
側に偏って落下した場合の評価として，溶融炉心の落下位置を制御棒駆動機構ハウジング最外周とし，前述の保守的
な条件を現実的と考えられる評価条件とした評価も実施しており，上記の結果に包絡されていることを確認。 

評価結果 

図2-3 ペデスタル内側鋼板の応力の推移 図2-4 ペデスタル外側鋼板の応力の推移 

2.3 FCI 水蒸気爆発の影響評価 

【仮に水蒸気爆発が発生した場合の影響評価】 
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３．溶融炉心・コンクリート相互作用（MCCI） 
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 ペデスタルへの溶融炉心の落下に伴い発生する水蒸気及び非凝縮性ガスによって，格納容器内の圧力及び温度が
上昇し，格納容器の破損に至る。 

 ジルコニウム－水反応，水の放射線分解，コンクリート侵食等によって水素が発生し，発生した水素と格納容器内
の酸素が反応することにより激しい燃焼が生じ，格納容器の破損に至る。 

 原子炉圧力容器から溶融炉心が格納容器内の床上に流出し，溶融炉心と接触したコンクリートが溶融炉心によって
侵食され，格納容器の構造部材の支持機能が喪失し，格納容器の破損に至る。 

3.1 MCCI 事象の概要 

【MCCIの特徴】 

給水系 

原子炉隔離時 
冷却系 

高圧炉心 
スプレイ系 

低圧炉心 
スプレイ系 

外部電源 非常用ディーゼル 
発電機等※ 

Ｇ 
原子炉格納容器 

自動減圧機能付き逃がし安全弁 

原子炉 
圧力 
容器 

低圧原子炉 
代替注水系 

機能喪失 

残留熱除去系 
（低圧注水モード） 

※：非常用ディーゼル発電機及び 
   高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

 プラント損傷状態を高圧・低圧注水機能喪失（TQUV）とする。 
 重大事故等対処設備による低圧代替注水にも期待しないものとする。 
 非常用ディーゼル発電機等の機能喪失を想定し，全交流動力電源喪失の重畳を考慮するものとする。 
 DCHとは異なるプラント状態を想定しているが，対策は同一であるため同じ事故シーケンスで評価する。 

【MCCIの事故想定】 

重大事故等対処設備に
よる低圧代替注水も期待
しない 

機能喪失 
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図3-1 ぺデスタル床面及び壁面のコンクリート侵食量の推移 

 表3-1に示す評価項目について，解析結果が判定基準を満足することを確認した。 
 ぺデスタル床面及び壁面のコンクリート侵食量の推移を図3-1に示す。 

3.2 MCCI 有効性評価の結果 

【MCCIにおける有効性評価の結果】 

表3-1 解析結果 

評価項目 解析結果 判定基準 

ペデスタル床面のコンクリート侵食量 
０ｍ 

（コリウムシールド及びコンク
リートの侵食は生じない） 

約４ｍ 

ペデスタル壁面のコンクリート侵食量 約0.04ｍ 約1.6ｍ 
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4. 審査会合での指摘事項に対する回答 



24 4. 審査会合での指摘事項に対する回答（1/3） 
  （運転中の原子炉における格納容器破損防止対策） 

№ 審査会合日 指摘事項の内容 回答頁 

1 平成26年9月30日 
ペデスタル内に落ちた溶融デブリの体積について，炉内構造物や注水された水
など，燃料以外の物が網羅的に考慮されていることを説明すること。 

32～35 

60 平成27年1月15日 
DGがあるかないかに関連して，評価事故シーケンスが全体を網羅できている
か。一番厳しいシーケンスで評価すること。 

45 

61 平成27年1月15日 逃し安全弁の対策の妥当性について整理して説明すること。 27，28 

62 平成27年1月15日 代替減圧について詳細に説明すること。 29 

65 平成27年1月15日 ペデスタル床面の水位の設定の妥当性について説明すること。 36，37 

66 平成27年1月15日 
ペデスタル注水について，開けなくてはならない弁の駆動源，閉める必要があ
る弁が閉められることについて，まとめて説明すること。 

38～42 

67 平成27年1月15日 ペデスタル下部の注水の形態について，検討すること。 36，37 

69 平成27年1月15日 
ペデスタル注水量に関して，細粒化したものがペデスタル上部等から漏れること
はないか説明すること。 

32～35 

70 平成27年1月15日 
格納容器圧力の推移に関し，格納容器スプレイ及びフィルターベントまでの時
間を説明すること。 

46，47 

71 平成27年1月15日 ペデスタル注水の方法を説明すること。 38～42 

72 平成27年1月15日 ペデスタルに落下するデブリの組成について説明すること。 32～35 

No.は「島根原子力発電所２号炉審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（有効性評価：格納容器破損防止）」の番号を記載 



25 4. 審査会合での指摘事項に対する回答（2/3） 
  （運転中の原子炉における格納容器破損防止対策） 

№ 審査会合日 指摘事項の内容 回答頁 

73 平成27年1月15日 MCCIで生成するガスによる格納容器への静的負荷を説明すること。 46，47 

74 平成27年1月15日 
格納容器破損防止対策として使用する逃し安全弁がDCHの環境下で作動
することを示すこと。 

27，28 

75 平成27年1月15日 格納容器破損防止対策として逃し安全弁を２弁開ける根拠を説明すること。 
30，31 

76 平成27年1月15日 原子炉の水位計の信頼性について示すこと。 

77 平成27年1月15日 
対応要員の数について，FCI，DCH等個別に示すのではなく，TQUVを含
め全体の数を示すこと。 

48 

78 平成27年1月15日 ペデスタルに注水し，水位計といった設備で注水が確認できることを示すこと。 38～42 

82 平成27年1月15日 
ペデスタルのコンクリート成分及びMCCI解析評価として鉄筋を考慮しているか
示すこと。 

49 

85 平成27年1月20日 ドライウェルの水位を考慮に入れて，格納容器スプレイの手順を説明すること。 43，44 

86 平成27年1月20日 
格納容器の静的負荷の観点から，評価した２つの事故シーケンスの包絡性
を説明すること。 

46，47 

93 平成27年1月20日 
格納容器下部注水による水位の適切性については，FCIの議論の後，再度
議論するので，準備しておくこと。 

36，37 

109 平成27年3月10日 
逃し安全弁を炉心損傷後の高温蒸気が通過する場合にも確実に減圧できる
ことを示すこと。 

27，28 

No.は「島根原子力発電所２号炉審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（有効性評価：格納容器破損防止）」の番号を記載 



26 4. 審査会合での指摘事項に対する回答（3/3） 
  （運転中の原子炉における格納容器破損防止対策） 

№ 審査会合日 指摘事項の内容 回答頁 

111 平成27年3月10日 ペデスタルへの注水を確実に行えることを説明すること。 38～42 

113 平成27年3月10日 デブリ堆積厚についてペデスタル内の構築物の取扱いを説明すること。 32～35 

125 平成27年9月15日 不確かさがどこにあるのかを示した上で，重点的に見るべき点を説明すること。 
50～52 

126 平成27年9月15日 解析条件等の不確かさの表の考え方を整理した上で再度説明すること。 

127 平成27年9月15日 SRVの機能維持を示す試験について説明すること。 27，28 

128 平成27年9月15日 
ＬＯＣＡが起きたときの流入量などを踏まえて下部注水の運用について十分
に検討すること。 

43，44 

129 平成27年9月15日 下部注水の運用に合わせた水位監視の考え方を検討すること。 38～42 

130 平成27年9月15日 
比重等のデータを記載するとともに，デブリが均一に広がらない場合にどうなる
かなど，形状の不確かさに繋げて資料を作成すること。 

32～35 

131 平成27年9月15日 
原子炉減圧のタイミングの違いによる水素発生量の評価が表１のようになった
理由を整理して説明すること。 

30，31 

132 平成27年9月15日 下部ヘッド破損後の追加の注水について考え方をまとめておくこと。 53 

136 平成28年7月12日 SRVの排気温度計について位置づけと検知の可能性について整理すること。 54 

No.は「島根原子力発電所２号炉審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（有効性評価：格納容器破損防止）」の番号を記載 
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 指摘事項
 第182回審査会合（平成27年1月15日）DCH

・ 逃し安全弁の対策の妥当性について整理して説明すること。
・ 格納容器破損防止対策として使用する逃し安全弁がDCHの環境下で作動することを示すこと。

 第205回審査会合（平成27年3月10日）DCH
逃し安全弁を炉心損傷後の高温蒸気が通過する場合にも確実に減圧できることを示すこと。

 第274回審査会合（平成27年9月15日）DCH
SRVの機能維持を示す試験について説明すること。

 回答
事象発生からRPV破損直前までの間，RPV気相温度が最も高い条件（条件①）またはD/W気相温度が最も高い条件（条件②）にて
定常解析を実施した結果を図61-1及び図61-2に示す。SRV各部の温度は，RPVが破損するまでの時間内で健全性が確認されている温
度である160℃を約20℃下回ったことから，DCH防止のために原子炉の減圧を継続している状況を想定した環境下でも，SRVの機能を維
持できると考える。  

図61-1 条件①評価結果 図61-2 条件②評価結果 

条件① 条件② 

RPV 
気相温度 

約521℃ 約469℃ 

D/W 
気相温度 

約85℃ 約90℃ 

ｺｲﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
温度 

約141℃ 約136℃ 

ﾋﾟｽﾄﾝ部
温度

約136℃ 約132℃ 

表61-1 評価条件および結果 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.61,74,109,127）（1/2）

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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 回答（続き）
 逃がし安全弁（SRV）については，電力共同研究「安全上重要な機器の信頼性確認に関する研究」において設計

基準事故時を想定した環境試験を実施し，信頼性を確認している（図61-3）。
 環境試験中はSRVが正常に動作することが確認されたことから，図61-3に包絡される環境下ではSRVの機能は正常

に維持されることを確認している。

図61-3 設計基準事故環境下における加速劣化試験の試験条件 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.61,74,109,127）（2/2）
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 指摘事項（第182回審査会合（平成27年1月15日）DCH）
代替減圧について詳細に説明すること。

 回答
 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための重大事故等対処設備として，逃がし安全弁窒素ガス供給系及び主蒸気逃がし安全弁用

蓄電池を整備する他，自主対策設備として窒素ガス代替供給設備を整備する。
 窒素ガス代替供給設備は，逃がし安全弁窒素ガス供給系と独立性，位置的分散を図る設計とする。自圧式切替弁をSRV電磁弁の排

気ポートに設置し，窒素ガスをSRV駆動用アクチュエータに供給することで，電磁弁を操作することなく２個のSRV（自動減圧機能なし）
を開操作可能とする。

図62-1 窒素ガス代替供給設備概要図 図62-2 自圧式切替弁動作概要図 

（１）通常時（ＳＲＶ待機時）

（２）窒素ガス代替供給設備による開操作

  ：格納容器雰囲気圧力  ：窒素ガス代替供給設備系統圧力 

：逃がし安全弁窒素ガス供給系系統圧力 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.62）

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建物付属棟 原子炉棟 原子炉格納容器 原子炉圧力容器 
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 指摘事項
 第182回審査会合（平成27年１月15日）DCH

・ 格納容器破損防止対策として逃がし安全弁を２弁開ける根拠を説明すること。
・ 原子炉の水位計の信頼性について示すこと。

 第274回審査会合（平成27年９月15日）FCI
原子炉減圧のタイミングの違いによる水素発生量の評価が表１のようになった理由を整理して説明すること。

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.75,76,131）（1/2）

 回答
 原子炉へ注水できない場合の原子炉減圧のタイミングを決定するため，原子炉水位が「原子炉水位低（レベル１）」に到達して

から10分，20分，30分，40分，50分，60分後のそれぞれのタイミングで自動減圧機能付き逃がし安全弁６個により原子炉
減圧する場合の解析により水素の積算発生量を評価した。評価の結果，表75-1及び図75-1に示すとおり，原子炉水位低
（レベル１）到達後40分と50分後の間に大きな差が表れた。
本評価結果から，酸化反応（ジルコニウム－水反応）が活発になる前の，原子炉水位（レベル１）到達後40分までに原子

炉減圧を実施することが望ましいと判断できる。この時の原子炉水位が，燃料棒有効長底部から燃料棒有効長の20%上（BAF
＋20%）であることから，原子炉減圧タイミングをBAF＋20%としている。 

 また，表75-2に示すとおり，自動減圧機能付き逃がし安全弁の個数について，6個，2個，1個にて原子炉減圧した場合の評
価を実施しており，１個の場合は水素発生量が大きくなっている。また，6個の場合よりも2個の場合の方が，炉内蒸気流量が小
さいことから，被覆管に対する負荷が小さいものと考える。低圧注水がある場合，水位回復の観点から早めに減圧すべきであるが，
低圧注水がない場合は出来るだけ燃料破損を遅らせる観点から２弁減圧を採用する。
 水素発生量については，減圧が遅くなるほど蒸気量は小さくなるが炉心ヒートアップは進むこともあり，減圧時間の遅い方が水素
発生量は多くなる傾向となっている。水素発生量，及び被覆管の荷重を低く抑える観点から，減圧時に開放する適切な弁数とし
て2個を設定する。上記より，原子炉への注水ができない場合には，BAF+20%に到達後，自動減圧機能付き逃がし安全弁2
個にて原子炉を減圧する。    

 原子炉水位は，原子炉水位計（燃料域）によって確認する。原子炉水位がBAF+20%に到達する時点では，原子炉圧力容
器内の気相部温度は飽和温度を超えているが，ドライウェル内は約77℃であることから，原子炉水位計の凝縮槽内の水は維持
され，原子炉水位計による原子炉水位の確認は可能と考える。

  また，原子炉水位計の凝縮槽内の水位を確認する手段として，凝縮槽表面の気相部と液相部に温度計を設置することとして
おり，気相部と液相部に温度差がある場合には，凝縮槽内の水位が維持されており，また，気相部と液相部に温度差がない場
合には，凝縮槽内の水が蒸発し，水位不明となっていることを判断することが可能である。 
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 回答（つづき） 

原子炉水位低（レベル１） 

到達後の時間遅れ 
10分 20分 30分 40分 50分 60分 

積算水素発生量[kg] 70 70 70 80 350 310 

表75-1 原子炉減圧のタイミングに関する評価結果 
（自動減圧機能付き逃がし安全弁６個で減圧した場合） 

表75-2 減圧弁数に関する評価結果 

減圧弁数 
Ｌ１到達後の 

時間遅れ[分] 

積算水素発生量 

[kg] 

被覆管への 

荷重 * 

自動減圧機能付き 
逃がし安全弁 

６個 

10 70 130 

20 70 110 

30 70 130 

40 80 150 

自動減圧機能付き 
逃がし安全弁 

２個 

10 140 80 

20 130 70 

30 140 60 

40 160 100 

自動減圧機能付き 
逃がし安全弁 

１個 

10 200 60 

20 200 50 

30 220 30 

40 380 30 

* 原子炉減圧時の最大炉内蒸気流量[kg/s] 
（減圧時に燃料被覆管が受ける荷重としては，燃料被覆管内外の圧力差による応力等が 
 考えられ，蒸気流量の増加とともに大きくなると考えられることから，加わる荷重の指標として 
 蒸気流量を参考としている。） 

図75-1 積算水素発生量の時間変化 
（自動減圧機能付き逃がし安全弁全弁（６個）） 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.75,76,131）（2/2） 
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 指摘事項 
 第142回審査会合（平成26年9月30日）PRA 

ペデスタル内に落ちた溶融デブリの体積について，炉内構造物や注水された水など，燃料以外の物が網羅的に考慮されてい
ることを説明すること。 

 第182回審査会合（平成27年1月15日）MCCI 
・ ペデスタル注水量に関して,細粒化したものがペデスタル上部等から漏れることはないか説明すること。 
・ ペデスタルに落下するデブリの組成について説明すること。 

 第205回審査会合（平成27年3月10日）MCCI 
   デブリ堆積厚についてペデスタル内の構築物の取扱いを説明すること。 
 第274回審査会合（平成27年9月15日）MCCI 

比重等のデータを記載するとともに，デブリが均一に広がらない場合にどうなるかなど，形状の不確かさに繋げて資料を作成す
ること。 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.1,69,72,113,130） 
  （1/4） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 図1-1 溶融炉心の組成の推移 

表1-1 ペデスタル内へ落下するコリウム重量及び体積  回答 
 MCCIの評価においては，全炉心に相当する量が溶融炉心としてペデスタ

ルに落下するものとしており，この溶融炉心には燃料以外に，制御棒や炉
心支持板等の炉内構造物を考慮している。ペデスタル内へ落下するコリウ
ム重量及び体積を表1-1に，溶融炉心の組成の推移を図1-1に示す。 
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 【ペデスタルの構造物等の影響】 

  ペデスタル内の構造物としては制御棒駆動機構(CRD)交換装置（プラットホーム，旋回レール等含む）があり，原
子炉圧力容器下部の構造物としてCRDハウジング，中性子計装ハウジング等がある。溶融炉心に，これらの構造物が
取り込まれたことを考慮すると，溶融炉心全体の温度を低下させ，MCCIを緩和する側に作用すると考えられることから，
現在の評価ではこれらの構造物は考慮していない。なお，不確かさを考慮したデブリ堆積高さ評価においては，表1-2
に示すペデスタル内の構造物を考慮しており，そのデブリ堆積高さは約 0.17m（連続層）である。 

 回答（続き）

 MCCIの評価では，落下した溶融炉心がペデスタルに一様に拡がるものとしており，この場合，堆積高さは約１mとな
るが，以下の溶融炉心の堆積高さに対する不確かさを考慮しても，ペデスタル側面の開口部として最も低い箇所にある
ペデスタル開口部までは約 3.8 mの高さがあることから，溶融炉心がペデスタル外に拡がる恐れは無いと考える。

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.1,69,72,113,130）
（2/4）

項目 重量 デブリ堆積高さの増加分 

CRD（5個相当） 

約0.17m 
（連続層） 

CRDハウジングの重量（ペデスタル内）
（ハウジング、支持金具、配管等含む）

中性子計装ハウジングの重量 
（2個相当※） 

CRD交換装置の重量（プラットホーム、
旋回レール、搬入ブリッジ等含む） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

※ CRD5個が溶融した場合の隣接ICMは2個と想定

ＣＲＤ 
ハウジング

ＲＰＶ破損口径 
最大約66cm 

図1-2 CRD配置とRPV破損口径の関係 

表1-2 デブリ堆積高さ評価において考慮したぺデスタル内構造物の内訳 
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 回答（続き）

 【溶融炉心の落下の位置及び拡がりの影響】 
 原子炉圧力容器下部からペデスタルへの溶融炉心の落下の経路について
は，CRDハウジングの逸出に伴う開口部からの落下等が考えられる。原子炉
圧力容器の構造からは，溶融炉心は原子炉圧力容器底部の中心に流れ
込むと考えられ，原子炉圧力容器底部の中心近傍に開口部が発生し，溶
融炉心がペデスタルに落下する可能性が高いと推定されるが，開口部の発
生箇所については不確かさがあると考えられる。 

 近年得られた知見を踏まえ，東京電力福島第一原子力発電所２号炉の
調査結果から圧力容器中心位置から偏心して落下すること及びPULiMS実
験結果[1]から溶融炉心が円錐状に堆積することを仮定して，評価を実施し
た。今回評価ケースの堆積高さの評価結果は，図1-4に示すとおり頂点位
置でも約2.2mであり，ペデスタル開口部高さ（約3.8m）を下回っている
評価結果となった。 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.1,69,72,113,130）
（3/4）

[1] A.Konovalenko et al., Experimental Results on Pouring and Underwater Liquid Melt Spreading and
Energetic Melt-coolant Interaction, NUTHOS-9, Kaohsiung, Taiwan, September 9-13, 2012.

図1-4 落下位置及び堆積形状の不確かさを考慮 
した場合のデブリ堆積高さ 

・落下位置：最外周のCRD位置
・堆積形状：アスペクト比１：14の円錐状

図1-3 溶融炉心とペデスタルの構造の位置関係 

デブリ連続層 

デブリ粒子層 

デブリ堆積高さ 
約1.4m 

水プール水深 
約２ｍ 

コリウムシールド

ペデスタルプール水 

ペデスタル開口部までの高さ 約3.8ｍ 
※ ポロシティが最も大きな粒子の充填状態である，単純立方格子（ポロシティ0.48）として

粒子が堆積する場合の評価値。

【溶融炉心の粒子化に伴う影響】
 溶融炉心落下前のペデスタルへの初期水張りは，ペデスタル水位2.4m
まで注水する運用としている。粒子化に伴う影響を考慮した場合※でも，
溶融デブリの堆積高さは約1.4m，粒子化したデブリの範囲を除いた水
プール水深は約２ｍであることから，ペデスタル開口部高さ（約 3.8 m）
までは至らない。ペデスタルに落下した溶融炉心とペデスタルの構造の位置
関係を図1-3に示す。 
 また，溶融炉心の比重は８程度であり，水と比べて非常に重く，粒子
化した溶融炉心は水面に浮遊しないと想定される。 

ぺデスタル開口部まで
の高さ 約3.8m デブリ堆積高さ 

 約2.2m 

円錐状に堆積 

溶融炉心の落下位置 
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 回答（続き） 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.1,69,72,113,130） 
  （4/4） 

 なお，MCCIの評価では，ペデスタルに落下した溶融炉心が床面に一様に拡がる評価モデルとして扱っているが，その挙
動の不確かさを考慮し，溶融炉心が均一に拡がらない場合の影響を確認するため，溶融炉心の拡がりが抑制された
場合の評価モデルを作成し，コンクリート侵食量を評価した。 

 ＜評価条件＞ 

  ・溶融炉心が拡がらないことを想定した最も極端なケースとして，水中に落下した溶融炉心は水中で拡がらず，初期水  
     張り水深と同じ高さの円柱になるものとした。 
  ・評価体系（円柱）の高さは2.4m（初期水張り高さ），底面積は約11m2（ペデスタル床面積の約2/5）とし， 
   評価体系（円柱）の上面から水によって除熱されるものとした。ただし，円柱の側面部分も水に接していることを想定 
   し，上面からの除熱量は円柱上面の面積に側面の面積を加えた値とした。 
 
 ＜評価結果＞ 

  ・コンクリート侵食は生じず，原子炉圧力容器の支持機能を維持できることを確認した。 
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 指摘事項 
 第182回審査会合（平成27年1月15日）FCI 

・ ペデスタル床面の水位の設定の妥当性について説明すること。 
・ ペデスタル下部の注水の形態について，検討すること。 

 第184回審査会合（平成27年1月20日）格納容器過圧・過温破損 
 格納容器下部注水による水位の適切性については，FCIの議論の後，再度議論するので，準備しておくこと。 

 回答 
 第182回審査会合においては，MCCI緩和のために初期水張りの水位を高く設定するという考えから，「ドライウェル床面と同じ

高さ」に設定していたが，以下の特徴を考慮し，落下した溶融デブリが冠水できる範囲で水位をできるだけ低くする方針とした。 

 MCCIは必ず発生する事象であり，MCCIの影響を緩和する必要があるため，格納容器への影響の観点では初期水張り水位は高い方が良いが，新
たに設置したコリウムシールドによってMCCIによるペデスタル下部のコンクリート侵食を抑制できる。このため，ペデスタル壁面の侵食を評価し，原子炉格
納容器のバウンダリ機能の維持に問題のない水位とする。 

 実機において水蒸気爆発が発生する可能性は極めて低いと考えられるものの，仮に水蒸気爆発が発生した場合の格納容器の健全性に与える影響は
大きい。現状の水蒸気爆発評価は，JASMINE/AUTODYNを用いて原子力圧力容器の支持機能への影響がないことを確認しているが，水蒸気爆
発事象の発生や影響度には不確かさがあることから，できるだけ低い水位とする。 

 ペデスタルに落下したデブリが露出すると格納容器過温に対する悪影響やFP放出に関する悪影響等が考えられることから，デブリが露出しない初期水
張り水位とする。 

 上記を踏まえ，以下のとおり初期水張り水位を設定した。 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.65,67,93）（1/2） 

・粒子化の影響（粒子化割合38%，ポロシティ0.5）を考慮した場合 
 のデブリ堆積高さ：約1.6m 

・粒子化したデブリの範囲を除いた水プール水深：約2m 

デブリ冠水維持の評価 

 コリウムシールド上面から2.4m（ドライウェル床から１ｍ下）とした場合， 

 溶融物の落下・堆積過程における不確かさを考慮しても，デブリ冠水維持ができる条件として以下を設定した。 

「デブリ堆積高さ」 ＜ 「粒子化したデブリの範囲を除いた水プール水深」   

図65-1 デブリ堆積高さの概念図 

ペデスタルプール水 デブリ粒子層 

デブリ連続層 

コリウムシールド 

水プール水深 

デブリ堆積高さ 

【条件】 
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 回答（続き） 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.65,67,93）（2/2） 

初期水張り水位2.4m 
の妥当性確認 

 
 RPV破損後のぺデスタル注水時間の遅れや粒子化割合，ポロシティ，デブリ堆積形状等の不確かさ等を踏まえる

と，さらなる水位低下はデブリ冠水維持を困難にするものと判断し，初期水張り水位を2.4ｍに設定した。 
  （デブリ堆積形状（PULiMS実験に基づくアスペクト比1:14）を考慮した場合初期高さは約1.9mとなる） 

ペデスタル床面の侵食量 ぺデスタル壁面の侵食量 

ベースケース※1 ０cm 約0.04ｍ 

保守的ケース※2 ０cm 約0.13ｍ 

※1 デブリから水プールへの上面熱流束：800kW/m2（圧力依存あり） 
※２デブリから水プールへの上面熱流束：800kW/m2（一定） 

MCCIによる侵食量評価  MCCIに対して保守的な条件を設定した上で，初期水張りの有効性を感度解析によって，念のためMCCIの
観点から水位の設定に問題がないことを確認した。 

 MAAPを用いた有効性評価の結果から，粒子化したデブリの範囲を除いた水プール水深条件であって，  
  RPV破損後のぺデスタル注水の開始が操作遅れた場合でも一定時間（約1.4時間）冠水が維持できることを 
  確認した。 

水蒸気爆発評価 

原子炉圧力容器下部の中心落下時 偏心落下時（現実的な想定） 

2.4m水位 3.7m水位 2.4m水位 

ペデスタルの内側鋼板にかかる応力 約233MPa 約395MPa 約53MPa 

ペデスタルの外側鋼板にかかる応力 約140MPa 約217MPa 約12MPa 

 2.4m水位における水蒸気爆発の評価結果は，3.7m水位（ドライウェル床面と同じ高さ）の場合よりもペデスタ
ルの内側及び外側それぞれの鋼板に加わる応力が小さい結果となることを確認した。 
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 指摘事項 
 第182回審査会合（平成27年１月15日）FCI，MCCI 

・ ペデスタル注水について，開けなくてはならない弁の駆動源，閉める必要がある弁が閉められることについて，まとめて 
説明すること。 

・ ペデスタル注水の方法を説明すること。 
・ ペデスタルに注水し，水位計といった設備で注水が確認できることを示すこと。 

 第205回審査会合（平成27年３月10日）MCCI 
   ペデスタルの注水を確実に行えることを説明すること。 

 第274回審査会合（平成27年９月15日）FCI 
   下部注水の運用に合わせた水位監視の考え方を検討すること。 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.66,71,78,111,129） 
   （1/5） 

 回答 
 ペデスタル代替注水系の概要図を図66-1及び図66-3に示す。また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるペ

デスタル注水の概要図を図66-2に示す。 
   図66-1，図66-2及び図66-3に示す，電動弁（①）は，常設代替交流電源設備から給電可能であり，電動弁 
  （②）は，非常用交流電源に接続されており，常設代替交流電源設備からも給電可能である。手動弁（③）につ 
   いては，屋外であり，高線量にならないため，操作可能である。 
   また，ペデスタル代替注水系の注水配管から分岐している配管には，逆止弁又は常時閉運用の弁があり，注水時 
   に他系統へ流出することはない。 
 ペデスタル注水の実施条件について 
   ペデスタル注水の実施条件については，原子炉圧力容器下鏡温度指示値が300℃に到達した時点でペデスタルへ 
   水張り（ペデスタル水位2.4m）を実施する。なお，原子炉圧力容器下鏡温度の300℃到達は，原子炉圧力 
   容器温度（ＳＡ）により確認し，いずれか１点が300℃に達した時点で判断する。   
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図66-1 ペデスタル代替注水系（常設） 系統概要図 

 回答（つづき） 
 ペデスタル注水手順について 
 (1) ペデスタル代替注水系（常設）による注水 

      低圧原子炉代替注水ポンプを使用し，格納容器スプレイラインによりペデスタル注水を実施する。 
      中央制御室にて，ドライウェル水位計，ペデスタル水位計及び代替注水流量（常設）を監視し，ペデスタル 
      水位が2.4m（注水量約225m3相当）まで水張りを実施する。 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.66,71,78,111,129） 
   （2/5） 
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図66-2 格納容器代替スプレイ系（可搬型） 系統概要図 

 回答（つづき） 
 ペデスタル注水手順について 
 (2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による注水 

      大量送水車を使用し，格納容器スプレイラインによりペデスタル注水を実施する。 
      中央制御室にて，ドライウェル水位計，ペデスタル水位計及び代替注水流量（可搬型）を監視し，ペデスタル 
      水位が2.4m（注水量約225m3相当）まで水張りを実施する。 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.66,71,78,111,129） 
   （3/5） 
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図66-3 ペデスタル代替注水系（可搬型） 系統概要図 

 回答（つづき） 
 ペデスタル注水手順について 

   (3) ペデスタル代替注水系（可搬型）による注水手順 
       大量送水車を使用し，ペデスタル注水ラインによりペデスタル注水を実施する。 
      中央制御室にて，ペデスタル水位計及び代替注水流量（可搬型）を監視し，ペデスタルの水位が2.4m 
     （注水量約70m3相当）まで水張りを実施する。 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.66,71,78,111,129） 
   （4/5） 
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 回答（つづき）
 ドライウェル及びペデスタル水位計について

（1）,（2）に基づき，図66-4のとおりドライウェル及びペデスタル水位計を配置している。また，当該計器はＳＡ計器
として位置付けている。

（1）ペデスタル代替注水系（常設）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）による注水
ペデスタル代替注水系（常設）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて注水を実施する場合，格納容器
スプレイラインを使用するため，スプレイ開始後はドライウェル床面からサンプピットにスプレイ水が流入することをドライ
ウェル水位計にて確認する。その後，ドライウェル床面まで水位が上昇し，CRD搬出口を経由してペデスタルへ流
入することでペデスタルの水位＋2.4mまで水張りしたことをペデスタル水位計にて確認が可能である。

（2）ペデスタル代替注水系（可搬型）による注水
ペデスタル代替注水系（可搬型）にて注水を実施する場合，直接ペデスタルに注水することができるペデスタル注
水ラインからペデスタルの水位＋2.4mまで水張りしたことをペデスタル水位計にて確認が可能である。 

 なお，原子炉圧力容器破損後の溶融炉心の冷却は，ペデスタル水位計によらず，崩壊熱相当に余裕を見た注水量 
で注水する手順としている。 

図66-4 ドライウェル及びペデスタル水位計の配置図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.66,71,78,111,129）
（5/5）
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4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.85,128）（1/2） 

 指摘事項 

 第184回審査会合（平成27年1月20日）格納容器過圧・過温破損 
    ドライウェルの水位を考慮に入れて，格納容器スプレイの手順を説明すること。 

 第274回審査会合（平成27年9月15日）MCCI 
    LOCAが起きたときの流入量などを踏まえて下部注水の運用について十分に検討すること。 
 

 回答 
 格納容器破損防止対策として，原子炉圧力容器下鏡温度が300℃に到達した時点でペデスタル注

水を開始し，ペデスタルに2.4mの初期水張りを実施する運用としている。 

 従来，DCH対策としての継続的な原子炉の減圧については，高温環境下における逃がし安全弁の
開保持機能は維持可能であることを確認したため，原子炉圧力容器破損前における格納容器雰囲
気温度の上昇を抑制し，逃がし安全弁の環境条件を緩和する目的での格納容器スプレイは実施し
ていなかったが，減圧機能の重要性に鑑み，更なる信頼性向上のため，格納容器スプレイを実施す
ることとした。 

 格納容器スプレイを実施することにより，格納容器の温度が低下し，逃がし安全弁の環境条件の緩
和によって裕度の確保が可能である。また，島根２号炉のようなMark-Ⅰ改良型格納容器では，ス
プレイ水がペデスタルに流入し，ペデスタルの水位が上昇するという特徴を踏まえ，原子炉圧力容器の
下部から溶融炉心が落下するまでに，格納容器スプレイによってペデスタルに溶融炉心の冷却に必要
な水位及び水量を確保するとともに格納容器冷却を実施する運用としている。 
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4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.85,128）（2/2） 

スプレイ水 

① 

図85-1 格納容器スプレイのペデスタルへの流入経路の概要図 

② 

ドライウェルサンプピット 

サプレッション・チェンバ 

ペデスタル 

ドライウェルスプレイヘッダ 

制御棒駆動機構
搬出入口 

ベント管 

【格納容器スプレイ時のペデスタルへの流入経路について】 

① スプレイ水は各フロアの床の開口部（グレーチング）より
原子炉格納容器最下階のドライウェル床に流下する。ド
ライウェル床に流下したスプレイ水は，ドライウェル床面を
流れ，ドライウェルサンプピットに流れ込む。その後ドライ
ウェルサンプピット水位が上昇し，満水になるとドライウェル
床面に水が溜まる。 

 
② ドライウェル床面に溜まった水の水位が上昇すると，ベント

管入口下端の高さより，ペデスタル開口部である制御棒
駆動機構搬出入口下端の高さの方が低いため，サプ
レッション・チェンバ側に流出することはなく，制御棒駆動
機構搬出入口よりペデスタルに流入する。 

ドライウェル床 コリウムシールド 

2.4m 

約3.8m 

 回答（続き） 
 LOCA（LOCA後の注水失敗による炉心損傷）が発生した場合，ドライウェルに放出された原子炉

冷却材はペデスタルに流入し，ペデスタルに水位が形成されることも考えられる。 

 このようにLOCAの場合には，あらかじめペデスタルに水位が形成されている可能性が考えられるものの，
どの炉心損傷モードを経た場合であってもペデスタル水位計にて2.4mを確認した後，ペデスタルへの注
水を停止する手順としている。 

ドレン配管 
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 指摘事項（第182回審査会合（平成27年1月15日）DCH） 

DGがあるかないかに関連して，評価事故シーケンスが全体を網羅できているか。一番厳しいシーケンスで
評価すること。 

 

 回答 

第182回審査会合における「DCH」，「FCI」及び「MCCI」の有効性評価において，非常用ディーゼル
発電機等が健全なものとして評価していたが，電源の復旧，注水機能の確保等に必要となる事故対
処設備が多く，格納容器破損防止対策を講じるための時間を厳しくし，また，格納容器への注水及び
除熱対策の有効性評価を網羅的に確認する観点から，全交流動力電源喪失を重畳させた条件に変
更し評価を実施した。 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.60） 

項目 変更後 変更前 

事
故
条
件 

安全機能の喪失に対する仮定 全交流動力電源喪失 
― 

（外部電源なし） 

表60-1 解析条件の変更前後の比較 
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 指摘事項 
 第182回審査会合（平成27年1月15日）MCCI 

・ 格納容器圧力の推移に関し，格納容器スプレイ及びフィルターベントまでの時間を説明すること。 
・ MCCIで生成するガスによる格納容器への静的負荷を説明すること。 

 第184回審査会合（平成27年1月20日）格納容器過圧・過温破損 
   格納容器の静的負荷の観点から，評価した２つの事故シーケンスの包絡性を説明すること。 

 
 回答 

 評価事故シーケンス「溶融炉心・コンクリート相互作用」における格納容器圧力の推移を図70-1に示
す。図70-1に示すとおり，事象発生から10時間後に残留熱代替除去系の運転を開始することによっ
て格納容器圧力の上昇は抑制され，その後，徐々に低下するとともに，ペデスタルの溶融炉心は安
定的に冷却される。 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.70,73,86）（1/2） 

図70-1 格納容器圧力の推移 

 溶融炉心・コンクリート相互作用による可燃性ガスの
発生については，ペデスタル壁面のコンクリート侵食
量が約0.04mであるため，約11kg の可燃性ガス
及びその他の非凝縮性ガスが発生するが，本評価
事故シーケンスでは，ジルコニウム－水反応によって
約423kg の水素ガスが発生することを考慮すると，
溶融炉心・コンクリート相互作用による可燃性ガス及
びその他の非凝縮性ガスの発生が格納容器圧力に
与える影響は小さい。 
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 回答（続き） 

 格納容器過圧・過温破損の観点については，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・
過温破損）」の有効性評価にて示したとおり，LOCAをプラント損傷状態とする評価事故シーケンスで
確認している。これは，過圧の観点では，LOCAによるドライウェルへの蒸気の放出及び原子炉注水に
よる蒸気の発生が重畳する事故シーケンスへの対応が最も厳しいためであり，過温の観点では，事故
初期に炉心が露出し過熱状態に至る事故シーケンスへの対応が最も厳しいためである。 

 評価した２つの事故シーケンス「格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用する場合）」
及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」の解析結果の比較を表70-1に示す。 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.70,73,86）（2/2） 

評価項目 
格納容器過圧・過温破損 

（残留熱代替除去系を使用する場合）  
溶融炉心・コンクリート相互作用 

原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力
の最大値 

約370kPa[gage] 約193kPa[gage] 

原子炉格納容器バウンダリにかかる温度
の最大値 

約197℃ 約123℃ 

表70-1 解析結果の比較 
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 指摘事項（第182回審査会合（平成27年１月15日）DCH） 
 対応要員の数について，FCI，DCH等個別に示すのではなく，TQUVを含め全体の数を示すこと。 

 回答 
 DCHにおいて，事象発生からの対応を記載し要員の充足性を確認した。タイムチャートを図77-1に示す。 

図77-1 「DCH」の作業と所要時間 

責任者 当直長 1人

中央制御室監視

運転操作指揮

緊急時対策本部連絡

補佐 当直副長 1人 運転操作指揮補佐

指示者 1人 初動での指揮

連絡責任者

連絡担当者
4人 発電所内外連絡

運転員

（中央制御室）
復旧班要員

・ 外部電源喪失確認

・ 給水流量の全喪失確認

・ 原子炉スクラム・タービントリップ確認

・ 非常用ディーゼル発電機等機能喪失確認

・ 再循環ポンプトリップ確認

・ 主蒸気隔離弁全閉確認／逃がし安全弁による原子炉圧力制御確認

・ 原子炉隔離時冷却系機能喪失確認

・ 高圧原子炉代替注水系起動操作 解析上考慮せず

・ 交流電動駆動ポンプによる原子炉注水機能喪失確認

・ 早期の電源回復不能確認

― ― ・ 非常用ディーゼル発電機等　機能回復

― ― ・ 外部電源　回復

高圧・低圧注水機能喪失

調査，復旧操作
― ―

・ 給水・復水系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，

　 残留熱除去系，低圧炉心スプレイ系　機能回復

解析上考慮せず

対応可能な要員により対応する

常設代替交流電源設備起動操作
（1人）

A
― ・ 常設代替交流電源設備起動，受電操作

― ― ・ 放射線防護具準備／装備 解析上考慮せず

― ― ・ 注水弁電源切替操作 解析上考慮せず

（1人）

A
― ・ 低圧原子炉代替注水系（常設）系統構成/起動/運転確認 解析上考慮せず

（1人）

A
― ・ Ｄ系非常用高圧母線受電準備（中央制御室）

― ― ・ 放射線防護具準備／装備

― ― ・ Ｄ系非常用高圧母線受電準備（現場）

（1人）

A
― ・ Ｄ系非常用高圧母線受電操作（中央制御室）

― ― ・ Ｄ系非常用高圧母線受電操作（現場）

（1人）

A
― ・ Ｃ系非常用高圧母線受電準備（中央制御室）

― ― ・ Ｃ系非常用高圧母線受電準備（現場）

（1人）

A
― ・ Ｃ系非常用高圧母線受電操作（中央制御室） 5分

― ― ・ Ｃ系非常用高圧母線受電操作（現場） 5分

原子炉急速減圧操作
（1人）

A
― ・ 自動減圧機能付き逃がし安全弁 ２個　手動開放操作

非常用ガス処理系　運転確認
（1人）

A
―

・ 非常用ガス処理系　自動起動確認

・ 原子炉建物差圧監視

・ 原子炉建物差圧調整

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ほう酸水注入系による原子炉圧力容

器へのほう酸水注入

（1人）

A
― ・ ほう酸水注入系　起動 10分 解析上考慮せず

― ・ 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）起動操作 5分

―
・ 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）

   システム起動，暖気
40分

― ・ 格納容器内水素濃度及び酸素濃度の監視 適宜監視

（1人）

A
―

・ 系統構成

・ 中央制御室換気系起動操作
20分

― ― ・ 中央制御室換気系　系統構成

（1人）

A
― ・ 中央制御室換気系　加圧運転操作 10分

中央制御室待機室準備 ― ― ・ 中央制御室待避室系統構成 30分

サプレッション・プール水

ｐＨ制御系起動操作

（1人）

A
― ・ サプレッション・プール水ｐＨ制御系起動 20分 解析上考慮せず

― ・ 放射線防護具準備／装備

―
・ 大量送水車による格納容器代替スプレイ系（可搬型）準備／系統構成

　（大量送水車配置，ホース展張・接続）

格納容器代替スプレイ系（可搬型）

系統構成

（1人）

A
― ・ 格納容器代替スプレイ系（可搬型）系統構成 10分

格納容器代替スプレイ系（可搬型）

ペデスタル注水操作
―

（2人）

a,b
・ 原子炉圧力容器破損前の初期注水

ペデスタル代替注水系（可搬型）

系統構成

（1人）

A
― ・ ペデスタル代替注水系（可搬型）系統構成 10分

ペデスタル代替注水系（可搬型）

注水操作
―

（2人）

a,b
・ 原子炉圧力容器破損後のペデスタル注水 　　　　　　　　　　　　　　　　　　適宜実施

ペデスタル代替注水系（可搬型）

停止操作

（1人）

A
― ・ ペデスタル代替注水系（可搬型）停止 10分

―
（12人）

a～l
・ 資機材配置及びホース敷設，系統水張り，起動

― ・ 放射線防護具準備／装備 10分

― ・ 電源ケーブル接続

― ― ・ 原子炉補機代替冷却系　系統構成

―
（2人）

c,d
・ 原子炉補機代替冷却系　運転状態監視

（1人）

A
― ・ 原子炉補機代替冷却系　冷却水流量調整 10分

― ・ 格納容器内雰囲気計装起動 5分 解析上考慮せず

― ・ 格納容器内水素濃度及び酸素濃度の監視 解析上考慮せず

― ・ 放射線防護具準備／装備

― ・ ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給

燃料補給作業 ― ・ 大量送水車，大型送水ポンプ車への補給

残留熱代替除去系　準備操作
（1人）

A
― ・ 残留熱代替除去系　中央制御室系統構成 20分

残留熱代替除去系　運転開始
（1人）

A
―

・ 残留熱代替除去ポンプ起動

・ 格納容器スプレイ弁操作
10分

残留熱代替除去系

運転状態監視

（1人）

A
― ・ 残留熱代替除去系による原子炉格納容器の状態監視

可搬式窒素供給装置による格納容器

内窒素供給準備
― ・ 可搬式窒素供給装置準備

可搬式窒素供給装置による格納容器

内窒素供給
― ・ 可搬式窒素供給装置起動

原子炉ウェル代替注水系

注水操作
―

（2人）

a,b
・ 大量送水車による原子炉ウェルへの注水 解析上考慮せず

燃料プール冷却　再開
（1人）

A
― ・ 燃料プール冷却系再起動 10分

解析上考慮せず

燃料プール水温66℃以下維持

必要人員数　合計
１人

A

19人

a～s

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

経過時間（分） 経過時間（時間） 経過時間（日）

備考10 20 30 40 50 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5 6 7

操作項目

実施箇所・必要人員数

操作内容

　

通報連絡等を行う

要員

運転員

（現場）

 

状況判断
1人

A
― ― 10分

交流電源回復操作
―

解析上考慮せず

対応可能な要員により対応する
―

―

― 10分

低圧原子炉代替注水系

（常設）機能喪失確認

2人

D,E

10分

20分

― 10分

Ｄ系非常用高圧母線受電準備

― 25分

2人

B,C

10分

35分

Ｄ系非常用高圧母線受電操作

― 5分

（2人）

B,C
5分

（2人）

B,C
25分

Ｃ系非常用高圧母線受電操作

―

（2人）

B,C

25分

Ｃ系非常用高圧母線受電準備

―

― 10分

― 適宜実施

―

水素濃度及び酸素濃度監視設備の

起動

（1人）

A

―

―

―

中央制御室換気系起動

―

（2人）

D,E
40分

―

（2人）

D,E

―

格納容器代替スプレイ系（可搬型）

準備操作

―
14人

a～n

10分

― 2時間10分

―

―
ペデスタル水位2.4m

（注水量約225m3相当）到達後停止

―

―

―
   ペデスタルに崩壊熱相当に

　 余裕を見た流量で注水

原子炉補機代替冷却系準備操作

― 7時間20分

―

1時間40分

3人

o,p,q
―

原子炉補機代替冷却系運転

― 　　　　　　　　　適宜実施

燃料補給準備

―

2人

r,s

10分

―

1時間30分

（2人）

B,C

格納容器内雰囲気計装による水素濃

度及び酸素濃度監視

（1人）

A

―

― 適宜実施

― 適宜状態監視

― 　　　　　　　　　　　適宜実施

―

1時間40分

―

― 　　　　　　　適宜実施

―
（2人）

e,f

1時間40分

―
上部ドライウェル内雰囲気温度低下を確認

蒸発による水位低下を考慮して定期的に注水

―
・燃料プール冷却水ポンプを再起動し燃料プールの冷却を再開する。

・必要に応じて隙間サージタンクへの補給を実施する。

４人

B,C,D,E

（）内の数字は他の作業終了後，移動して対応する人員数。

約1.1時間 炉心損傷

約3.1時間 原子炉圧力容器下鏡温度300℃

（溶融炉心の炉心下部プレナムへの移行確認）

約5.4時間 原子炉圧力容器破損

10時間 残留熱代替除去系 運転開始

約1時間 原子炉水位燃料棒有効長底部（BAF）＋20%到達

非常用ガス処理系 運転開始

プラント状況判断

12時間 ペデスタル代替注水系（可搬型）停止

可搬式窒素供給装置による格納容器窒素供給開始

事象発生

原子炉スクラム

約2時間 中央制御室換気系 運転開始

10分 常設代替交流電源設備による給電

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.77） 
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 指摘事項（第182回審査会合（平成27年1月15日）MCCI） 

ペデスタルのコンクリート成分及びMCCI解析評価として鉄筋を考慮しているか示すこと。 

 

 回答 

 評価事故シーケンス「MCCI」の解析条件を表82-1に示す。 

 島根２号炉に使用されているコンクリートの種類は玄武岩系であり，MCCI解析評価にお
いては，「玄武岩系コンクリート」（SiO2が主体）の物性値を解析条件として設定している。 

 コンクリート以外の構造材の扱いとして，内側鋼板及びリブ鋼板を考慮した場合には，内
側鋼板及びリブ鋼板がコンクリートより融点が高く，耐熱の効果によって溶融炉心・コンクリー
ト相互作用によるコンクリート侵食が抑制されることから，解析においては保守的に考慮して
いない。 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.82） 

項目 主要解析条件  条件設定の考え方 

初
期
条
件 

コンクリートの種類 玄武岩系コンクリート 使用している骨材の種類から設定 

コンクリート以外の構造材の扱い 内側鋼板及びリブ鋼板は考慮しない 
内側鋼板及びリブ鋼板については，コン
クリートよりも融点が高いことから保守的
に考慮しない 

表82-1 解析条件 



50 
4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.125,126）（1/3） 

 指摘事項（第274回審査会合（平成27年9月15日）MCCI） 

・ 不確かさがどこにあるのかを示した上で，重点的に見るべき点を説明すること。 

・ 解析条件等の不確かさの表の考え方を整理した上で再度説明すること。 

 回答 

 解析条件の不確かさの影響評価として，初期条件，事故条件及び機器条件の不確かさについて，
運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を確認している。また，
操作条件の不確かさについては，操作の不確かさ要因となる「認知」等や操作の確実さに起因して生
じる運転員等操作の開始時間の変動が運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラ
メータに与える影響を確認している。（この方針は，重大事故等対策の有効性評価「１．重大事故
等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方」に整理している。） 

 格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」では，重大事故等対処設備を含む全ての原
子炉注水機能が喪失して炉心損傷及び原子炉圧力容器の破損に至り，溶融炉心がペデスタルに落
下してコンクリートを侵食することが特徴である。 

 不確かさの影響を確認する運転員等操作は，事象進展に有意な影響を与えると考えられる操作とし
て，溶融炉心落下前の格納容器代替スプレイ系（可搬型）による水張り操作及び溶融炉心落下
後のペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタルへの注水操作としており，現象の不確かさとし
ては，溶融炉心の粒子化，溶融炉心の拡がり，デブリから水への熱伝達，コンクリート侵食が挙げら
れる。 

 操作条件の不確かさの評価については表125-1のとおりであり，運転員等操作時間に与える影響，
評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を確認している。 
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 回答（つづき） 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.125,126）（2/3） 

項目 

解析条件（操作条件）の不確かさ 

操作の不確かさ要因 
運転員等操作時間に 

与える影響 

評価項目と
なるパラメータ
に与える影響 

操作時間余裕 訓練実績等 解析上の操作開
始時間 

条件設定の 
考え方 

格納容器代
替スプレイ系
（可搬型）
によるペデス
タルへの注
水操作（原
子炉圧力容
器初期水張
り） 

原子炉圧力容器
下鏡温度が
300℃に到達した
時点で開始，ペ
デスタルの水位が
2.4ｍ（約70m3

相当）に到達した
ことを確認した場
合に停止する（事
象発生から約3.1
時間後） 

炉心損傷後の原
子炉圧力容器破
損による溶融炉
心・コンクリート相
互作用の影響緩
和を考慮し設定 

【認知】 
 中央制御室にて原子炉スクラムを確認した場合に対策要員を招集す
ることとしており，高圧・低圧注水機能喪失を判断した場合には直ちに
可搬型による注水準備操作に着手することとしている。この認知に係る時
間として10分間を想定している。そのため，認知遅れ等による操作時間
に与える影響はなし。 
ペデスタルへの注水操作は，原子炉圧力容器下鏡温度が300℃に到
達したことを確認して開始するが，損傷炉心への注水による冷却性を確
認するため，原子炉圧力容器下鏡温度は継続監視しており，認知に
大幅な遅れが生じることは考えにくい。よって，認知遅れにより操作開始
時間に与える影響はなし。 
【要員配置】 
 格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるペデスタル初期水張りは，
中央制御室にて弁操作を行う運転員と，現場にて可搬型による注水の
ためのホース敷設等の注水準備操作を行う対策要員が各々配置されて
いる。注水準備操作は現場にて対策要員が実施することとなるが，本操
作を行う要員は，操作が終わるまで他の操作は行わない。このため，要
員配置が操作開始時期に与える影響はなし。 
【移動・操作所要時間】 
 現場での格納容器代替スプレイ系（可搬型）による注水準備操作は，
移動時間を含め，事象発生から2時間10分で行うことを想定している。
この後，原子炉圧力容器下鏡温度300℃到達を確認し，中央制御
室で常設代替交流電源設備により確保した電源により弁操作を行うこと
により注水を開始することとなる。以上より，移動・操作所要時間が操作
開始時間に与える影響はなし。 
【他の並列操作有無】 
 現場にて対策要員が格納容器代替スプレイ系（可搬型）による注水
のためのホース敷設等の注水準備操作を行ったのち，中央制御室にて
運転員が弁操作を行うことにより注水は開始される。当該操作に対応す
る運転員，対策要員に他の並列操作はなく，操作開始時間に与える
影響はなし。 
【操作の確実さ】 
 中央制御室内における操作は，操作盤での簡易な操作のため，誤
操作は起こりにくく，そのため誤操作等により操作時間が長くなる可能性
は低い。また，対策要員の現場操作は，操作の信頼性向上や要員の
安全のため2人1組で実施することとしており，誤操作は起こりにくく，誤
操作等により操作時間が長くなる可能性は低い。 

原子炉圧力容器下鏡
温度が300℃に到達す
るまでに事象発生から
約3.1時間の時間余裕
があり，また，ペデスタ
ルへの注水操作は原子
炉圧力容器下鏡温度
を監視しながら炉心下
部プレナムへのリロケー
ションを判断し，注水を
開始することとしており，
実態の操作開始時間
は解析上の設定とほぼ
同等であり，操作開始
時間に与える影響は小
さい。 
当該操作は，解析コー
ド及び解析条件の不確
かさ（操作条件を除
く）により操作開始時
間は遅れる可能性があ
るが，当該操作に対応
する運転員，対策要
員に他の並列操作はな
く，また，現場操作に
おける評価上の所要時
間には余裕を見込んで
算定していることから，
他の操作に与える影響
はない。 
 

実態の操作
開始時間は
解析上の設
定と同等であ
ることから，
評価項目と
なるパラメータ
に与える影響
は小さい。 

格納容器代替スプレイ系（可搬
型）によるペデスタルへの注水操
作（原子炉圧力容器破損前の
初期水張り）については，原子
炉圧力容器破損前の格納容器
冷却を兼ねる操作であり，原子
炉圧力容器下鏡温度が300℃
に到達後，速やかに実施すること
が望ましいが，原子炉圧力容器
破損前は，本操作が実施できな
いと仮定しても，格納容器圧力
及び温度が格納容器の限界圧
力及び限界温度に到達すること
はなく，自動減圧機能付き逃が
し安全弁による原子炉減圧機能
維持も可能であることから，時間
余裕がある。 
原子炉圧力容器下鏡温度が
300℃に到達するまでに事象発
生から約3.1時間の時間余裕が
あり，また，ペデスタルへの注水
操作は，原子炉圧力容器下鏡
温度を監視しながらあらかじめ準
備が可能であり，操作が遅れる
可能性は小さい。 
また，溶融炉心落下前の格納
容器代替スプレイ系（可搬型）
による水張りは約1.9時間で完了
することから，水張りを原子炉圧
力容器下鏡温度300℃到達時
点である事象発生から約3.1時
間後に開始すると，事象発生か
ら約5.0時間後に水張りが完了
する。事象発生から約5.0時間
後の水張り完了から，約5.4時
間後の原子炉圧力容器破損ま
での時間を考慮すると，ペデスタ
ルへの注水操作は操作遅れに対
して0.4時間程度の時間余裕が
ある。 

解析上は作業
成立性を踏まえ
事象発生から約
3.1時間後として
おり，このうち，
格納容器代替ス
プレイ系（可搬
型）によるペデス
タルへの初期水
張りの系統構成
は，所要時間2
時間10分想定
のところ，訓練
実績では約1時
間33分である。
想定で意図して
いる作業が実施
可能なことを確
認した。 

表125-1 運転員等操作時間に与える影響，評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕（1/2） 
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 回答（つづき） 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.125,126）（3/3） 

項目 

解析条件（操作条件）の不確かさ 

操作の不確かさ要因 
運転員等操作時間に 

与える影響 

評価項目と
なるパラメータ
に与える影響 

操作時間余裕 訓練実績等 解析上の操作開
始時間 

条件設定の 
考え方 

ぺデスタル代
替注水系
（可搬型）
によるペデス
タルへの注
水操作（原
子炉圧力容
器破損後の
注水） 

原子炉圧力容器
の破損を確認した
場合 

炉心損傷後の
原子炉圧力容
器の破損による
溶融炉心・コン
クリート相互作
用の影響緩和を
考慮し設定 

【認知】 
 溶融炉心がペデスタルに落下した後にペデスタルに崩壊熱に余裕を見た
流量の注水を行うが，溶融炉心の落下はペデスタル温度，格納容器圧
力等の監視により認知可能である。これらのパラメータは原子炉圧力容器
破損判断のため継続監視しており，認知に大幅な遅れが生じることは考え
にくい。よって，認知遅れにより操作開始時間に与える影響はなし。 
【要員配置】 
 溶融炉心落下前の格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるペデスタ
ルへの初期水張りに引き続いて行う操作であり，要員配置が操作開始時
間に与える影響はなし。 
【移動・操作所要時間】 
 溶融炉心落下前の格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるペデスタ
ルへの初期水張りに引き続いて行う操作であり，移動・操作所要時間が
操作開始時間に与える影響はなし。 
【他の並列作業有無】 
 溶融炉心落下前の格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるペデスタ
ルへの初期水張りに引き続いて行う操作であり，当該操作を行う運転員，
対策要員に他の並列操作はなく，操作開始時間に与える影響はなし。 
【操作の確実さ】 
 対策要員の現場操作は，操作の信頼性の向上や要員の安全のため2
人1組で実施することとしており，誤操作は起こりにくく，誤操作等により操
作時間が長くなる可能性は低い。また，中央制御室内での操作は操作
盤での簡易な操作であるため，誤操作は起こりにくく，そのため誤操作等
により操作時間が長くなる可能性は低い。 

原子炉圧力容器破損
までに事象発生から約
5.4時間の時間余裕が
あり，また，溶融炉心
落下後にペデスタル注
水が行われなかった場
合でも，溶融炉心落
下前に張られた水が蒸
発するまでには約1.4時
間の時間余裕がある。 
また，溶融炉心落下
後のペデスタルへの注水
操作はペデスタル温度，
格納容器圧力等の傾
向を監視しながら原子
炉圧力容器破損を判
断し，注水操作を実
施することとしており，
実態の操作開始時間
は解析上の設定とほぼ
同等であることから，操
作開始時間に与える影
響は小さいことから，運
転員等操作時間に与
える影響も小さい。 

実態の操作
開始時間は
解析上の設
定と同等であ
ることから，
評価項目と
なるパラメータ
に与える影響
は小さい。 

原子炉圧力容器が破損するまで
の時間は事象発生から約5.4時
間あり，また，溶融炉心落下後
に，ペデスタル注水が行われな
かった場合でも，溶融炉心落下
前に張られた水が溶融炉心の崩
壊熱及びジルコニウム－水反応
による発熱により蒸発するまでに
は約1.4時間の時間余裕がある。 

訓練実績等によ
り，条件成立を
前提として約1 
分間でペデスタル
代替注水系
（可搬型）によ
る注水操作を開
始可能である見
込みを得た。想
定で意図してい
る運転操作が実
施可能なことを
確認した。 

表125-1 運転員等操作時間に与える影響，評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕（2/2） 
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 指摘事項（第274回審査会合（平成27年9月15日）FCI） 

下部ヘッド破損後の追加の注水について考え方をまとめておくこと。 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.132） 

 回答 
 SOP及びAMGでは，RPV破損判定後の運転操作の優先順位を表132-1の様に定めている。 

優先順位 運転操作 

１ Ｄ／Ｗスプレイ 

２ ペデスタル注水 

３ 
RPV破損後の 

原子炉への注水 

 格納容器スプレイを優先する理由は，格納容器スプレイを
開始する状況は格納容器過圧又は過温破損の防止及び
早期の格納容器ベントを抑制するための運転操作が必要
な状況であり，これに即応する必要があるためである。Ｄ／
ＷスプレイとＳ／Ｃスプレイでは，より広い空間にスプレイす
ること等により，原子炉格納容器の圧力及び温度の抑制
効果が高いと考えられるＤ／Ｗスプレイを実施することとして
いる。また，Ｄ／Ｗにスプレイを実施することでペデスタルへ
冷却材が流入するため，ペデスタルの溶融炉心の冷却にも
期待できる。 

表132-1 RPV破損判定後の運転操作の優先順位  

 ペデスタルへの注水については，RPV破損前の注水によりペデスタル内には約70m3(スクラム後５～10
時間後の崩壊熱に換算すると約２時間分)の冷却材が確保されていること及びＤ／Ｗスプレイした冷却
材がＤ／Ｗ床面からペデスタルへ流入することにも期待できることを考慮し，Ｄ／Ｗスプレイに次ぐ優先
順位としている。 

 RPV破損後のRPVへの注水には，RPV内に残存する溶融炉心の冷却及びRPV破損口から原子炉冷
却材が流出することによるペデスタルに堆積している溶融炉心の冷却にも期待できると考えられるが，
RPV破損口からの原子炉冷却材の流出の状況を確実に把握することは困難なことから，ペデスタル注
水に必要な流量を確保した後の優先順位としている。 
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 指摘事項（第379回審査会合（平成28年7月12日）炉心損傷防止） 
ＳＲＶの排気温度計について位置づけと検知（炉心損傷開始の判断）の可能性について整理すること。 

 
 回答 

炉心損傷開始の判断は，原子炉格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡ
ＭＳ）により行うが，逃がし安全弁（ＳＲＶ）出口温度計による炉心
損傷判断の検知性及び位置づけを以下に示す。 

 
【検知性】 
 事故発生後，原子炉水位が低下する過程において，炉心が冠水した

状態では，炉心部及び原子炉圧力容器ドーム部の温度は，ともに定
格原子炉圧力ないしはＳＲＶ動作圧力に対応する飽和蒸気温度近
傍（＜300℃）となる。 

 原子炉水位の低下により炉心が露出し，原子炉圧力容器ドーム部が
過熱蒸気雰囲気となっている状態でＳＲＶを開放した場合，ＳＲＶ
出口温度計の指示値は，飽和蒸気温度近傍よりも高い温度を示し，
指示値はオーバースケールになると考えられる。 

 したがって，ＳＲＶ出口温度により炉心の露出を検知できる可能性があ
るものの，炉心が露出した場合において，炉心は蒸気冷却等により健
全性を維持しており，炉心損傷に至っていないことが考えらえれ，炉心
損傷検知の判断としては不確実さが大きい。 
 

【位置づけ】 
 ＳＲＶ出口温度計による炉心損傷検知の判断は不確実さが大きいと

考えられることから，ＣＡＭＳによる確認ができない場合の炉心損傷検
知の代替手段は原子炉圧力容器温度としており，ＳＲＶ出口温度計
は炉心損傷検知の代替手段として位置付けていない。 

図136-1  ＳＲＶ出口温度計の概略設置図 

設置目的 
原子炉運転中にＳＲＶからの
漏えいを検出 

測定範囲 ０～300℃ 

設置位置の考慮 

ＳＲＶ本体からの熱伝導によ
る誤検出を防ぐため，弁本体
から十分離れた位置に取り付
けている 

4. 審査会合での指摘事項に対する回答（No.136） 




