第８５回「柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会」
ご説明内容

１． 日 時

平成２２年７月７日（水）１９：００～２１：１５

２． 場

所

柏崎原子力広報センター

３． 内

容

２Ｆ研修室

（１）前回定例会以降の動き、委員質問に対する回答
（２）１，５号機の現状報告（東京電力、保安院）

質疑応答

（３）保安活動総合評価について（保安院）
（４）質疑応答
（４）その他

添付：第８５回「地域の会」定例会資料
以

上

平 成 22 年 7 月 7 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

第８５回「地域の会」定例会資料

〔前回 6/2 以降の動き〕

＜不適合事象関係＞
【区分Ⅲ】
・６月

４日

４号機

主排気ダクト付近（屋外）におけるけが人の発生について

・６月２３日

２号機

原子炉建屋（管理区域）におけるけが人の発生について

・７月

５号機・サービス建屋（非管理区域）におけるけが人の発生について

５日

＜１号機関連＞
・６月

３日

柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機
能試験の進捗状況について［原子炉圧力上昇（約 3.5MPa）後の評価につ
いて］

・６月

５日

柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機
能試験の進捗状況について［原子炉圧力上昇（約 7.0MPa）後の評価につ
いて］

・６月

６日

柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機
能試験の進捗状況について［発電開始について］

・６月

７日

柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機
能試験の進捗状況について［発電機出力約 20％の状態における評価につ
いて］

・６月

９日

柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機
能試験の進捗状況について［発電機出力約 50％の状態における評価につ
いて］

・６月１１日

柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機
能試験の進捗状況について［発電機出力約 75％の状態における評価につ
いて］

・６月１５日

柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機
能試験の進捗状況について［発電機出力 100％の状態における評価につ
いて］
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・６月１７日

柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機
能試験の進捗状況について［定格熱出力到達後の評価について］

・６月２５日

柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機
能試験の進捗状況について［系統機能試験終了後の評価について］

・６月２９日

柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機
能試験（起動試験）実施状況について

・７月

５日

柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機
能試験の進捗状況について［最終評価について］

・７月

５日

柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機
能試験（起動試験）実施状況について

＜５号機関連＞
・６月

９日

柏崎刈羽原子力発電所５号機における「発電用原子炉施設に関する耐震
設計審査指針」の改訂に伴う耐震安全性評価結果報告書の経済産業省原
子力安全・保安院への提出について

・６月

９日

柏崎刈羽原子力発電所５号機に関する新潟県中越沖地震後の設備健全性
に係る点検・評価報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出につ
いて

・６月

９日

柏崎刈羽原子力発電所５号機に関する新潟県中越沖地震後の設備健全性
に係るプラント全体の機能試験・評価計画書の経済産業省原子力安全・
保安院への提出について

＜発電所に係る情報＞
・６月 ３日 中国電力株式会社島根原子力発電所の保守管理の不備等の報告に係る当
社確認結果報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について
・６月２６日

定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所７号機の原子炉起動操作実績につい
て

・６月２９日

定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所７号機の発電開始について
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＜新潟県中越沖地震関係＞
・６月

３日

新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況および不適合について
（週報：６月 ３日）

・６月１０日

新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況および不適合について
（週報：６月１０日）

・６月１７日

新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況および不適合について
（週報：６月１７日）

・６月２４日

新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況および不適合について
（週報：６月２４日）

・７月

新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況および不適合について
（週報：７月 １日）

１日

以

上

＜参考＞
当社原子力発電所の公表基準（平成 15 年 11 月策定）における不適合事象の公表区分について
区分Ⅰ
法律に基づく報告事象等の重要な事象
区分Ⅱ
運転保守管理上重要な事象
区分Ⅲ
運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象
その他
上記以外の不適合事象
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～総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会への当社説明内容について～
・６月２３日

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会 耐震・構造設計小委員
会 第 52 回構造ワーキンググループ
・柏崎刈羽原子力発電所５号機

立入検査及び現地調査に係る指摘事項に対する回答

～新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会への当社説明内容について～
・６月

９日

第 39 回

設備健全性、耐震安全性に関する小委員会

・各号機の点検・解析の進捗状況について
・１号機プラント全体の機能試験の実施状況について
・５号機、１号機の耐震安全性評価に関する委員ご要望等への回答
・５号機設備の健全性評価に関する委員ご質問への回答
・５号機建物の健全性評価に係る報告書について
・５号機プラント全体の機能試験・評価計画書について
・その他

・６月２２日

第 40 回

設備健全性、耐震安全性に関する小委員会

・各号機の点検・解析の進捗状況について
・１号機プラント全体の機能試験の実施状況について
・５号機設備健全性評価に関する委員質問への回答
・５号機建物の健全性評価に係る報告書について
・５号機プラント全体の機能試験・評価計画書について
・設備健全性評価に関する委員質問への回答

以

4

上

平 成 22 年 ６ 月 ４ 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

区分：Ⅲ
号機

４号機

件名

主排気ダクト付近（屋外）におけるけが人の発生について

平成 22 年６月４日午前０時 53 分頃、４号機の主排気ダクト付近（屋外）において、
主排気ダクトの雨よけ取り付け工事を行っていた際、グラインダを使用して研磨作業を
実施していた協力企業作業員が、グラインダを誤って落下させて、グラインダが作業員
の腹部と右足大腿部に接触し、右大腿部に切り傷（約５cm）を負ったため、業務車で病
院へ搬送しました。

不適合の
概要

安全上の重
要度／損傷
の程度

対応状況

＜安全上の重要度＞
安全上重要な機器等

／

その他設備

＜損傷の程度＞
□ 法令報告要
■ 法令報告不要
□ 調査・検討中

診察の結果、腹部挫傷ならびに右大腿部切創と診断され、右大腿部の縫合処置を受け
ました。
今回の事例を当社社員や協力企業作業員に対して周知するとともに、グラインダを使
用した作業における怪我の防止について再徹底いたします。
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平 成 22 年 ６ 月 23 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

区分：Ⅲ
号機

２号機

件名

原子炉建屋（管理区域）におけるけが人の発生について
平成 22 年６月 22 日午前９時 40 分頃、２号機の原子炉建屋２階にある原子炉冷却材浄
化系ろ過脱塩器ハッチ室（管理区域）において、原子炉建屋天井クレーンの耐震強化工
事の準備作業を行っていた協力企業作業員が、床のスロープで滑って転倒し、右足首を
ひねったため、所内の応急処置室にて応急処置を行った後、業務車にて病院へ搬送しま
した。
なお、作業員の身体に放射性物質の付着はありませんでした。

再現写真
高さ
約 15cm

不適合の
概要

スロープ

安全上の重
要度／損傷
の程度

対応状況

＜安全上の重要度＞
安全上重要な機器等

／

その他設備

＜損傷の程度＞
□ 法令報告要
■ 法令報告不要
□ 調査・検討中

診察の結果、右足関節外・内果（くるぶし）骨折と診断されました。
今回の事例を当社社員と協力企業社員に対して周知するとともに、当該箇所および類
似箇所に注意喚起の表示をいたします。
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平 成 22 年 ７ 月 ５ 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

区分：Ⅲ
号機

５号機

件名

サービス建屋（非管理区域）におけるけが人の発生について
平成 22 年７月２日午前 11 時 30 分頃、５号機のサービス建屋１階（非管理区域）退出
モニタ付近において、退出モニタの取り替え工事を行っていた協力企業作業員が、休憩
後に床面から立ち上がった際、立ちくらみを起こしてバランスを崩し、受付カウンター
机に額を打ちました。協力企業作業員は額に長さ１ｃｍ程度の切傷を負い、出血したこ
とから、所内の応急処置室にて応急処置（ガーゼにて止血）を行った後、業務車にて病
院へ搬送しました。

不適合の
概要

被災箇所

再現写真

安全上の重
要度／損傷
の程度

対応状況

＜安全上の重要度＞
安全上重要な機器等

／

その他設備

＜損傷の程度＞
□ 法令報告要
■ 法令報告不要
□ 調査・検討中

診察の結果、前額部挫創（二針縫合）と診断されました。
今回の事例を当社社員と協力企業社員に対して周知いたします。
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柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後の
プラント全体の機能試験の進捗状況について
［原子炉圧力上昇（約 3.5MPa）後の評価について］
平 成 22 年 ６ 月 ３ 日
東京電力株式会社
当社柏崎刈羽原子力発電所１号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は、平
成 19 年５月４日から第 15 回定期検査に伴いプラントを停止し、その後、平成 19 年
７月 16 日に発生した新潟県中越沖地震の影響による点検、復旧作業を実施しており
ましたが、平成 22 年５月 21 日よりプラント全体の機能試験を開始し、５月 31 日に
原子炉を起動いたしました。
これまでに、原子炉圧力を上昇させ、原子炉圧力が約 3.5MPaに到達した後に一旦原
子炉を未臨界状態＊とし、６月２日午後０時までに計画した試験を行い、試験結果に
ついて問題がないことを確認いたしました（試験項目および結果の概要については、
添付資料を参照）。
これまでの試験結果を踏まえ、再度、原子炉を臨界状態とし、原子炉圧力をさらに
上昇させ、６月２日午後 11 時 58 分に定格圧力（約 7.0MPa）に到達いたしました。
なお、機能試験の状況については、随時、お知らせしてまいります。
以

上

○添付資料
別紙：柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機能試
験に係る進捗状況（平成 22 年６月３日）

＊

未臨界状態
核分裂の連鎖反応が持続しない状態。
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柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後の
プラント全体の機能試験の進捗状況について
［原子炉圧力上昇（約 7.0MPa）後の評価について］
平 成 22 年 ６ 月 ５ 日
東京電力株式会社
当社柏崎刈羽原子力発電所１号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は、平
成 19 年５月４日から第 15 回定期検査に伴いプラントを停止し、その後、平成 19 年
７月 16 日に発生した新潟県中越沖地震の影響による点検、復旧作業を実施しており
ましたが、平成 22 年５月 21 日よりプラント全体の機能試験を開始し、計画的に試験
を進めております。
これまでに、原子炉圧力を約 7.0MPa まで上昇させた後、再度、原子炉を未臨界状
態とし、６月４日午前 11 時 30 分までに計画した試験を行い、試験結果について問題
がないことを確認いたしました（試験項目および結果の概要については、添付資料を
参照）。
これまでの試験結果を踏まえ、再度、原子炉を臨界状態にし、本日午前８時 22 分
に主タービンを起動しております。今後、主タービンの運転状態を確認し、主発電機
を送電線網に接続する等、計画した試験を慎重に進めてまいります（試験予定の概要
については、添付資料を参照）。
なお、機能試験の状況については、随時、お知らせしてまいります。
以

上

○添付資料
別紙：柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機能試
験に係る進捗状況（平成 22 年６月５日）
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柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後の
プラント全体の機能試験の進捗状況について
［発電開始について］
平 成 22 年 ６ 月 ６ 日
東京電力株式会社
当社柏崎刈羽原子力発電所１号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は、平
成 19 年５月４日から第 15 回定期検査に伴いプラントを停止し、その後、平成 19 年
７月 16 日に発生した新潟県中越沖地震の影響による点検、復旧作業を実施しており
ましたが、平成 22 年５月 21 日よりプラント全体の機能試験を開始し、計画的に試験
を進めております。
その後、主タービンを起動させ、試験的に主発電機を送電線網に接続する等、６月
６日午前０時 30 分までに計画した試験を行い、試験結果について問題がないことを
確認いたしました（試験項目および結果の概要については、添付資料を参照）。
これまでの試験結果を踏まえ、一旦、主発電機を送電線網から切り離し、主タービ
ンの保護装置の機能を確認する試験を実施した後、再び主発電機を送電線網に接続し
て、６月６日午前 11 時 30 分に発電を開始いたしました。
現在、発電機出力を約 20％まで上昇させる操作を行っており、約 20％に到達後は、
この状態を保持し、計画した試験を慎重に進めてまいります（試験予定の概要につい
ては、添付資料を参照）。
なお、機能試験の状況については、随時、お知らせしてまいります。
以

上

○添付資料
別紙：柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機能試
験に係る進捗状況（平成 22 年６月６日）
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柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後の
プラント全体の機能試験の進捗状況について
［発電機出力約 20％の状態における評価について］
平 成 22 年 ６ 月 ７ 日
東京電力株式会社
当社柏崎刈羽原子力発電所１号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は、平
成 19 年５月４日から第 15 回定期検査に伴いプラントを停止し、その後、平成 19 年
７月 16 日に発生した新潟県中越沖地震の影響による点検、復旧作業を実施しており
ましたが、平成 22 年５月 21 日よりプラント全体の機能試験を開始し、計画的に試験
を進めております。
その後、６月６日に発電を開始して発電機出力を定格出力の約 20％に保持し、本日
午後２時までに計画した試験を行い、試験結果について問題がないことを確認いたし
ました（試験項目および結果の概要については、添付資料を参照）。
今後、これまでの試験結果を踏まえ、発電機出力を定格出力の約 50％まで上昇させ、
計画した試験を慎重に進めてまいります（試験予定の概要については、添付資料を参
照）。
なお、機能試験の状況については、随時、お知らせしてまいります。
以

上

○添付資料
別紙：柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機能試
験に係る進捗状況（平成 22 年６月７日）
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柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後の
プラント全体の機能試験の進捗状況について
［発電機出力約 50％の状態における評価について］
平 成 22 年 ６ 月 ９ 日
東京電力株式会社
当社柏崎刈羽原子力発電所１号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は、平
成 19 年５月４日から第 15 回定期検査に伴いプラントを停止し、その後、平成 19 年
７月 16 日に発生した新潟県中越沖地震の影響による点検、復旧作業を実施しており
ましたが、平成 22 年５月 21 日よりプラント全体の機能試験を開始し、計画的に試験
を進めております。
その後、６月６日に発電を開始して発電機出力を定格出力の約 50％に保持し、本日
午後２時までに計画した試験を行い、試験結果について問題がないことを確認いたし
ました（試験項目および結果の概要については、添付資料を参照）。
今後、これまでの試験結果を踏まえ、発電機出力を定格出力の約 75％まで上昇させ、
計画した試験を慎重に進めてまいります（試験予定の概要については、添付資料を参
照）。
なお、機能試験の状況については、随時、お知らせしてまいります。
以

上

○添付資料
別紙：柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機能試
験に係る進捗状況（平成 22 年６月９日）
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柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後の
プラント全体の機能試験の進捗状況について
［発電機出力約 75％の状態における評価について］
平成 22 年６月 11 日
東京電力株式会社
当社柏崎刈羽原子力発電所１号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は、平
成 19 年５月４日から第 15 回定期検査に伴いプラントを停止し、その後、平成 19 年
７月 16 日に発生した新潟県中越沖地震の影響による点検、復旧作業を実施しており
ましたが、平成 22 年５月 21 日よりプラント全体の機能試験を開始し、計画的に試験
を進めております。
その後、６月６日に発電を開始して発電機出力を定格出力の約 75％に保持し、本日
午後２時までに計画した試験を行い、試験結果について問題がないことを確認いたし
ました（試験項目および結果の概要については、添付資料を参照）。
今後、これまでの試験結果を踏まえ、発電機出力を 100％まで上昇させ、計画した
試験を慎重に進めてまいります（試験予定の概要については、添付資料を参照）。
なお、機能試験の評価結果につきましては、随時、お知らせしてまいります。
以

上

○添付資料
別紙：柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機能試
験に係る進捗状況（平成 22 年６月 11 日）
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柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後の
プラント全体の機能試験の進捗状況について
［発電機出力 100％の状態における評価について］
平成 22 年６月 15 日
東京電力株式会社
当社柏崎刈羽原子力発電所１号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は、平
成 19 年５月４日から第 15 回定期検査に伴いプラントを停止し、その後、平成 19 年
７月 16 日に発生した新潟県中越沖地震の影響による点検、復旧作業を実施しており
ましたが、平成 22 年５月 21 日よりプラント全体の機能試験を開始し、計画的に試験
を進めております。
その後、６月６日に発電を開始しており、本日午前８時に発電機出力が定格出力の
100％に到達し、本日午後２時までに発電機出力 100％での運転状態を確認し、問題が
ないと評価いたしました。
今後、出力上昇操作を行い、定格熱出力一定運転＊として、計画した試験を慎重に
進めてまいります。なお、今回の定格熱出力一定運転での発電機出力は 112 万キロワ
ット程度になる見込みです。
なお、機能試験の状況につきましては、随時、お知らせしてまいります。
以

上

○添付資料
別紙：柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機能試
験に係る進捗状況（平成 22 年６月 15 日）

＊

定格熱出力一定運転
原子炉で発生する熱（原子炉熱出力）を一定（定格値）に保ったまま運転する方法。
当社柏崎刈羽原子力発電所においては、平成 14 年以降、全ての号機について定格熱出力一
定運転に伴う発電設備の健全性評価の妥当性について経済産業省原子力安全・保安院の確認
を受けており、定格熱出力一定運転を行っている（１号機については平成 16 年４月 15 日よ
り定格熱出力一定運転を実施）。
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柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後の
プラント全体の機能試験の進捗状況について
［定格熱出力到達後の評価について］
平成 22 年６月 17 日
東京電力株式会社
当社柏崎刈羽原子力発電所１号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は、
平成 19 年５月４日から第 15 回定期検査に伴いプラントを停止し、その後、平成 19
年７月 16 日に発生した新潟県中越沖地震の影響による点検、復旧作業を実施してお
りましたが、平成 22 年５月 21 日よりプラント全体の機能試験を開始し、計画的に
試験を進めております。
その後、６月６日に発電を開始して定格熱出力一定運転を行っており、本日午後
２時までに計画した試験を行い、試験結果について問題がないことを確認いたしま
した（試験項目および結果の概要については、添付資料を参照）。
これまでの試験結果を踏まえ、定格熱出力一定運転を継続し、計画した試験を慎
重に進めてまいります（試験予定の概要については、添付資料を参照）。
なお、機能試験の状況につきましては、随時、お知らせしてまいります。
以

上

○添付資料
別紙：柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機能
試験に係る進捗状況（平成 22 年６月 17 日）
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柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後の
プラント全体の機能試験の進捗状況について
［系統機能試験終了後の評価について］
平成 22 年６月 25 日
東京電力株式会社
当社柏崎刈羽原子力発電所１号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は、平
成 19 年５月４日から第 15 回定期検査に伴いプラントを停止し、その後、平成 19 年
７月 16 日に発生した新潟県中越沖地震の影響による点検、復旧作業を実施しており
ましたが、平成 22 年５月 21 日よりプラント全体の機能試験を開始し、計画的に試験
を進めております。
その後、６月６日に発電を開始して定格熱出力一定運転を行っており、６月 24 日
までに計画した系統機能試験（３項目）を行い、試験結果について問題がないことを
確認いたしました（試験項目および結果の概要については、添付資料を参照）。
これまでの試験結果を踏まえ、今後も定格熱出力一定運転においてプラントの運転
状態を継続的に監視し、最終的にプラント全体の機能試験の結果を評価してまいりま
す。
なお、評価結果につきましては、とりまとまり次第、お知らせしてまいります。
以

上

○添付資料
別紙：柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機能試
験に係る進捗状況（平成 22 年６月 25 日）
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平 成 22 年 ６ 月 29 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

柏崎刈羽原子力発電所１号機起動試験実施状況
前日（６月28日午前９時～６月29日午前９時まで）の実施内容（実績）
試験・点検項目名
状況
結果・対応
実施中・済 良・調整実施・評価中
実施中・済 良・調整実施・評価中

○
○
○
実施中・済 良・調整実施・評価中
○
実施中・済 良・調整実施・評価中
○
実施中・済 良・調整実施・評価中
○
実施中・済 良・調整実施・評価中
対応状況等
・原子炉隔離時冷却系において、主蒸気止め弁にシートリークの徴候が確認さ
れたため、本系統を手動で起動し弁の調整を行いました。現在、同系統につ
いては自動で起動できる状態にありますが、徴候が改善されませんでした。
・また、本事象にともない起動させた原子炉隔離時冷却系を停止させる際、中
央制御室でタービントリップ弁を閉じる操作ができなかったことから、現場
の手動停止ボタンで操作を行いました。
・今後、これらの事象について、原因を調査するとともに、点検・修理を行い
ます。
なお、現時点においても原子炉隔離時冷却系の注水機能に問題はありません。
６月29日（火）午前９時現在の１号機の状況
原子炉

運転中・停止中
炉内圧力
６．９０ＭＰａ
タービン 運転中・停止中
・発電機 発電出力
１，１２２ＭＷ
本日（６月29日午前９時～６月30日午前９時まで）の実施内容（予定）
試験・点検項目名
○
○
○
○
○
○
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圧力抑制プール

原
子炉
力容
炉
圧
力
容
器
原子炉隔離時冷却系
ポンプ

復水貯蔵槽

蒸気加減弁

水ライン

蒸気ライン

中操からの操作で
閉まらなかった弁

シートリークが
疑われる弁

主タービンへ

タービントリップ弁(F066)

主蒸気止め弁（F010）

タービン

原子炉隔離時冷却系 概略系統図

排気ライン

主蒸気管

柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後の
プラント全体の機能試験の進捗状況について
［最終評価について］
平 成 22 年 ７ 月 ５ 日
東京電力株式会社
当社柏崎刈羽原子力発電所１号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は、平
成 19 年５月４日から第 15 回定期検査に伴いプラントを停止し、その後、平成 19 年
７月 16 日に発生した新潟県中越沖地震の影響による点検、復旧作業を実施しており
ましたが、平成 22 年５月 21 日よりプラント全体の機能試験を開始し、計画的に試験
を進めてまいりました。
その後、６月６日に発電を開始して、６月 15 日より定格熱出力一定運転を行い、
プラントの運転状態を継続的に監視しておりましたが、本日までに、最終的にプラン
ト全体の機能試験の評価結果について問題がないことを確認いたしました（評価結果
の概要については、添付資料を参照）。
６月 28 日に原子炉隔離時冷却系で確認された主蒸気止め弁およびタービントリッ
プ弁の不具合については、７月４日に点検、修理を終了いたしました。主蒸気止め弁
については、弁体のシート面の磨き等を行ったことでシートリークの徴候が改善され
たこと、またタービントリップ弁については、弁を閉じるための回路の部品を交換し
たことで、中央制御室から弁の閉操作ができることを確認いたしました。
なお、６月 30 日に、３系統ある残留熱除去系の１つの系統で、系統圧力上昇が通
常に比べ若干早いことが確認されましたが、残留熱除去系ポンプの運転回数の増加に
伴う系統圧力の上昇によるものであり、問題がないことを確認いたしました。
今後、これまでの各段階における評価結果をとりまとめ、同発電所１号機に関する
プラント全体の機能試験・評価報告書を経済産業省原子力安全・保安院に提出いたし
ます。
以

上

○別添資料
別紙：柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機能試
験に係る進捗状況（平成 22 年７月５日）
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と確認項目＊
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①

＊ 凡例

③-2 平成22年６月６日
評価：良

④-1 平成22年６月７日
評価：良

④-1【発電機出力約
20%到達後の評価】
主発電機を系統に本並
列した後、発電機出力
約20%において、プ
ラントが健全であるこ
とを確認する。

○プラント運転
パラメータ採取
○蒸気系配管・機器
漏えい確認
◎配管振動確認
○蒸気タービン性能
試験（その２）

発電機出力
20％時の
点検・試験

④-1

④-1

④-2 平成22年６月９日
評価：良

④-2【発電機出力約
50%到達後の評価】
原子炉の出力を上昇さ
せ、発電機出力 約50%
において、プラントが
健全であることを確認
する。

○プラント運転
パラメータ採取
○蒸気系配管・機器
漏えい確認
◎配管振動確認

発電機出力
50％時の
点検・試験

④-2

発電機出力
約50%

④-2

評価
発電機出力
20%時

タービン
回転速度
1500rpm
発電機出力
約20%

タービン系主要
ポンプ全数起動

◎：地震後の健全性確認のため、特別に実施する項目
○：通常のプラント起動時に加え地震後の健全性確認のため、内容・範囲等を追加した項目
◆：通常のプラント起動時にも実施している項目

②-2 平成22年６月４日
評価：良

③-1 平成22年６月５日
評価：良

②-1 平成22年６月２日
評価：良

③-1【主タービン起動後
の評価】
原子炉からの蒸気を主ター
ビンに供給し、無負荷での
主タービンの運転状態が健
全であることを確認する。

○プラント運転
パラメータ採取
○主タービン運転
状態確認
○主発電機総合機能検査
○主変圧器、所内変圧器
のの作動状態の確認

主タービン、主発
電機の起動時の
点検・試験

③

③-2【主発電機仮並列後
の評価】
主発電機を系統に仮並列し
た後、原子炉出力を上昇さ
せて、発電機出力 約20%
において主発電機・主変圧
器等の健全性を確認する。

②-1【原子炉昇圧（約
3.5MPa）後の評価】
原子炉圧力 約3.5MPa
において、初めて入熱す
ることで状態が変化する
原子炉格納容器内の機器
・配管等が健全であるこ
とを確認する。

①【復水器真空度
上昇後の評価】
制御棒引抜前にお
いて、機器（主復
水器等）が健全で
あることを確認す
る。

③-2

評価
（主ﾀｰﾋﾞﾝ起動後）
評価
評価
原子炉格納容器
（仮並列後）
内の点検 (7.0MPa)

③-1

②-2【原子炉昇圧（約
7.0MPa）後の評価】
原子炉圧力 定格圧力約
7.0MPaにおいて、原子
炉格納容器内の機器・配
管等が健全であることを
確認する。

○プラント運転
パラメータ採取
○原子炉格納容器内
の点検
○蒸気系・給水系配管・
機器漏えい確認
◎配管熱変位量影響確認
◎配管振動確認
◆原子炉隔離時冷却系
設備点検

原子炉昇圧時
（約3.5MPa、
約7.0MPa）の点検

○プラント運転
パラメータ
採取

① 平成22年５月22日
評価：良

②-2

発電機
発電機 本並列
仮並列

原子炉圧力 主タービン起動
7.0MPa

評価
原子炉格納容器
内の点検 (3.5MPa)

②-1

原子炉圧力
3.5MPa

②

評価
（制御棒引抜前）

①

制御棒引抜
開始～臨界

真空上昇時
の点検

復水器
真空度

復水器
真空上昇

⑤-2

⑤-2 平成22年６月15日
評価：良

別 紙
平成22年７月５日
東京電力株式会社

⑤-3

⑥ 平成22年６月24日
評価：良※

⑥【系統機能試験
完了】
定格熱出力一定運転
状態において３項目
の系統機能試験を行
い、系統機能が健全
であることを確認す
る。

⑦ 平成22年７月５日
評価：良

⑦【最終評価】
プラントの運転状
態を継続的に監視
することで、プラ
ント運転状態が安
定しており健全で
あることを確認す
る。また、最終的
にプラント全体の
機能試験の結果を
評価する。

○プラント運転
パラメータ採取
○巡視点検

最終の
健全性評価

⑦

評価
（最終評価）

※： 各試験については、個別に６月24日までに
評価を行った。

⑤-3 平成22年６月17日
評価：良

⑤-3【定格熱出力
到達後の評価】
原子炉の出力を上昇
させ、定格熱出力に
おいて、プラントが
健全であることを確
認する。

○プラント運転
パラメータ採取
○蒸気系配管・機器
漏えい確認
◎配管振動確認
○巡視点検

定格熱出力
一定運転時の
点検・試験

⑥

⑦

○原子炉隔離時
冷却系機能試験
○気体廃棄物処理系
機能試験
◎蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ性能試験
（その１）

⑥

評価
（定格熱出力時）

⑤-3

（注）本起動曲線は概要であり、実際の起動
曲線とはそぐわない箇所もあります。

：復水器真空度
：原子炉圧力
：タービン回転速度
：発電機出力

凡例

定格熱出力一定運転

定格熱出力時の
点検・試験

評価
発電機出力
100%時

⑤-2【発電機出力
100%到達後の評価】
原子炉の出力を上昇さ
せ、発電機出力100%
において、プラントが
健全であることを確認
する。

○プラント運転
パラメータ採取

発電機出力
100%時の
点検・試験

⑤-2

評価
発電機出力
75%時

： 前回お知らせ（平成22年６月25日）からの進捗箇所

⑤-1 平成22年６月11日
評価：良

⑤-1【発電機出力約
75%到達後の評価】
原子炉の出力を上昇させ、
発電機出力 約75%にお
いて、プラントが健全で
あることを確認する。

○プラント運転
パラメータ採取
◎配管振動確認
○巡視点検

発電機出力
75％時の
点検・試験

⑤-1

評価
発電機出力
50%時

⑤-1

発電機出力
約75%

平成22年７月５日
18時現在

柏崎刈羽原子力発電所１号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機能試験に係る進捗状況

平 成 22 年 ７ 月 ５ 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

柏崎刈羽原子力発電所１号機起動試験実施状況
○
○
○
○
○
○

前日（７月４日午前９時～７月５日午前９時まで）の実施内容（実績）
試験・点検項目名
状況
結果・対応
実施中・済 良・調整実施・評価中
実施中・済 良・調整実施・評価中
実施中・済
実施中・済
実施中・済
実施中・済

良・調整実施・評価中
良・調整実施・評価中
良・調整実施・評価中
良・調整実施・評価中

対応状況等
・原子炉隔離時冷却系＊の主蒸気止め弁およびタービントリップ弁の点検・修理を終
了しました。
・主蒸気止め弁については、弁体に当たり不良が発生していたために、シート性能が
低下していたことがわかりました。そのため弁体のシート面の磨きや弁を閉めた際
に配管側と接続する当たり面の調整等を行い、弁を復旧しました。
・タービントリップ弁は、弁を閉じるための回路に一過性の接触不良が発生したと推
定されることから、当該回路の部品を交換しました。
・７月４日に、原子炉隔離時冷却系の機能確認試験を行い、主蒸気止め弁にシートリ
ークがないこと、また中央制御室からタービントリップ弁の閉操作ができることを
確認しました。
・このため、原子炉隔離時冷却系の安全処置（隔離）を解除し、同系統を復旧してお
ります。
＊ 原子炉隔離時冷却系
何らかの原因により、通常の原子炉給水系が使用できなくなり、原子炉水位が低下した
場合等において、原子炉の蒸気を駆動源にしてポンプを回し、原子炉への注水や炉心の冷
却を行う系統。なお、当所１号機では本系統は非常用炉心冷却系ではない。

７月５日（月）午前９時現在の１号機の状況
原子炉

運転中・停止中
炉内圧力
６．９０ＭＰａ
タービン 運転中・停止中
・発電機 発電出力
１，１２５ＭＷ
本日（７月５日午前９時～７月６日午前９時まで）の実施内容（予定）
試験・点検項目名
○定格熱出力運転でのデータ採取、評価
○
○
○
○
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柏崎刈羽原子力発電所５号機における
「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う
耐震安全性評価結果報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について

平 成 22 年 ６ 月 ９ 日
東京電力株式会社

「発電用原子炉施設に
当社は、経済産業省原子力安全・保安院からの指示＊に基づき、
関する耐震設計審査指針」の改訂（以下「新耐震指針」
）に伴う耐震安全性評価を実施し
ており、柏崎刈羽原子力発電所の基準地震動を策定し、平成 20 年９月 22 日に同院へ報
告いたしました。これを踏まえ、同発電所５号機の原子炉建屋や安全上重要な機能を有
する耐震Ｓクラスの施設等について、耐震安全性評価を実施しておりましたが、本日、
その耐震解析を終了し、同発電所５号機の耐震安全性評価に関する評価報告書としてと
りまとめ、原子力安全・保安院に提出いたしました。

【報告書のポイント】
安全上重要な機能を有する耐震Ｓクラスの施設等について、基準地震動による
耐震解析を終了し、その耐震安全性が確保されていることを確認いたしました。

報告書の内容については、今後、原子力安全・保安院にご確認いただきます。
今後、当社は同発電所２～４号機について耐震安全性評価を実施し、順次報告書をと
りまとめ、原子力安全・保安院に提出する予定です。
以 上

○添付資料
柏崎刈羽原子力発電所５号機「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の
改訂に伴う耐震安全性評価結果 報告書の概要
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＊：原子力安全・保安院からの指示
「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設等の耐震安
全性の評価等の実施について（平成 18 年９月 20 日）
平成 18 年９月 20 日付で、原子力安全・保安院より、新耐震指針に照らした耐震安全性の評価
を実施するよう求める指示。
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柏崎刈羽原子力発電所５号機に関する新潟県中越沖地震後の
設備健全性に係る点検・評価報告書の
経済産業省原子力安全・保安院への提出について
平 成 22 年 ６ 月 ９ 日
東京電力株式会社
当社は、平成 19 年７月 16 日に発生した新潟県中越沖地震を踏まえ、平成 19 年 11
月９日に経済産業省原子力安全・保安院より受領した指示文書＊にもとづき、柏崎刈
羽原子力発電所各号機の設備健全性に係る点検・評価計画書を提出し、点検・評価を
実施しているところですが、本日、同発電所５号機に関する点検・評価報告書を同院
に提出いたしましたのでお知らせいたします。
１．報告事項
柏崎刈羽原子力発電所５号機における設備（機器レベル）の点検結果、地震応
答解析による評価結果を踏まえた総合評価ならびに系統機能試験の評価結果を、
蒸気発生前までに確認できる設備健全性の評価としてとりまとめました。
２．今後の対応
同発電所５号機に関するプラント全体の機能試験・評価計画書を経済産業省原
子力安全・保安院へ提出し、国の審議会等における審議結果や地元自治体のご意
向などを踏まえながら、同計画書にもとづき、点検、試験および評価を実施して
まいります。
以

上

○添付資料
・柏崎刈羽原子力発電所５号機

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評

価報告書の概要について
＊

経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書（平成 19 年 11 月９日）
「新潟県中越沖地震を受けた柏崎刈羽原子力発電所の設備の健全性に係る点検・評価
計画について」
柏崎刈羽原子力発電所第１号機から第７号機について、号機ごとに「点検・評価に
関する計画書」を作成するとともに、個別号機ごとの計画が作成され次第、順次原子
力安全・保安院へ提出する。
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（参考）各号機の設備健全性に係る点検・評価状況
号機

状

況

・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年２月６日に提出し、平成 22 年
２月２日に改訂２に更新。
１号機

・設備健全性に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検結果および系統
機能試験の評価結果）を平成 22 年２月 19 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価計画書を平成 22 年２月 19 日に提出。
・平成 22 年５月 21 日より、プラント全体の機能試験を実施中。

２号機
３号機
４号機

・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年５月 16 日に提出。
・現在、機器レベルの点検・評価を実施中。
・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年４月 14 日に提出。
・現在、機器レベルの点検・評価を実施中。
・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年５月 16 日に提出。
・現在、機器レベルの点検・評価を実施中。
・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年３月７日に提出し、平成 22 年
２月２日に改訂３に更新。
・設備健全性に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検結果および系統

５号機

機能試験の評価結果）を平成 22 年６月９日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価計画書を平成 22 年６月９日に提出。
・今後、国の審議結果や地元自治体のご意向を踏まえながら、プラント全
体の機能試験を実施していく予定。
・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年３月７日に提出し、平成 20 年
11 月５日に改訂１に更新。
・設備健全性に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検結果および系統

６号機

機能試験の評価結果）を平成 21 年６月 23 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価計画書を平成 21 年６月 23 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価報告書を平成 21 年 10 月 1 日に提出し、
10 月８日に改訂１に更新。
・平成 22 年 1 月 19 日に、総合負荷性能検査を終了し、営業運転を再開。
・設備の点検・評価計画書を、平成 19 年 11 月 27 日に提出し、平成 20 年
９月 26 日に改訂５に更新。
・設備健全性に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検結果および系統

７号機

機能試験の評価結果）を平成 21 年２月 12 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価計画書を平成 21 年２月 12 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価報告書を平成 21 年６月 23 日に提出。
・平成 21 年 12 月 28 日に、総合負荷性能検査を終了し、営業運転を再開。
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添

付

柏崎刈羽原子力発電所５号機 新潟県中越沖地震後の
設備健全性に係る点検・評価報告書の概要について
平 成 22 年 ６ 月 ９ 日
東京電力株式会社
１．位置付け
当社においては、これまで、
「新潟県中越沖地震を受けた柏崎刈羽原子力発電所の設備の健全
性に係る点検・評価計画について（経済産業省 平成 19･11･06 原院第２号 平成 19 年 11 月９
日）」を受け、新潟県中越沖地震後の特別な保全計画として、
「柏崎刈羽原子力発電所５号機

新

潟県中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価計画書」を定め、原子炉の蒸気発生前までに
健全性確認ができる設備、系統を対象に点検、試験および評価を実施してきた。
本報告書は、点検・評価計画書に定められた対象設備における設備点検、地震応答解析およ
び系統機能試験が終了し、設備健全性の評価を実施したことから、これらの結果についてまと
め、本日（６月９日）原子力安全・保安院に提出した。
２．設備点検
設備点検では、機種ごとに地震の影響による損傷形態に応じた点検方法を選定し、これに基
づき要領書を定めて実施した。点検・評価計画書に記載のある点検実施数と点検対象機器※１数
については下表のとおり。
※１

電気事業法に基づく事業用電気工作物の工事計画書に記載のある全ての設備、および、耐震上考慮
している支持構造物等

基本点検対象機器の数

原子炉安全上重要な機器※２の数

目視点検

1,963／1,963（全て完了）

796／796（全て完了）

作動試験・機能試験

1,498／1,498（全て完了）

605／605（全て完了）

漏えい試験

841／841（全て完了）

330／330（全て完了）

基本点検完了

1,963／1,963（全て完了）

796／796（全て完了）

※２

原子炉安全上重要な機器：重要度分類クラス１および２の設備で耐震クラスがＡｓ、Ａのものおよび
その他動的地震動による耐震評価の対象としているもの

３．地震応答解析
地震応答解析の対象となるのは原子炉安全上重要な設備であり、地震時に観測した地震記録
に基づいて応答加速度等を算出して 110 設備について構造強度評価、45 設備について動的機能
維持評価を行った。その結果、原子炉冷却材再循環系配管および同配管支持構造物を除き、算
出値が許容応力状態Ⅲ A S等の評価基準値を満足することを確認した。また、原子力安全・保安
院の指示に従い、原子炉補機冷却水系配管について観測記録との差異を考慮した地震応答解析
を実施した結果、算出値が評価基準値を上回ることを確認した。
４．設備健全性の総合評価結果
原子炉安全上重要な機器については、設備点検において地震による重大な異常（不適合）は
なかった。また、地震応答解析において評価基準値を上回った原子炉補機冷却水系配管、原子
炉冷却材再循環系配管および同配管支持構造物についても、追加点検（詳細目視点検、浸透深
傷試験、等）で異常が確認されていないこと、および、観測記録との差異を考慮した地震応答
解析による算出値が材料証明書の値を下回る結果が得られたこと等から、これらを総合的に評

26

価し、設備の健全性が確保されているものと判断した。
設備点検として点検対象総数 1,963 機器に対し健全性評価を行い、110 機器に不適合が確認
されたが、いずれの不適合も原子炉安全を阻害する可能性のあるものではなかった。
不適合が確認された 110 機器のうち 33 機器は地震に起因するもので、そのうち構造強度や機
能維持へ影響を及ぼす可能性のあるものは 11 機器であり、事象ごとに整理すると下表のとおり
であるが、いずれも耐震重要度が低い設備に確認され、原子炉安全上重要な設備への波及的影
響も考えにくい事象であったことから、損傷部品の交換、補修等により原形復旧を行った。残
り 77 機器に関しては通常の点検時に見られる経年的な劣化事象等であり、本地震の影響による
ものではないと判断した。
なお、確認された不適合事象の多くは原因が明らかであったが、ジェットポンプウエッジの
ズレの事象、制御棒駆動機構のカップリング不良事象および燃料集合体の燃料支持金具からの
外れ事象等については、詳細確認の結果、地震の影響でないと判断した。
地震に起因して構造強度や機能維持へ影響を及ぼす可能性のある 11 機器の内訳
（ａ）地震動による部品等のずれ、こすれ、損傷事象（９機器）
・ 高圧および低圧タービン(A)、(B)、(C) の内部構造物の接触・損傷等
・ 変圧器（主変圧器、所内変圧器(A)(B)）の内部構造物等のずれ
・ 焼却装置の耐火レンガの転倒および、耐火ボードの損傷
・ 補助ボイラ(A)の給電部と電極部をつなぐボルトの折損
（ｂ）地盤沈下による変形、損傷事象（２機器）
・ 配管および支持構造物（不活性ガス系主配管）の変形
５．系統健全性の評価結果
系統機能試験の結果、全 29 試験において判定基準を満足しており、地震による系統機能への
影響を確認する観点で実施した重点的に確認する項目についても異常は確認されなかった。
また、試験において２事象の不適合事象が確認されたが、いずれも地震の影響によるもので
はないことを確認した。このうち、設備の異常（不適合事象）は、原子炉保護系インターロッ
ク機能試験で確認された 1 事象であり、異常が確認された部品の取替を行った後、再度試験を
実施し、問題ないことを確認した。また、非常用ディーゼル発電機定格容量確認試験で確認さ
れた 1 事象は、品質保証に関する不適合事象（書類の記載不足）であり、試験の成立性に影響
を及ぼさないものであった。
６．評価のまとめ
地震に起因して構造強度や機能維持に影響を与えると考えられる異常（不適合）が確認された
ものの、原子炉安全を阻害する可能性のない軽微な事象であった。また、５号機は、地震発生時
において定期検査末期であり、ほとんどの設備が定期検査に伴う点検を完了し、通常運転時と同
様に機器が組み込まれている状態であった。地震により確認された損傷形態も６、７号機と同じ
ような傾向であった。
系統機能試験の結果、地震による影響と考えられる異常（不適合）は確認されず、系統機能が
正常に発揮されることを確認した。
なお、５号機の設備健全性に係る点検の結果、地震の影響ではない経年劣化等（原子炉保護系
インターロック機能試験で確認された「原子炉モードスイッチ内部機構部品の劣化事象」等）の
知見については、保全プログラムへの反映等を実施していく。
以
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上

柏崎刈羽原子力発電所５号機に関する新潟県中越沖地震後の
設備健全性に係るプラント全体の機能試験・評価計画書の
経済産業省原子力安全・保安院への提出について
平 成 22 年 ６ 月 ９ 日
東京電力株式会社
当社は、平成 19 年７月 16 日に発生した新潟県中越沖地震を踏まえ、平成 19 年 11
月９日に経済産業省原子力安全・保安院より受領した指示文書＊にもとづき、柏崎刈
羽原子力発電所各号機ごとの設備健全性に係る点検・評価計画書を提出し、点検・評
価を実施しているところですが、本日、同発電所５号機に関するプラント全体の機能
試験・評価計画書を同院に提出いたしましたのでお知らせいたします。
１．計画書の内容
原子炉の蒸気を発生することが可能となった時期以降に行う点検、試験ならび
に評価（プラント全体の機能試験・評価）の計画についてとりまとめました。
２．今後の対応
国の審議結果や地元自治体のご意向などを踏まえながら、同計画書にもとづき、
点検、試験および評価を実施してまいります。
以

上

○添付資料
・柏崎刈羽原子力発電所５号機

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係るプラン

ト全体の機能試験・評価計画書の概要について
＊

経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書（平成 19 年 11 月９日）
「新潟県中越沖地震を受けた柏崎刈羽原子力発電所の設備の健全性に係る点検・評価
計画について」
柏崎刈羽原子力発電所第１号機から第７号機について、号機ごとに「点検・評価
に関する計画書」を作成するとともに、個別号機ごとの計画が作成され次第、順次
原子力安全・保安院へ提出する。
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（参考）各号機の設備健全性に係る点検・評価の状況
号機

状

況

・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年２月６日に提出し、平成 22 年
２月２日に改訂２に更新。
１号機

・設備健全性に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検結果および系統
機能試験の評価結果）を平成 22 年２月 19 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価計画書を平成 22 年２月 19 日に提出。
・平成 22 年５月 21 日より、プラント全体の機能試験を実施中。

２号機
３号機
４号機

・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年５月 16 日に提出。
・現在、機器レベルの点検・評価を実施中。
・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年４月 14 日に提出。
・現在、機器レベルの点検・評価を実施中。
・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年５月 16 日に提出。
・現在、機器レベルの点検・評価を実施中。
・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年３月７日に提出し、平成 22 年
２月２日に改訂３に更新。
・設備健全性に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検結果および系統

５号機

機能試験の評価結果）を平成 22 年６月９日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価計画書を平成 22 年６月９日に提出。
・今後、国の審議結果や地元自治体のご意向を踏まえながら、プラント全
体の機能試験を実施していく予定。
・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年３月７日に提出し、平成 20 年
11 月５日に改訂１に更新。
・設備健全性に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検結果および系統

６号機

機能試験の評価結果）を平成 21 年６月 23 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価計画書を平成 21 年６月 23 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価報告書を平成 21 年 10 月 1 日に提出し、
10 月８日に改訂１に更新。
・平成 22 年 1 月 19 日に、総合負荷性能検査を終了し、営業運転を再開。
・設備の点検・評価計画書を、平成 19 年 11 月 27 日に提出し、平成 20 年
９月 26 日に改訂５に更新。
・設備健全性に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検結果および系統

７号機

機能試験の評価結果）を平成 21 年２月 12 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価計画書を平成 21 年２月 12 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価報告書を平成 21 年６月 23 日に提出。
・平成 21 年 12 月 28 日に、総合負荷性能検査を終了し、営業運転を再開。
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中国電力株式会社島根原子力発電所の保守管理の不備等の報告に係る
当社確認結果報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について
平 成 22 年 ６ 月 ３ 日
東京電力株式会社

当社は、平成 22 年４月 30 日、経済産業省原子力安全・保安院から「中国電力株式会
社島根原子力発電所第１号機及び第２号機の保守管理の不備等の報告に係る各社への確
認について（指示）」の指示文書＊を受領いたしました。

この指示文書にもとづき、当社の保守管理の仕組みについて調査をした結果、中国電
力株式会社島根原子力発電所とは異なる業務プロセスで適切に管理しており、中国電力
株式会社の中間報告の原因分析による問題点と同様の問題はないことを確認し、本日、
経済産業省原子力安全・保安院へ報告いたしました。
以 上

○添付資料
・中国電力島根発電所の保守管理の不備等の報告に係る当社確認結果について

＊ 指示文書
「中国電力株式会社島根原子力発電所第１号機及び第２号機の保守管理の不備等の報告
に係る各社への確認について（指示）」

原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、平成22年４月30日付けコリ第２号をもっ
て中国電力株式会社より、島根原子力発電所第１号機及び第２号機の保守管理の不備並びに定
期事業者検査の一部未実施に係る報告徴収に関する調査報告書（中間）を受領しました。
同中間報告における123件の事案に関する直接的な原因分析によると、点検計画表の策定段
階の問題、点検の実施段階における問題、点検実績の反映段階の問題等が明らかとなりました。
ついては、当院は、原子炉設置者において、保守管理の仕組みに関して、同様な問題がない
かを確認することを求めます。
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別紙

中国電力の点検不備に対する調査結果
点検計画表と点検実績の不整合に関する原因分析

中国電力再発防止対策

点検計画表の作成にあたり、点検標準等をイン
プット情報として、必要に応じてこれまでの運転
実績や取扱説明書、現場確認結果などを踏まえ
て計画を策定している。

機器の構造又は機能上の理由
により分解点検ができない機器
を点検計画表に計上した。

点検計画表の策定時
における問題点

当社の状況

点検計画の作成及び運用
においては、点検内容の 点検計画表の作成にあたり、点検標準等をイン
妥当性確認、変更管理等 プット情報として、必要に応じてこれまでの運転
点検計画表の策定時に過去の を確実に実施していく。
実績や取扱説明書、現場確認結果などを踏まえ
点検実績を十分に踏まえずに
て計画を策定している。
設定したり誤って記入したりし
また、工事仕様書作成段階や点検実績反映段階
た。
などの各段階にて点検計画表に間違いがないか
チェックを行い、誤りが確認された場合には是正
される仕組みである。

一元管理された点検計画表をインプット情報とし
て、点検対象設備や具体的な点検方法等を記載
した工事仕様書を作成している。
工事仕様書の作成にあたり、点検実施箇所が、
過去の点検実績等を踏まえ、点検計画表と工事
仕様書の整合性、調達物品の有無等を確認して
いる。

点検計画表から点検工事仕様
書に適切に点検情報を取り込ま
なかった

点検計画表に基づく点検
作業を確実なものとするた 発注した工事が実施できない場合には、点検実
め、点検計画表を工事仕 施箇所が、点検計画の見直し、不適合処理等、
様書に確実に反映する業 適切な対応を行っている。
務プロセスや点検計画表
を変更して行う場合の業
務プロセスを改善・明確化
点検計画表に基づく
する。
点検実施における問
点検実施箇所は、工事着手前に工事施行要領
題点
書が工事仕様書で要求されている内容を満たし
部品等の調達管理プロセ ていることを確認している。また、点検の実施段
工事仕様書により要求する点検
スや調達製品の検証に係 階において、点検実施箇所が確認した工事施行
内容が作業要領書に反映され
る改善、工事仕様書を変 要領書等に基づいて作業が実施されていること
ていないことを見落とした。
更する工事内容となった場 を、点検実施箇所が現場確認や検査等により確
合の取り扱いの明確化等 認することで、計画された点検が確実に工事に反
を実施する。
映されていることを確認している。
必要な資材の手配ができなかっ
たが、設備の健全性は問題が
ないと考え、点検工事を実施し
なかった。

工事仕様書の作成にあたり、点検実施箇所が、
過去の点検実績等を踏まえ、点検計画表と工事
仕様書の整合性、調達部品の有無等を確認して
いる。
発注した工事が実施できない場合には、点検実
施箇所が、点検計画の見直し、不適合処理等、
適切な対応を行っている。

適切な部品仕様管理ができな
かったため、計画通りに取替え
ができず、また取替未実施につ
いて不適合管理が適切に行わ
れなかった。

点検計画表の管理は、点検実施箇所にて一貫し
て行っており、点検計画策定段階、点検実施段
計画した点検の実績を報 階、点検実績の反映段階の各段階において、点
設備主管課は、点検が実施でき
告しないと「点検計画表」 検計画表を確認することにより、計画された点検
点検計画表に基づく なかったことについて、保修管
に反映されない仕組みに 内容と点検実施結果が整合することを確認して
保守管理の運用上の 理課に連絡しておらず、保修管
変更し、確実に点検実績 いる。
問題
理課も連絡がなければ点検済
が点検計画表に反映でき また、点検実績の反映段階では、点検実施箇所
みにする運用を行っていた。
が、工事仕様書と工事報告書の整合性を確認し
る仕組みとする。
た上で、点検実施結果を適切に点検計画表へ反
映している。
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（添付資料）
中国電力島根発電所の保守管理の不備等の報告に係る当社確認結果について
平成 22 年６月３日
東京電力株式会社
平成 22 年４月 30 日付原子力安全・保安院指示文書を踏まえて当社の保守管
理の仕組みに関して確認を行った結果を報告します。
１． 概 要
中国電力からの報告で主要な直接的な原因とされている点検計画表の
策定段階の問題、点検の実施段階における問題、保守管理の運用の問題に
ついては、当社において同様の問題はなく、また、仮に誤りが発生した場
合においても適切に是正がなされ、不適合状態が放置されない仕組みとな
っていることから、保守管理の仕組みに関して同様の問題はないことを確
認した。
２． 確認結果
中国電力からの中間報告における123件の事案に関する直接的な原因分
析によると、①点検計画表の策定段階の問題、②点検の実施段階における
問題、③点検実績の反映段階の問題等が明らかとなり、点検計画表を中心
とした保守管理の仕組みが十分機能していないと考えられており、これら
の点について当社での状況を調査した。調査結果の概要は以下のとおりで
あり、各項目別の結果は添付－1に示すとおりである。
① 「点検計画表」の策定段階の問題
点検計画表の策定段階において、中国電力では定期事業者検査導入に伴
い、新たに点検計画表を策定したが、この際に過去の点検実績を十分踏ま
えずに設定していたり、一部を誤って記入するなどの問題があった。
当社は、ＱＭＳ体系に基づく点検計画表を策定した際、従来より点検実
施箇所が一貫して管理していた機器の点検計画表を基に見直しを行い策
定した。また、点検計画表の作成にあたり、点検標準等をインプット情報
として、必要に応じてこれまでの運転実績や取扱説明書、現場確認結果な
どを踏まえて計画を策定するとともに、工事仕様書作成段階や点検実績反
映段階などの各段階にて点検計画表に間違いがないかチェックを行い、誤
りが確認された場合には是正される仕組みであることを確認した。
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② 点検の実施段階における問題
点検の実施段階において、中国電力では点検計画表以外のもの（「過去
から使用していた管理表」）も使用して工事発注されており、工事仕様書
に適切な点検情報が取り込まれなかった。また、必要な資材の手配ができ
ず、計画通りに点検等ができなかった場合においても不適合処置などの適
切な対応が行われなかった。
当社は、点検実施箇所が、点検計画表に基づき、点検対象設備や具体的
な点検方法等を記載した工事仕様書を作成し、施工会社に発注している。
工事仕様書の作成にあたり、点検実施箇所が、過去の点検実績等を踏まえ、
点検計画表と工事仕様書の整合性、調達物品の有無等を確認している。更
に、工事等の契約段階において、施工会社に対して工事仕様書の内容を説
明し、必要に応じ具体的作業内容を確認するとともに、工事着手前に、点
検実施箇所は、工事施行要領書が工事仕様書で要求されている内容を満た
していることを確認している。
点検の実施段階において、点検実施箇所が確認した工事施行要領書等に
基づいて施工会社が作業を実施していることを、点検実施箇所が現場確認
や検査等により確認することで、計画された点検が確実に工事に反映され
ていることを確認している。
また、何らかの理由により計画した工事が実施できない場合には、点検
実施箇所が、施工会社より連絡を受けるとともに、点検計画の見直し、不
適合処置等の適切な対応を行う仕組みであることを確認した。
③ 点検実績の反映段階の問題
点検実績の反映段階において、中国電力では、点検計画表の管理部署と
点検実施部署が分かれていた。更に点検実施部署から点検未実施の連絡が
なければ、管理部署は点検実績ありと判断し、点検計画表の更新を行うこ
ととなっていた。
当社は、点検計画表の管理を点検実施箇所が一貫して行っており、点検
計画策定段階、点検実施段階、点検実績の反映段階の各段階において、点
検計画表を確認することにより、計画された点検内容と点検実施結果が整
合することを確認している。
また、点検実績の反映段階では、点検実施箇所が、工事仕様書と工事報
告書の整合を確認した上で点検計画表へ点検実績を反映しており、点検実
施結果が適切に点検計画表へ反映される仕組みとなっている。
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３． 今後の対応
中国電力が行う根本原因分析及び再発防止対策の検討の内容を踏まえ
て必要に応じ適切に対応していく。
また、今後、点検計画表を更に的確に管理する観点から、システムを導
入することを検討していく。
以

別紙

中国電力の点検不備に対する調査結果
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（お知らせ）
定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所７号機の原子炉起動操作実績について
平 成 22 年 ６ 月 26 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
当所７号機は、平成 22 年４月 18 日から第９回定期検査を実施してまいりま
したが、本日、原子炉を起動しましたのでお知らせいたします。
起動操作の実績は以下のとおりです。
○

原子炉起動（制御棒引抜操作開始）

６月 26 日

午前０時
以
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定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所７号機の発電開始について
平成 22 年６月 29 日
東京電力株式会社
当社柏崎刈羽原子力発電所７号機（改良型沸騰水型、定格出力 135 万６
千キロワット）は、平成 22 年４月 18 日から第９回定期検査を実施してま
いりましたが、６月 28 日午後 11 時 32 分、発電を開始しましたのでお知ら
せいたします。
今後、出力を定格出力まで上昇させ、調整運転を続けたのち、７月下旬
に経済産業省の総合負荷性能検査を受け、定期検査を終了する予定です。
今回実施した主な工事は、以下の通りです。
１．定期検査中に実施した主な工事
（１）燃料集合体の取替え
燃 料 集 合 体 872体 中 148体 を 取 り 替 え ま し た 。
（２）制御棒と燃料支持金具同時掴み工具の改良工事
制御棒と制御棒駆動機構の結合作業を確実に実施するた
め 、制 御 棒 と 燃 料 支 持 金 具 を 同 時 に 掴 む た め の 工 具 を 改 良 し 、
制御棒取付け作業の操作を自動化しました。
（ ３ ） 50万 Ｖ 電 力 ケ ー ブ ル 取 替 工 事
50 万 Ｖ 電 力 ケ ー ブ ル に つ い て 、 絶 縁 油 を 用 い た ケ ー ブ ル
か ら 、防 火 性 能 に 優 れ た 架 橋 ポ リ エ チ レ ン 製 ケ ー ブ ル へ の 取
替を行いました。
２．その他
平 成 19 年 ７ 月 16 日 に 発 生 し た 新 潟 県 中 越 沖 地 震 後 の 影 響 を 継
続 的 に 監 視 す る た め 、疲 労 評 価 を 実 施 し 地 震 に よ る 影 響 が な い と
判 断 し た 箇 所 に つ い て 非 破 壊 検 査 を 実 施 す る と と も に 、地 震 時 に
軽微な影響が確認されたものの機能への影響はないと評価し対
策 不 要 と し た 設 備 に つ い て 点 検 を 行 っ た 結 果 、異 常 は 確 認 さ れ ま
せんでした。
以

36

上

＜参考＞当社原子力発電所の現況
福島第一・１号機（ 46 万キロワット）
２号機（ 78 万４千キロワット）
３号機（ 78 万４千キロワット）
４号機（ 78 万４千キロワット）
５号機（ 78 万４千キロワット）
６号機（110 万キロワット）

定期検査中
停止中
定期検査中
運転中
運転中
運転中

福島第二・１号機（110
２号機（110
３号機（110
４号機（110

定期検査中
調整運転中
運転中
運転中

万キロワット）
万キロワット）
万キロワット）
万キロワット）

柏崎刈羽・１号機（110 万キロワット）
２号機（110 万キロワット）
３号機（110 万キロワット）
４号機（110 万キロワット）
５号機（110 万キロワット）
６号機（135 万６千キロワット）
７号機（135 万６千キロワット）

起動試験中
定期検査中
定期検査中
定期検査中
定期検査中
運転中
６月 28 日から発電開始

これにより、停止中のプラントは、８基、合計 752 万８千キロワット、
運転中のプラント ＊ は、９基、合計 978 万キロワットとなります。
＊現在、柏崎刈羽原子力発電所１号機は起動試験中ですが、６月６日に発電を
開始しているため運転中のプラントに含めております。

37

新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について
（週報：６月３日）
平 成 22 年 ６ 月 ３ 日
東京電力株式会社

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況
および不適合についてお知らせいたします。

主な点検・復旧状況
○平成 22 年５月 28 日から６月３日までに点検および復旧を完了したもの
・１号機

プラント全体の機能試験（原子炉起動）：５月 31 日

・１号機

プラント全体の機能試験（原子炉昇圧時（約 3.5MPa）点検）：６月２日完了

○平成 22 年６月４日から６月 10 日までに点検および復旧を開始するもの
・４号機

50 万Ｖ電力ケーブル点検（課電試験）：６月４日開始

○平成 22 年５月 30 日から６月 26 日までの主な点検・復旧作業実績・予定
・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の
主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」
・・・別紙
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（参考）新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業に係る不適合
「新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業における不適合等に係る当面の公表について」
にもとづく、平成 22 年５月 27 日から６月２日までのトラブル情報の発生状況については
次のとおりです。

○トラブル情報（中越沖地震関連）
平成 22 年５月 27 日～６月２日
（平成 19 年８月 10 日～累計）

件数

０件
（10 件）

公表区分別件数（平成 19 年８月 10 日～累計）
Ⅰ

０件（０件）

Ⅱ

０件（０件）

Ⅲ

０件（10 件）

＜平成 22 年５月 27 日～６月２日発生分＞
公表区分

発見日

件名

状況

Ⅰ

－

－

－

Ⅱ

－

－

－

Ⅲ

－

－

－

○その他
・特になし

以
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新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について
（週報：６月 10 日）
平 成 22 年 ６ 月 10 日
東京電力株式会社

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況
および不適合についてお知らせいたします。

主な点検・復旧状況
○平成 22 年６月４日から６月 10 日までに点検および復旧を完了したもの
・１号機

プラント全体の機能試験（原子炉昇圧時（約 7.0MPa）点検）：６月４日完了

・１号機

プラント全体の機能試験（主タービン起動後の点検）：６月５日完了

・１号機

プラント全体の機能試験（主発電機仮並列後の点検）：６月６日完了

・１号機

プラント全体の機能試験（発電機出力約 20％到達後の点検）：６月７日完了

・１号機

プラント全体の機能試験（発電機出力約 50％到達後の点検）：６月９日完了

・４号機

50 万Ｖ電力ケーブル点検（課電試験）：６月４日完了

○平成 22 年６月 11 日から６月 17 日までに点検および復旧を開始するもの
・２号機

主変圧器点検（搬入・据付作業）：６月 15 日開始

・２号機

耐震強化関連（原子炉建屋天井クレーン強化準備工事）：６月 14 日開始

・３号機

耐震強化関連（配管等サポート強化工事）：６月 14 日開始

○平成 22 年６月６日から７月３日までの主な点検・復旧作業実績・予定
・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の
主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」
・・・別紙
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（参考）新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業に係る不適合
「新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業における不適合等に係る当面の公表について」
にもとづく、平成 22 年６月３日から６月９日までのトラブル情報の発生状況については次
のとおりです。

○トラブル情報（中越沖地震関連）
平成 22 年６月３日～６月９日
（平成 19 年８月 10 日～累計）
０件

件数

（10 件）

公表区分別件数（平成 19 年８月 10 日～累計）
Ⅰ

０件（０件）

Ⅱ

０件（０件）

Ⅲ

０件（10 件）

＜平成 22 年６月３日～６月９日発生分＞
公表区分

発見日

件名

状況

Ⅰ

－

－

－

Ⅱ

－

－

－

Ⅲ

－

－

－

○その他
・不適合情報（中越沖地震関連、ＧⅠ、ＧⅡ、ＧⅢグレード、対象外）
（含む、中越沖地震関連、Ａｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄグレード、対象外）

平成 22 年５月１日～31 日
（平成 19 年７月 16 日～累計）
件数

９件
（3,779 件）

※ 新潟県中越沖地震発生後、これまでに発生・審議した不適合情報について再精査したところ、中越
沖地震対象外であったもの３件および中越沖地震対象であったもの２件を確認いたしましたので、５
月分の集計に合わせて訂正いたしました。

以
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新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について
（週報：６月 17 日）
平 成 22 年 ６ 月 17 日
東京電力株式会社

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況
および不適合についてお知らせいたします。

主な点検・復旧状況
○平成 22 年６月 11 日から６月 17 日までに点検および復旧を完了したもの
・１号機

プラント全体の機能試験（発電機出力約 75%到達後の点検）
：６月 11 日完了

・１号機

プラント全体の機能試験（発電機出力 100%到達後の点検）
：６月 15 日完了

○平成 22 年６月 18 日から６月 24 日までに点検および復旧を開始するもの
・２号機

耐震強化関連（燃料取替機強化準備工事）：６月 21 日開始

○平成 22 年６月 13 日から７月 10 日までの主な点検・復旧作業実績・予定
・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の
主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」
・・・別紙
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（参考）新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業に係る不適合
「新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業における不適合等に係る当面の公表について」
にもとづく、平成 22 年６月 10 日から６月 16 日までのトラブル情報の発生状況については
次のとおりです。

○トラブル情報（中越沖地震関連）
平成 22 年６月 10 日～６月 16 日
（平成 19 年８月 10 日～累計）

件数

０件
（10 件）

公表区分別件数（平成 19 年８月 10 日～累計）
Ⅰ

０件（０件）

Ⅱ

０件（０件）

Ⅲ

０件（10 件）

＜平成 22 年６月 10 日～６月 16 日発生分＞
公表区分

発見日

件名

状況

Ⅰ

－

－

－

Ⅱ

－

－

－

Ⅲ

－

－

－

○その他
・特になし

以
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新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について
（週報：６月 24 日）
平 成 22 年 ６ 月 24 日
東京電力株式会社

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況
および不適合についてお知らせいたします。

主な点検・復旧状況
○平成 22 年６月 18 日から６月 24 日までに点検および復旧を完了したもの
・１号機

プラント全体の機能試験（定格熱出力到達後の点検）：６月 17 日完了＊

・１号機

プラント全体の機能試験（原子炉隔離時冷却系機能試験）：６月 22 日完了

・１号機

プラント全体の機能試験（気体廃棄物処理系機能試験）：６月 23 日完了

・変圧器防油堤現場調査・点検・復旧（２号機復旧工事）：６月 23 日完了

○平成 22 年６月 25 日から７月１日までに点検および復旧を開始するもの
・なし
＊今週追加したもの

○平成 22 年６月 20 日から７月 17 日までの主な点検・復旧作業実績・予定
・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の
主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」
・・・別紙
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（参考）新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業に係る不適合
「新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業における不適合等に係る当面の公表について」
にもとづく、平成 22 年６月 17 日から６月 23 日までのトラブル情報の発生状況については
次のとおりです。

○トラブル情報（中越沖地震関連）
平成 22 年６月 17 日～６月 23 日
（平成 19 年８月 10 日～累計）

件数

０件
（10 件）

公表区分別件数（平成 19 年８月 10 日～累計）
Ⅰ

０件（０件）

Ⅱ

０件（０件）

Ⅲ

０件（10 件）

＜平成 22 年６月 17 日～６月 23 日発生分＞
公表区分

発見日

件名

状況

Ⅰ

－

－

－

Ⅱ

－

－

－

Ⅲ

－

－

－

○その他
・特になし

以

45

上

新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について
（週報：７月１日）
平 成 22 年 ７ 月 １ 日
東京電力株式会社

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況
および不適合についてお知らせいたします。

主な点検・復旧状況
○平成 22 年６月 25 日から７月１日までに点検および復旧を完了したもの
・１号機 プラント全体の機能試験（蒸気タービン性能試験（その１）
）
：６月 24 日完了＊
・３号機

耐震強化関連（排気筒強化工事）：６月 29 日完了

・４号機

50 万Ｖ電力ケーブル点検（ケーブル敷設作業）：６月 30 日完了

・４号機

耐震強化関連（排気筒強化工事）：６月 29 日完了

○平成 22 年７月２日から７月８日までに点検および復旧を開始するもの
・４号機

タ ー ビ ン 点 検 （ 高 圧 ・ 低 圧 タ ー ビ ン (Ａ ） (Ｂ ） (Ｃ ） 復 旧 作 業 ）：７月５日開始
＊今週追加したもの

○平成 22 年６月 27 日から７月 24 日までの主な点検・復旧作業実績・予定
・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の
主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」
・・・別紙
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（参考）新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業に係る不適合
「新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業における不適合等に係る当面の公表について」
にもとづく、平成 22 年６月 24 日から６月 30 日までのトラブル情報の発生状況については
次のとおりです。

○トラブル情報（中越沖地震関連）
平成 22 年６月 24 日～６月 30 日
（平成 19 年８月 10 日～累計）

件数

０件
（10 件）

公表区分別件数（平成 19 年８月 10 日～累計）
Ⅰ

０件（０件）

Ⅱ

０件（０件）

Ⅲ

０件（10 件）

＜平成 22 年６月 24 日～６月 30 日発生分＞
公表区分

発見日

件名

状況

Ⅰ

－

－

－

Ⅱ

－

－

－

Ⅲ

－

－

－

○その他
・特になし

以
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Ｔ

Ｒｘ

H21/６/12より搬入・据付作業開始。

H20/１/15より点検開始。

建築

土木

大湊側避雷鉄塔建替工事

構内外道路・法面等復旧・補強作業

※各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。
※各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。
※６号機は運転中、７号機は調整運転中です。

建築

環境

荒浜側避雷鉄塔建替工事

固体廃棄物貯蔵庫復旧作業

その他

環境施設

建築

荒浜側ろ過水/純水タンク復旧作業

使用済燃料輸送容器保管建屋強化工事

変圧器防油堤現場調査・点検・復旧

環境施設設備

排気筒

原子炉建屋天井クレーン

構内外道路復旧作業中。
H22/４/１より高町跨線橋復旧工事開始。
H22/４/15より中央土捨場整備工事開始。

H21/９/３より建替工事開始。

H21/６/17より建替工事開始。

H21/11/２より強化工事開始。

H21/１/16よりドラム缶転倒防止対策作業開始。

Ｈ22/２/15より№２純水タンク復旧工事開始。H22/５/29より№２ろ過水タンク復旧工事開始。

２号機 H22/６/23復旧工事完了。

H22/６/29強化工事完了。

H21/10/21より強化工事開始。

H21/10/30より復旧工事開始。

Ｅ

原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検

H21/９/２より搬入・据付作業開始。

H21/９/２より搬入・据付作業開始。

H22/６/30ケーブル敷設作業完了。H22/６/４課電試験実施。

Ｅ

主発電機点検

土木

Ｅ

励磁変圧器点検

H21/８/28より搬入・据付作業開始。

非常用ガス処理系配管ダクト基礎復旧工事

Ｅ

所内変圧器点検

50万V電力ケーブル点検

Ｅ

主変圧器点検

H21/８/３より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。
H22/７/５より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）復旧作業開始予定。

H21/11/２より強化工事開始。

タービン点検

H22/６/29強化工事完了。
Ｒｘ

燃料取替機

H21/12/８より強化工事開始。

H22/６/13強化準備工事完了。H22/６/14より強化工事開始。

H20/６/16より地盤改良、掘削、配管点検開始。

H21/５/27より変圧器（Ｂ）搬入・据付作業開始。H21/６/３より変圧器（Ａ）搬入・据付作業開始。

H20/２/20より点検開始。

H20/11/18より据付作業開始。

３Ａ、３Ｂ H20/11/18より据付作業開始。

H21/８/10より搬入・据付作業開始。

H20/５/７より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。

H22/６/21より強化準備工事開始。

排気筒

原子炉建屋天井クレーン

配管等サポート

Ｔ

Ｅ

原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検

Ｒｘ

Ｅ

主発電機点検

Ｒｘ

Ｅ

励磁変圧器点検

Ｔ

Ｅ

所内変圧器点検

循環水配管点検

Ｅ

主変圧器点検

タービン点検

Ｒｘ

H22/６/14より強化準備工事開始。

燃料取替機

Ｈ22/７/18よりケーブル敷設準備作業開始予定。
建築

H20/８/９より復旧準備作業開始。H20/12/１より基礎部復旧開始。

H20/３/19より点検開始。

H21/11/30より搬入・据付作業開始。

H21/11/30より搬入・据付作業開始。

H22/６/15より搬入・据付作業開始。

H21/12/７より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。

原子炉建屋天井クレーン
Ｒｘ

点検・復旧状況
H22/６/24蒸気タービン性能試験（その１）実施。

50万V電力ケーブル点検

変圧器（共通）／開閉所

５号機

耐震強化関連

その他設備関連

４号機 タービン設備関連

耐震強化関連

その他設備関連

３号機 タービン設備関連

耐震強化関連

Ｒｘ

Ｅ

主発電機点検

主排気ダクト点検・復旧

Ｅ

Ｔ

７月18日（日）～７月24日（土）

励磁変圧器点検

７月11日（日）～７月17日（土）

Ｅ

７月４日（日）～７月10日（土）

所内変圧器点検

６月27日（日）～７月３日（土）

Ｅ

目

主変圧器点検

タービン点検

その他設備関連

２号機 タービン設備関連

項

プラント全体の機能試験

備

１号機

設

別紙
【点検・復旧状況】
◆平成22年６月27日（日）～平成22年７月24日（土）

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定（４週間工程）（1／1）
平成22年７月１日

柏崎刈羽原子力発電所１号機に関する新潟県中越沖地震後の
設備健全性に係るプラント全体の機能試験・評価報告書の
経済産業省原子力安全・保安院への提出について
平 成 22 年 ７ 月 ７ 日
東京電力株式会社
当社は、平成 19 年７月 16 日に発生した新潟県中越沖地震を踏まえ、平成 19
年 11 月９日に経済産業省原子力安全・保安院より受領した指示文書＊にもとづ
き、柏崎刈羽原子力発電所各号機ごとの設備健全性に係る点検・評価を実施して
おります。
このうち、同発電所の１号機に関するプラント全体の機能試験・評価につい
ては、平成 22 年２月 19 日に原子力安全・保安院に計画書を提出し、５月 21 日
より試験・評価を実施しておりましたが、７月５日に最終的な評価結果につい
て問題がないことを確認したことから、これまでの各段階における評価結果を
報告書としてとりまとめ、本日、同院に提出いたしましたのでお知らせいたし
ます。
今後、国の審議結果や地元自治体のご意向などを踏まえながら、総合負荷性
能検査に向け、安全・安定運転を継続してまいります。
以

上

○別添資料
・柏崎刈羽原子力発電所１号機

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る

プラント全体の機能試験・評価報告書の概要について

＊

経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書（平成 19 年 11 月９日）
「新潟県中越沖地震を受けた柏崎刈羽原子力発電所の設備の健全性に係る点検・
評価計画について」
柏崎刈羽原子力発電所第１号機から第７号機について、号機ごとに「点検・
評価に関する計画書」を作成するとともに、個別号機ごとの計画が作成され次
第、順次原子力安全・保安院へ提出する。

（参考）各号機の設備健全性に係る点検・評価の状況
号機

状

況

・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年２月６日に提出し、平成 22 年２
月２日に改訂２に更新。
・設備健全性に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検結果および系統
１号機

機能試験の評価結果）を平成 22 年２月 19 日に提出し、３月 19 日に改訂
１に更新。
・プラント全体の機能試験・評価計画書を平成 22 年２月 19 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価報告書を平成 22 年７月７日に提出。

２号機
３号機
４号機

・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年５月 16 日に提出。
・現在、機器レベルの点検・評価を実施中。
・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年４月 14 日に提出。
・現在、機器レベルの点検・評価を実施中。
・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年５月 16 日に提出。
・現在、機器レベルの点検・評価を実施中。
・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年３月７日に提出し、平成 22 年
２月２日に改訂３に更新。
・設備健全性に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検結果および系統

５号機

機能試験の評価結果）を平成 22 年６月９日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価計画書を平成 22 年６月９日に提出。
・今後、国の審議結果や地元自治体のご意向を踏まえながら、プラント全
体の機能試験を実施していく予定。
・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年３月７日に提出し、平成 20 年
11 月５日に改訂１に更新。
・設備健全性に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検結果および系統

６号機

機能試験の評価結果）を平成 21 年６月 23 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価計画書を平成 21 年６月 23 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価報告書を平成 21 年 10 月１日に提出し、
10 月８日に改訂１に更新。
・平成 22 年１月 19 日に、総合負荷性能検査を終了し、営業運転を再開。
・設備の点検・評価計画書を、平成 19 年 11 月 27 日に提出し、平成 20 年
９月 26 日に改訂５に更新。
・設備健全性に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検結果および系統

７号機

機能試験の評価結果）を平成 21 年２月 12 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価計画書を平成 21 年２月 12 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価報告書を平成 21 年６月 23 日に提出。
・平成 21 年 12 月 28 日に、総合負荷性能検査を終了し、営業運転を再開。

柏崎刈羽原子力発電所１号機に関する新潟県中越沖地震後の
設備健全性に係るプラント全体の機能試験・評価報告書の
経済産業省原子力安全・保安院への提出について
平 成 22 年 ７ 月 ７ 日
東京電力株式会社
当社は、平成 19 年７月 16 日に発生した新潟県中越沖地震を踏まえ、平成 19
年 11 月９日に経済産業省原子力安全・保安院より受領した指示文書＊にもとづ
き、柏崎刈羽原子力発電所各号機ごとの設備健全性に係る点検・評価を実施して
おります。
このうち、同発電所の１号機に関するプラント全体の機能試験・評価につい
ては、平成 22 年２月 19 日に原子力安全・保安院に計画書を提出し、５月 21 日
より試験・評価を実施しておりましたが、７月５日に最終的な評価結果につい
て問題がないことを確認したことから、これまでの各段階における評価結果を
報告書としてとりまとめ、本日、同院に提出いたしましたのでお知らせいたし
ます。
今後、国の審議結果や地元自治体のご意向などを踏まえながら、総合負荷性
能検査に向け、安全・安定運転を継続してまいります。
以

上

○別添資料
・柏崎刈羽原子力発電所１号機

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る

プラント全体の機能試験・評価報告書の概要について

＊

経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書（平成 19 年 11 月９日）
「新潟県中越沖地震を受けた柏崎刈羽原子力発電所の設備の健全性に係る点検・
評価計画について」
柏崎刈羽原子力発電所第１号機から第７号機について、号機ごとに「点検・
評価に関する計画書」を作成するとともに、個別号機ごとの計画が作成され次
第、順次原子力安全・保安院へ提出する。

（参考）各号機の設備健全性に係る点検・評価の状況
号機

状

況

・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年２月６日に提出し、平成 22 年２
月２日に改訂２に更新。
・設備健全性に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検結果および系統
１号機

機能試験の評価結果）を平成 22 年２月 19 日に提出し、３月 19 日に改訂
１に更新。
・プラント全体の機能試験・評価計画書を平成 22 年２月 19 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価報告書を平成 22 年７月７日に提出。

２号機
３号機
４号機

・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年５月 16 日に提出。
・現在、機器レベルの点検・評価を実施中。
・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年４月 14 日に提出。
・現在、機器レベルの点検・評価を実施中。
・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年５月 16 日に提出。
・現在、機器レベルの点検・評価を実施中。
・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年３月７日に提出し、平成 22 年
２月２日に改訂３に更新。
・設備健全性に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検結果および系統

５号機

機能試験の評価結果）を平成 22 年６月９日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価計画書を平成 22 年６月９日に提出。
・今後、国の審議結果や地元自治体のご意向を踏まえながら、プラント全
体の機能試験を実施していく予定。
・設備の点検・評価計画書を、平成 20 年３月７日に提出し、平成 20 年
11 月５日に改訂１に更新。
・設備健全性に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検結果および系統

６号機

機能試験の評価結果）を平成 21 年６月 23 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価計画書を平成 21 年６月 23 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価報告書を平成 21 年 10 月１日に提出し、
10 月８日に改訂１に更新。
・平成 22 年１月 19 日に、総合負荷性能検査を終了し、営業運転を再開。
・設備の点検・評価計画書を、平成 19 年 11 月 27 日に提出し、平成 20 年
９月 26 日に改訂５に更新。
・設備健全性に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検結果および系統

７号機

機能試験の評価結果）を平成 21 年２月 12 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価計画書を平成 21 年２月 12 日に提出。
・プラント全体の機能試験・評価報告書を平成 21 年６月 23 日に提出。
・平成 21 年 12 月 28 日に、総合負荷性能検査を終了し、営業運転を再開。

各号機の最近の状況について

１．各号機の健全性確認進捗状況

H22.６.１８現在
最終報告書提出により完了とする。

進捗率

機器単位の健全性確認

地震後の点検、
技術者による目視点検

目視点検

完

１号機

２号機

作動試験・機能試験 漏えい試験

100%
完了
完了
完了
完了
完了

了

25%
16%
23%
完了
92%
94%

３号機
49%

完了
65%

４号機

30%
23%

５号機

６号機

７号機

完
完
完

了

完了
完了
完了
完了

了

完了
完了
完了
完了

了

完了
完了
完了
完了
無断複製・転載禁止 東京電力株式会社
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２．耐震強化工事進捗状況

H22.６.１８現在

１号機

２号機

３号機

４号機

５号機

６号機

７号機

配管等
サポート

完了
(H21.12.9)

工事準備中

実施中
(H22.6.14～)

工事準備中

完了
(H21.12.3)

完了
(H21.1.19)

完了
(H20.11.3)

原子炉建屋
屋根トラス

完了
(H21.7.13)

完了
(H21.8.21)

完了
(H21.7.7)

完了
(H21.9.7)

完了
(H21.5.22)

完了
(H20.10.24)

完了
(H20.9.30)

実施中
実施中
(H21.7.21～) (H21.7.6～)

完了
(H22.1.14)

完了
(H20.10.29)

完了
(H20.10.16)

排気筒

完了※１
(H21.12.10)

原子炉建屋
天井クレーン

完了
(H21.10.15)

工事準備中

実施中
実施中
(H21.12.8～) (H21.10.21～)

完了
(H21.8.28)

完了
(H21.1.12)

完了
(H20.10.27)

燃料取替機

完了
(H21.10.10)

工事準備中

実施中
(H21.11.2～)

完了
(H21.9.24)

完了
(H21.1.25)

完了
(H20.11.1)

工事準備中

耐震強化対象箇所の評価を引き続き実施中であるため、項目等は変わる可能性あり。
また、今後の耐震安全性評価等の中で耐震強化工事に反映すべき点があれば、適宜対応。
※１：１号機は2号機との集合排気筒
無断複製・転載禁止 東京電力株式会社
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