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東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた既設の発電用
原子炉施設の安全性に関する総合評価の実施についての国からの指示について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、当社事業に
つきまして格別のご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。
東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた既設の発電
用原子炉施設の安全性に関する総合評価の実施について、平成２３年７月２２
日付けで原子力安全・保安院から、別添のとおり指示がありましたので、安全
協定第１０条第４項に基づきご報告いたします。
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経済産業省原子

東京電力株式会社福島第-原子力発電所 における事故 を踏 まえた既設の発電
用原子炉施設の安全性 に関す る総合評価の実施 について (
指示)

平成 23年 7月 6 日､原子力安全委員会委員長班 目春樹 よ り経済産業大臣海江 田万里に対
し､ ｢
東京電力株式会社福 島第一原子力発電所 における事故 を踏 まえた既設の発電用原子炉
施設の安全性 に関す る総合的評価 に関す る報告 について｣ (
平成 23年 7月 6 日付 け 23安
委決第 7号)によ り､既設の発電用原子炉施設 について､設計上の想定を超 える外部事象に
対す る頑健性 に関 して､総合的に評価 を行 うことが要請 され､また､原子力委員会及び原子
力安全委員会設置法第 25条の規定に基づき､このための総合的な評価手法及び実施計画 を
作成 し､原子力安全委員会 (
以下 ｢
安全委員会｣ とい う)に対 して報告す るよ う要請があ り
ま した｡
また､同月 11日には､内閣官房長官枝野幸男､経済産業大臣海江 田万里及び内閣府特命
担 当大臣細野豪志の連名 によ り､ ｢
我が国原子力発電所の安全性の確認 について｣が公表 さ
れ､安全性 に関す る総合評価 は一次評価 と二次評価 によ り行 うこととされた ところです｡
これ らを受 けて､原子力安全 ･保安院 (
以下 ｢
当院｣ とい う｡)は､安全委員会 に対 し､
同月 15日と昨 日の二度 にわた り評価手法及び実施計画案 を報告 し､昨 日安全委員会の了承
を得 ま した｡
つきま しては､貴社 に対 して､別添の ｢
東京電力株式会社福 島第一原子力発電所 における
事故 を踏 まえた既設の発電用原子炉施設 の安全性 に関す る総合的評価 に関す る評価手法及
び実施計画｣に基づき､発電用原子炉施設 の安全性 に関す る総合的評価 を行い､その結果 に
ついて､当院に対 して報告す ることを求めます｡
なお､当院は報告内容 を確認 した後､安全委員会に報告 し､その妥 当性の確認 を求めるこ
ととしています｡

人
東京電力株式会社福 島第一原子力発電所 にお ける事故 を踏 まえた既設の発電用
原子炉施設 の安全性 に関す る総合的評価 に関す る評価手法及び実施計画

3年 7月 21日
平成 2
原子力安全 ･保安院
平成 2
3年 7月 6日付 け 23安委決第 7号 において原子力安全委員会か ら求め
られ た､東京電力株式会社福 島第-原子力発電所 にお ける事故 を踏 まえた既設
の発電用原子炉施設 の安全性 に関す る総合 的評価 に関す る評価手法及び実施計
画 について､以下の とお り定 める｡

Ⅰ
.評価手法
1.評価対象施設
全ての既設 の発電用原子炉施設 を対象 とし､建設 中の ものを含 める｡ただ し､
東京電力福 島第｢原子力発電所 ､福 島第二原子力発電所及び廃止措置 中であっ
て燃料が発電所 内に存在 しない ものは除 くO
核燃料サイ クル 関連施設 については別途実施 を検討す る｡

2.評価対象時点
評価 は､報告時点以前の任意の時点の施設 と管理状態 を対象 に実施す る｡

3.評価対象事象
東京電力株式会社福 島第一原子力発電所 にお ける事故 を踏 まえ､以下の事象
を対象 とす る｡
･自然現象 :

地震､津波

･安全機能 の喪失 : 全交流電源喪失､最終的な熱 の逃 し場 (
最終 ヒー トシ
ンク) の喪失

4.評価実施方法
事業者 は､以下の方法 に基づ く評価 を行 い当院 に提 出す る｡ 当院 は､事業者
の評価結果 に対す る評価 を行 うとともに､原子力安全委員会 に対 し､ 当院の評
価結果の確認 を求 める｡
事業者 に よる評価 は､一次評価 と二次評価 に よ り構成す るo なお､いずれの
場合 も､東京電力福 島第-原子力発電所事故 の後 に緊急安全対策等 として実施
した措置 について､明示す ること｡

(1)一次評価
1

安全上重要な施設 ･
機器等について､設計上の想定を超える事象 に対 して､
どの程度の安全裕度が確保 されているか評価す る｡評価は､許容値等※に対
しどの程度の裕度を有するか とい う観点か ら行 う｡また､設計上の想定を超
える事象に対 し安全性 を確保す るために取 られている措置について､多重防
護(
df
ee
n
s
eid
ne
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h
)の観点か ら､その効果 を示す｡ これにより､必要な安
全水準に一定の安全裕度が上乗せ されていることを確認するO
※)許容値が最終的な耐力に比 して余裕 をもって設定 されている場合につい
ては､技術的に説明可能な範囲においてその余裕 を考慮 した値 を用いて
も良いものとす る｡

(
2)二次評価
設計上の想定を超 える事象の発生を仮定 し､評価対象の原子力発電所が､
どの程度の事象まで燃料の重大な損傷を発生 させ ることなく耐 えることが
できるか､安全裕度 (
耐力)を評価する｡また､燃料の重大な損傷を防止する
ための措置について､多重防護の観点か ら､その効果を示す とともに､クリ
フエ ッジを特定/
して､潜在的な脆弱性 を明 らかにす る｡これによ.
り､既設の
発電用原子炉施設 について､設計上の想定を超 える外部事象に対す る頑健性
に関して､総合的に評価す る｡
(3)評価の進 め方
評価において､事象の進展過程については､イベ ン トツ リーの形式で示す
こととし､イベ ン トツ リーの各段階において､その段階で使用可能 な防護措
置について検討 し､それぞれの有効性及び限界を示す｡ このよ うな各段階の
状況を示す ことによ り､多重防護 の観点か らの評価 を明 らかにす るものであ
る｡評価に当たっては､以下の点に留意す る｡
･起因事象発生時の状況 として､最大出力下での運転など最 も厳 しい運転条
件を想定す るとともに､使用済燃料プールが使用済燃料で満た され るな ど
最 も厳 しいプラン ト状態を設定する｡
･想定す る自然現象は､地震及び津波 とす る｡これ らの重畳についても想定
することとし､さらに二次評価においては設計段階での想定事象に限 らず､
最新の知見に照 らして最 も過酷 と考えられ る条件や､さらにそれ を上回る
事象､必要に応 じ､その他の自然現象の重畳を考慮す る｡
･事象の過程の検討 においては､事象の進展や作業に要す る時間をあわせて
検討す る｡
･原子炉及び使用済燃料プールが同時に影響 を受けると想定す る｡また､防
護措置の評価にあたっては､合理的な想定により機能回復 を期待できる場
合を除き､一度機能を失った機能は回復 しない､プラン ト外部か らの支援
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は受 け られない等､厳 しい状況を仮定す る｡
･二次評価 においては､事業者が 自主的に強化 した施設 ･機能や､耐震 B･
C クラスの構造物 ･
機器であっても合理的な推定によって機能維持が期待
できるものについては､評価 に含めることができる｡
･ 喪失す る安全機能 として､全交流電源喪失及び最終 ヒー トシンクの喪失を
想定す るが､二次評価においてはこれ らの重畳 についても想定す る｡
･ 複数号機 を有する発電所 については､複数号機間の相互作用の可能性につ
いて考慮す る｡
･ 決定論的な手法を用い､過度の保守性 を考慮す ることな く現実的な評価 を
行 う｡
この取組みが､ 自らの発電所の有す る余裕や潜在的な脆弱性 を把握 し､
安全 を向上 させ るためのプロセスの一環であることを意識 して実施す る｡
5.一次評価実施事項

以下に示す事項について実施す る｡
(1)地震
①地震動が､設計上の想定 を超 える程度に応 じて､耐震 Sクラス及び燃料
の重大な損傷に関係 し得 るその他のクラスの建屋､系統､機器等が損傷 ･
確率論的
機能喪失す るか否かを許容値等 との比較若 しくは地震 psA (
安全評価)の知見等を踏まえて評価する｡
②Q)
の評価結果 を踏まえて､発生す る起因事象により燃料の重大な損傷に
至 る事象の過程を同定 し､クリフエ ッジの所在 を特定す る｡またその と
きの地震動の大きさを明 らかにする｡
③特定 されたク リフエ ッジ-の対応を含 め､燃料の重大な損傷に至 る事象
の過程 の進展 を防止す るための措置について､多重防護の観点か ら､そ
の効果 を示す｡
(2) 津波
平成 14年)を
(
丑津波高 さが､土木学会 ｢
原子力発電所の津波評価技術 ｣ (

用いて評価 した設計想定津波の高 さ (
設計津波高 さ) を超 える程度に応
じて､安全上重要な建屋 ､系統､機器等及び燃料の重大な損傷に関係 し
得 るその他の建屋､系統､機器等が損傷 ･機能喪失す るか否かを設計津
波高 さ等 との比較若 しくは津波 PSAの知見等 を踏まえて評価す る｡
②①の評価結果 を踏まえて､発生す る起因事象 により燃料の重大な損傷に
至 る事象の過程 を同定 し､ク リフエ ッジの所在 を特定す る｡またその と
きの津波高 さを明 らかにす る｡
③特定 されたク リフエ ッジ-の対応 を含 め､燃料の重大な損傷に至 る事象
の過程 の進展 を防止す るための措置について､多重防護の観点か ら､そ
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の効果 を示す｡
(3) 地震 と津波 との重畳

①設計上 の想定 を超 える地震 とそれ に引き続 く設計上の想定 を超 える津波
が発生 した場合 において､安全上重要 な建屋 ､系統､機器等及び燃料 の
重大 な損傷 に関係 し得 るその他 の建屋 ､系統､機器等が損傷 ･機能喪失
す るか否かを設計上の想定 との比較若 しくは地震 ･津波 psAの知見 を
踏 まえて評価す る｡
(
診① の評価結果 を踏 ま えて､発生す る起 因事象 によ り燃料 の重大な損傷 に
至 る事象 の過程 を同定 し､ ク リフエ ッジの所在 を特定す るOまたその と
きの地震動､津波高 さを明 らかにす る｡
③特定 された ク リフエ ッジ- の対応 を含 め､燃料 の重大 な損傷 に至 る事象
の過程 の進展 を防止す るための措置 について､多重 防護 の観 点か ら､そ
の効果 を示す｡
(4) 全交流電源喪失

① 内的事象 psAの知見 を踏 まえて､全交流電源喪失 を起因事象 として燃
料の重大な損傷に至 る事象 の過程 を明 らかにす る とともに､その場合 の
全交流電源喪失の継続時間を明 らかにす る｡
②① において特定 され た事象 の過程及び外部電源喪失 か ら全交流電源喪失
-の進展過程 を踏 まえ､ ク リフエ ッジの所在 を特定す るO
③特定 された ク リフエ ッジ-の対応 を含 め､燃料の重大な損傷 に至 る事象
の過程 の進展 を防止す るための措置 について､多重防護 の観点か ら､そ
の効果 を示す｡
(5)最終的な熱 の逃 し場 (
最終 ヒー トシンク) の喪失

① 内的事象 psAの知見 を踏 まえて､最終 ヒー トシンク喪失 を起因事象 と
して燃料 の重大 な損傷 に至 る事象の過程 を明 らかにす るとともに､その
場合の最終 ヒー トシンク喪失の継続時間を明 らかにす る｡
②① において特定 され た事象 の過程 の進展 を踏 まえ､ ク リフエ ッジの所在
を特定す る｡
③特定 され たク リフエ ッジ-の対応 を含 め､燃 料の重大 な損傷 に至 る事象
の過程 の進展 を防止す るための措置 について､多重防護 の観 点か ら､そ
の効果 を示す｡

(6)その他 のシ ビアアクシデ ン ト･マネ ジメン ト
平成 4年 7月 に通商産業省 (
当時) が発表 した ｢
ア クシデ ン トマネ ジメ
ン ト対策 の今後の進 め方 について｣で規定 し､事業者 が整備 してい るシ ビ
アアクシデ ン ト･マネ ジメン ト対策 (
燃 料 の重大な損傷 を防止す るための
措置､放射性物質 の大規模 な放 出を防止す るために閉 じ込 め機能 の健全性
を維持す るための措置)について､多重防護 の観点か ら､その効果 を示す｡
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ただ し､上記 (1)か ら (5)の各③ に記載 され る燃料の重大な損傷 に至
る事象 の過程 の進展を防止するための措置 として取 り上げているものは除
く｡

6.二次評価実施事項
以下に示す事項について実施する｡
(1)地震

①地震動が､設計上の想定を超 える程度 に応 じて､建屋､系統､機器等が
損傷 ･機能喪失す るか否かを地震 psAの知見等 を踏まえて評価す る｡
②① の評価結果 を踏まえて､発生す る起因事象により燃料 の重大な損傷に
至 る事象の過程 を同定 し､ク リフエ ッジの所在 を特定す る｡またその と
きの地震動の大きさを明 らかにする｡
③特定 されたク リフエ ッジ-の対応 を含 め､燃料の重大な損傷に至 る事象
の過程 の進展 を防止す るための措置について､多重防護 の観点か ら､そ
の効果 を示す｡ なお､その他の 自然現象の重畳により､事象の過程 に大
きな影響 を及 ぼす可能性がある場合 には､その影響及び対応措置につい
て検討す る｡
(2) 津波
①津波高 さが､設計上の想定を超 える程度 に応 じて､建屋､系統､機器等
が損傷 ･機能喪失す るか否かについて､津波 psAの知見等を踏まえて
評価す る｡
②①の評価結果 を踏 まえて､発生す る起因事象により燃料の重大な損傷に
至 る事象の過程 を同定 し､ク リフエ ッジの所在 を特定す る｡またその と
きの津波高 さを明 らかにする｡
③特定 されたク リフエ ッジ-の対応 を含 め､燃料の重大な損傷に至 る事象
の過程の進展 を防止す るための措置について､多重防護 の観点か ら､そ
の効果 を示す｡ なお､その他の 自然現象の重畳により､事象の過程 に大
きな影響 を及ぼす可能性がある場合 には､その影響及び対応措置につい
て検討す る｡
(3)地震 と津波 との重畳

①設計上の想定を超 える地震 とそれに引き続 く設計上の想定を超 える津波
が発生 した場合 において､建屋､系統､機器等が損傷 ･機能喪失す るか
否かを地震 ･津波 psAの知見を踏まえて評価する｡
②①の評価結果 を踏まえて､発生す る起因事象により燃料の重大な損傷に
至 る事象の過程 を同定 し､ク リフエ ッジの所在 を特定す る｡またその と
きの地震動､津波高 さを明 らかにする｡
③特定 されたク リフエ ッジ-の対応 を含 め､燃料の重大な損傷に至 る事象
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の過程の進展 を防止す るための措置 について､多重防護 の観点か ら､そ
の効果を示す｡なお､その他 の 自然現象の重畳により､事象の過程 に大
きな影響を及ぼす可能性がある場合 には､その影響及び対応措置につい
て検討する｡
(4)全交流電源喪失

① 内的事象 psAの知見を踏まえて､全交流電源喪失 を起因事象 として燃
料の重大な損傷に至る事象の過程 を明 らかにす るとともに､その場合の
全交流電源喪失の継続時間を明 らかにす る｡
②①において特定 された事象の過程及び外部電源喪失か ら全交流電源喪失
-の進展過程を踏まえ､クリフエ ッジの所在 を特定す る｡
③特定 されたクリフエ ッジ-の対応 を含 め､燃料の重大な損傷 に至 る事象
の過程の進展を防止す るための措置について､多重防護 の観点か ら､そ
の効果を示す｡
(5) 最終的な熱の逃 し場 (
最終 ヒー トシンク)の喪失
(
丑内的事象 psAの知見を踏まえて､最終 ヒー トシンク喪失 を起因事象 と
して燃料の重大な損傷 に至る事象の過程 を明 らかにす るとともに､その
場合の最終 ヒー トシンク喪失の継続時間を明 らかにす る｡
②①において特定 された事象の過程の進展 を踏 まえ､ク リフエ ッジの所在
を特定する｡
③特定 されたクリフエ ッジ-の対応 を含め､燃料の重大な損傷に至 る事象
の過程の進展 を防止す るための措置 について､多重防護 の観点か ら､そ
の効果を示す｡
(6)全交流電源喪失 と最終 ヒー トシンクの喪失の複合
①内的事象 PSAの知見を踏まえて､全交流電源喪失 と最終 ヒー トシンク
喪失の複合事象を起因事象 として燃料の重大な損傷に至 る事象の過堤 を
明らかにす るとともに､その場合の全交流電源喪失 と最終 ヒー トシンク
喪失の複合事象の継続時間を明 らかにす る｡
②①において特定 された過程 を踏まえ､クリフエ ッジの所在を特定す る｡
③特定 されたク リフエ ッジ-の対応 を含 め､燃料の重大な損傷 に至 る事象
の過程の進展 を防止す るための措置について､多重防護 の観点か ら､そ
の効果を示す｡
(7) シビアアクシデン ト･マネジメン ト

①平成 4年 7月に通商産業省 (
当時)が発表 した ｢
アクシデ ン トマネ ジメ
ン ト対策の今後の進 め方について｣ で規定 し､事業者が備 えているシビ
アアクシデ ン ト･マネ ジメン ト対策 (
燃料の重大な損傷 を防止するため
の措置､放射性物質の大規模 な放 出を防止す るために閉 じ込め機能の健
全性を維持す るための措置) について､クリフエ ッジを明確 にす るとと
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もに､シビアアクシデ ン ト･マネジメン ト対策を開始 した時点か らク リ
フエ ッジに至るまでの時間を評価する｡
② ク リフエ ッジを防止す るために実施可能な措置について､多重防護 の観
点か ら､その効果を示す｡その際､ハー ドウェアのみな らず､手順書､
組織体制の整備などソフ ト面について考慮す る｡

7

Ⅱ
.実施計画
1.一次評価
定期検査中で､起動準備の整った原子炉に対 して実施す る｡
2.二次評価
全ての既設の発電用原子炉施設 (
ただ し､東京電力福 島第一原子力発電所､
福島第二原子力発電所及び廃止措置中であって燃料が発電所内に存在 しない も
のは除 く)に対 して実施 し､事業者か らの報告の時期 は本年内を目途 とす るが､
欧州諸国におけろス トレステス トの実施状況､東京電力福 島第-原子力発電所
事故調査 ･検証委員会の検討状況 を踏まえ､必要に応 じ見直す｡
建設中の発電用原子炉施設 については､起動までに本評価 を実施するO
評価は､発電所単位で実施す る｡

3.当院の対応
(1)一次評価
当院は､一次評価の提出を受 けた場合には､その内容 を評価す る｡評価結果
については､原子力安全委員会 に報告 し､同委員会の確認 を求める｡
(2) 二次評価

当院は､提出された報告について､その内容 を評価す る｡評価結果について
は､原子力安全委員会に報告 し､同委員会の確認 を求める｡
なお､当院は､欧州諸国におけるス トレステス トの実施状況､東京電力福島
第-原子力発電所事故調査 ･検証委員会の検討状況 も踏まえ､必要に応 じ､二
次評価実施事項を修正 し､修正後の実施事項に基づいて評価 を実施するよう事
業者に対 し改めて指示 を行 う｡
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