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◎発電用原子炉の設置､運転等の法規制

★原子炉等規制法(福A原発事故後の改正版:規制蚕主体に)

〇第4千･第2軒先t用原子炉の設置､運転等に関する規制(43条の3の5-)

r設置許可･変更許可の基準J (43条の3の6､ 43集の3の8)

1号平和目的　*原子力委且会の意見聴取暮務(4-3条の3の6 3項)

2号設tに必要な技術的能力及び軽理的基礎

※r軽理的基礎｣も規制垂が判断? →東電にあるかつ　柏崎刈羽の再稼動'>

▲除染*未払いについて石特東ttI社長r三rEl状′別､ lil.いことを理由に｣11.2朝日

▲KK再揺tbは借入のため-今はr経理的基礎なし｣と日医?分社化でしつぼ切り?

3号重大事故発生･拡大防止､適確運転に必要な技術的能力

4号塵正･構造･設備が災害防止上支叶なし

⇒技術的能力が東電にあるかつ　地震･津波･火山+テロ･ミサイル攻撃つ

○法43集の3の24 ｢保安規定J

2項災亨防止上不十分なら､規制香は認可してはならない｡

4項原子炉設lE者.従事者は保安規定を守らなければならない｡

⇒福島事故の教訓は反映されているかつ　事故時の運転操作･マニュアルの

不備等をきちんと検証しているかつ

★実用発t用原子炉の設置､運転等に関する規則(実用炉規則) 
<大幅(全面?)改訂-t気事業法による規定を移行整理> 

○発t用原子炉の設t(変更)許可中計書紀載事項(3条1項2号) ��

イ原子炉施設の位tロ原子炉地役の一般書造 

以下のもののrfR造及び投書J 

ハ原子炉本件ニ核燃料取扱.貯jk施投 

ホ帝子炉冷却系枕施設へ計弗制御系統施設 

ト放射性廃棄物廃棄施設チ放射魚管理施投 

○申請書の添付暮類1-ll(3条2項) 

8原子炉姓鼓の安全故帥こBIする放明暮 

lO事故発生時の対処に必要な施設.体制を書に関する悦明暮 

⇒｢説明｣が不十分でも許される?咽｣は違っていても構わない? 

○別表1r中浦J規定の工事計画(主に各種設備等の｢改進｣)は､書手前に故 
可が必要(43集の3の91項) 

○別表lr下7I｣規定の工事計画(主に各種設備等のr件理J)は､事前届出(4 
3条の3のlO1項) 

※改正前､法27条投書ト工事方法の変更放可は法73集で先EJLL炉ill悶外 



1号境.非常用復水器(ⅠC)の概要(東tの図に榊) 

1.盈廷臣±追二地書換(附炉圧力駅自動起動) 
Ⅰ C 作 動 餐 �;ﾘ�闕8�7鉅�ｵ(爾(耳躔6ﾈﾎｨﾈ)x��劔ブ タ の 鼻 
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東電の事故時対応は適正? (IC作動概況)

oA･B2系統､ r弁｣が各4つ｡徒水巻(冷却水タンク)上流側=蒸気管に2つく1弁･ 2

弁)､下流側-ドレン管に2つ(3弁､4弁)｡格納容器内に2つ(l弁､4弁交波野
動､ 1 5秒で閉) ､復水器近くに2つ(2弁. 3弁.直流単軌20秒で閉)｡

○通常は下流･iL水器側第3弁が閉じられ､残り3つは開状態｡非常時(7 1 3MPa
以上の原子炉圧力が1 5秒間以上継続<2011.9.9兼t報告･添付資料7-10>)に

第3弁が開き(全弁｢軌で)すぐに作軌原子炉からの水蒸気がタンク内で冷や
され水(徒水)となり､白玉で原子炉へ(JE力で自然循環･駆動用t涼不要)0

14146　地事･自動スクラム､その後主蒸気隔搬弁閉鎖

14 52　A･B2系統とも自動起赴く3A弁･3B弁が自動開)

15.03　両系統とも運転Aが手動停止(｢温度降下率J遵守で?⇒後述)

15:17-15:19 A系統のみ手動で起動･停止(3A弁の開閉)

15 23-25､ 15 32-34にもA系統のみ作動させ､原子炉圧力維持

15･37頃　津波により?全交流t源未失･直流t漁も♯失くSBO)

隅擬信号で4つの弁がr閉または不完全開｣? (各t題がいつ完全喪失? )

栄 1 5 : 36 : 59データ｢1A,2A.1B,2B.3A.4A,3B,4BJ rl,1,0 (閉) ･1･0･1･0･0 (閉) ｣の謎も0

17 19　タンク水t確執こ運転且が現場へ(17 50原子炉建屋高線tで撤退)

IC不作h-冷却なしで､この頃炉心操fk(+遠し安全弁｢作動昔なし｣の謎も? )

1 8: 1 8(や21.30)の直流t漁回復時､ 3A弁を手動開(短時間作動? )｡
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◆zCタンク水量(維持管理)のr日常的手抜き｣? 

設置許可申請嘉の基準ところが実存は.- 
･タンク有効俣有水t(胴側治劫火I)連垂直並⇒El常的手抜き? 

2系統ともlO6m3(100%)A嘉:曲80%_B嘉:曲809も 

(ちなみに､80%なら85m3).事故後H23.4.3(中央操作室計器) 

A系:63%､B系:83% 

･事故後H23.10.18(現場調査) 

A系:65%､B系:85% 

ニ適塾吐鑑.壬t報告暮(訂転iiの故証?ー 

補給なしで8時間6時FPl(左下※)⇒上記手抜き前提? 

(ちなみに､80%なら6時rFl半)でも､前述のとおり､14:52作動後約2時 

間半の17:19にタンク水位確故のため 

※事故時靴操僻順暮(槻ベース'詰呈!{1%?.7超L,憲L.&T炉建屋 でも｢約6時mJ(p.12-4-1､p.12421)→上記の認識自体なかったのでは? 
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｢マニュアル遵守｣でICを手動停止?

○盤王1では､ iL去1 0年PJlに2回の作tb実♯<2011.ll.18保安院ニュースリリース>

『手順書』でrICを使うという決め打ち｣がされている｡

<2011,ll,25保安院｢技術的知見に関する意見聴取会｣第3回諸事録p.18>

･｢(かH15. 12. 19｣とr②H16. 6. 8｣､タービン加漉弁急速閑によるスクラム後､

r主蒸気阿能弁全閉｣で1系統を手h操作(弁を開閉)し､原子炉冷却を維持｡

･原子炉圧力は､ ①6. 37.-6　86MPaげ-ジ圧).約7時間で1 8回操作

②6. 37-6　86MPaげ-ジ圧)約7　5時間で18回操作
･約4-5回作動後.冷却水温度は沸Ak点(1 00℃)に到達-水蒸気発生が継続｡

･開港弁を復旧させ主任水器冷却へ移行して操作終了. <2011,ll.18日本原t>

01皇丘では吐近20年件h実♯卑し(適し安全弁康先そ1｡ <同姓書Bp･18>

･4=52日勃起動乱降順暮』の楓垂準王堅塁軍∠!j以ネ｣遵守で手蜘止?

⇒通常時6　8MPaから4　5MPaへの急低に"動揺"して止めただけではつ

⇒3回のA系手動操作時､圧力は6-7MPa=不慣れ　十早期運転再開準備つ

15:37に3A弁｢閉｣状態でt濃去失･隅粧信号｡

⇒誰も電源喪失後rフタの鼻息=IC作動｣を確認せず､早期炉心熔融にl



老朽化による｢脆くぜい)性破壊｣回避優先?

刑事*任･lL書廓肝蜘任画丑のため?運転■ミス-★tの*任!

○事故時運転操作手順暮(事象ペース) 1辛､ 1 -1原子炉スクラム､

.貰器還慧莞≡芸還藍..
r(3) ･.不用意な運転操作によってICの運転推挽を損なわせてはならない｡ J

慧蓋還琵琶蓋蓋蓋慧芸三,??:M*h.｣に､
圧力制御範囲はr6 37-7.26う6,27-7 06MPa｣に(第26回定検改造に伴い) ｡

⇒　脆性遷移温度(NDT)が50℃ 2008予測⇔設置許可上は寿命末期で55℃ l

r老朽原発(40年目)｣で｢脆性破壊｣への懸念ゆえの｢温度降下率｣遵守ウ

『保安規定』で温度降下率はスクラム時r適用外｣ ≡

○手順暮の上位『保安規定(20113) 』では､ 4暮肘理､ 3節運転上の制限

: 3L護還TPg;iobL:器芸器器AoT::t26:藍SP'芸欝'

.そ還器済竺1

1号炉｢表1｣の｢1原子炉制御､ (1)スクラム､(》日的｣では.

原子炉を停止､十分な炉心冷却状態を維持.冷温停止状態まで冷却､等の紀述｡

★保安院も､津波典来前は手順書◆1 -1 (B)r6圧力調整段階｣(p.1-1B･6)と指輪

(意見聴取会･中間とりまとめp.67) -後手牌｢1 2原子炉強圧段階Jではない!

/巨大地震でスクラムした3 1 1の異常時は｢温度降下率｣は適用外-当たり前r

-事故対応上の重大な過ちl (運転員への老朽化プレッシャーが原因r>)

<｢温度降下率｣は圧力容界等の財産保護日的(近藤院介原子力委員長20126.29朝Ej)>
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再掲:非常用復水器(IC)の概要(兼tの図l=一缶加書) 
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なんとなく不自然な｢遠回り｣ 
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