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8．我が国におけるSBOの位置付けと現抹等について

3．1　SBOの規制上の位置付け及び取り扱い

　　（1）規制上の要求

　　　　我が国の原子力発電所の電源系統は「安全機能を有する構薬物、系統及び機器」

　　　と位置付けられ、安全設計に関して種々の規制を受ける。

　　　　電気系統の安全設計に関する規制上の要求は、「発電用軽水型原子炉施設に関室

　　　る安全設計審査指針」（以下「安全設計審査指針」という。）の「指針48．電気系

　　　統」に定められている。その内容は、図表3－1に示すように、外部電源系は2回

　　　線以上め送電線により電ヵ系統に接続すること、並びに多重性又は多樺性及び独立

　　　性を有した非常用所内電源系を設備することに集約される。

　　　　また、非常用所内電源系統は、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分

　　類に関する審査指針」　（以下「重要度分類指針」という。）により、クラスー1

　　　’（MS－1）の機器に分類され、その設計において「合理的に達成し得る最高度の

　　信頼性を確保し、かつ維持すること」の基本的目標の逮成が要求されている。
　　　　さらに、　「安全設計審査指針」では、図表3－1に示す如く「指針27．電源喪失

　　　に対する設計上の考慮」において、外部電源喪失と引数系統の非常用所内電源設備

　　　が同時に不作動となる短時間の全交流電源喪失について、原子炉の停止とその後の

　　冷却ができるよう設計上考慮するこ．とが要求されている。なお、指針27の解説によ

　　　ると長時間にわたる全交流電源喪失は、送電線の復旧又は非常用交流電源設備の修

　　復が期待できるので考慮する必要はないとされている。また、非常用交流電源設備

　　　の信頼度が、十分高い場合においては、設計上全交流動力電源喪失を想皐しなくて

　　　もよいとしている。
　　　一方、安全評価に関する規制上の要求は、　「発電用軽水型原子炉施設の安全評価

　　　に関する審査指針」・（以下「安全評価審査指針」という。）に定められ、　「外部電

　　源喪失」について「運転時の異常な過渡変化」として評価が要求されている。全5ξ

　　流電源喪失事象については、「安全評価審査指針」での評価項目となっていない。

　　（2）関係指針の要求に対する設計の現状　　●

　　　我が国の原子力発電所の電源系統の設計は、「安全設計審査指針」の指針48の要

　　求を受けて、
　　　・　重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器は、外部電源又は

　　　　非常用所内電源のいずれからも電力の供給を受けられる設計

　　　・　外部電源系は、・2回線以上の送電線により電力系統と接続する設計

　　　・　非常用所内電源系は、多重性又は多様性及び独立牲を有し、その系統を構成

　　　　する機器の単一故障を仮定しても、所要の安全機能を確保できる容量及び機能．

　　　　を有する設計
　　　・　重要度の高い安全機能に関連する電気系統は、系統の重要な部分の適切な定

　　　　期的試験及び検査が可能な設計
　　　となっており、外部電源系及び非常用所内電源系が所要の安全機能を十分確保でき

　　　る設計方針がとられている。
　　　　さらに、プラントは、「安全設計審査指針」の指針27の要求を受けて・約30分の
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全交流電源喪失が発生した場合でも、原子炉を安全に停止し、停止後の冷却が確保

できる設計方針がとられ、このことは、後述するように十分確保されてい・る。

3．2　SBOに対するプラント設計の現状

　（1）電源構成及びプラント設計

　　　　原子力発電所では、通常連転筆の主発電機からの発電電力は主変圧器を通し電力

　　　系統に送るとともに、所内の常用負荷等に電力を供給するため、発電電力の一部を

　　　所内変圧器を通じて常用母線等に供給している。また、プラント停止中でも所内へ

　　　の電力供給ができるよう、起動変圧器が設けられ、所内の常用、非常用母線へ電力

　　　系統からの退耕が可能なように設計されている。これらの電源構成はプラント毎に

　　　様々なものがあるが、我が国の原子力発電所では、安全設計審査指針の要求により

　　　原子炉施設の外部電源系は少なくとも2回線の送電線により電力系統と接続され、

　　　電力系統から非常用母線等への給電が可能な設計となっている。また、．この他にも

　　　独立した外部電源系統から予備電源変圧器を介して給電立志なプラントもある。

　　　　このような外部電源からの電力供給ができない場合でも、非常用所内電源系が設

　　　置され、工学的安全施設等が接績される非常用母線への電力供給が可能となってい

　　　る。我が国の原子力発電所では、安全設計審査指針の要求により、非常用所内電源

　　　系には多重性又は多様性及び独立性を有していることが要求されている。このため
　　　全てのプラントは2系統以上の独立した非常用所内電源系を崩しており、各系統に

　　　はEDGを備えている。ただし、BWRの一部のプラントでは、　EDG2系統中の

　　　1系統を2プラントで共用して用いている例がある。また、非常用所内電源系には

　　蓄電池、充電下等からなる直流電源設備があり、タービン駆動のポンプ（PWRの

　　　タービン動補助給水ポンプ、BWRのRCIC（原子炉隔離時冷却系）等）の制御、

　　原子炉状態の監視、非常用照明、等の負荷に給電できるものとなっている。

　　　　一方、隣接プラントを有するプラントにおいては、その隣接プラントからの電力

　　　の融通が可能であるものがある。
　　　　なお、地震により原子炉施設の安全性を損なうことがないよう、　r発電用原子炉

　　施設に関する耐震設計審査指針（昭和56年7月20日決定）一」等に基づき、非常用所内

　　電源系は耐震A。クラスで、タービン発電機は耐震BまたはCクラスで設計されること

　　　となっている。また、開閉所設備は、日本電気協会の「変電所等における電気設備

　　　の耐震対策指針（昭和55年5月）」に基づき設計されることとなっている。

　　　　更に、火災により原子炉施設の安全性を損なうことのないよう、　r発電用軽水型、

　　　原子炉施設の火災防護に関する審査指針（昭和55年ll月6日決定、平成2年8月30日一

　　　部改訂）」に基づき、①火災発生防止（実用上多能な限り不燃性、難燃性材料を用

　　　いる設計とする等）、②火災検知及び消火（適切な火災感知器、消火装置の設置。

　　　消火装置の誤動作等に’より安全上重要な系統、機器の安全機能を失わないような設．

　　　計とする等）、③火災の影野の軽減（安全上重要な系統、機器を設置する区域は、

　　　隣接区域の火災による影響を軽減する対策を講じる設計とする等）の三方策を適正

　　　に組み合わせる等の設計がされることとなっている。

　　　　我が国の原子力発電所の電源構成を図表3－2（1）一（4）にまとめる。図表

　　　3－3（1）及び（2）に電源設備構成概念図の例を示す。また、我が国の原子力

　　　発電所の非常用電源設備の耐震クラスを図表8－3’（1）及び（2）にまとめる。
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（2）SBOに対する設計の現状及びプラントの耐久能力

　①BWR
　　　SBOが発生した場合、原子炉保護系の電源が喪失する等の理由により、原子炉

　　は自動的にスクラムする。スクラム後、炉心崩壊熱により原子炉圧力が上昇し》こ

　　の結果、S／R弁。（逃がし安全弁）から原子炉蒸気をサプレッションブールへ排出

　　するため、原子炉水位は一旦低下する。炉心冷却を確保するため、原子炉水位の維

　　持が必要となる。交流電源に依存しない炉心冷却機能として、BWR－3ではIC

　　（隔離時復水器系）及びHPCI（高圧注水系）、BWR－4ではRCIC（原子

　　炉隔離時冷却系）’及びHPCI（以下rRCIC等」という。）、またBWR－5
　　ではRCICの利用が可能であり、崩壊熱による原子炉永位の低下を緩和または回

　　復するためには最小限ICまたはRCIC等の作動が必要である。

　　　これらICまたはRCIC等の運転継続は、RCIC等の駆動源である蒸気を供

　　給する「主蒸気供給圧力」、制御するための直流電源の「蓄電池容量」、炉内へ注

　　下するための「水源容量」に制約され』る。ここでICによる原子炉の冷却維持時間

　　は、ICの凝縮能力すなわちICの隔離時復水器の容量で決定され、主蒸気供給圧

　　力は制約とはならない。さらに、交流電源の喪失による換気空調系の停止に伴い

　　rRCIC室温度」、rHPCI室温度」及び「中央制御室温度」が上昇するので

　　これらも運転継続の制約となり得る。

　　　原子炉水位が確保された後は、炉心の崩壊熱による原子炉蒸気はS／R弁が開閉

　　を繰り返すことによりサプレッションブールに排出されるので、サブレッションブ

　ール水温が上昇する。この原子炉蒸気の排出に伴い放射性物質が放出される恐れが

　　あることから、これらを環境に放出させないようにずるため格納容器の偉全性維持

　が必要である。このためには、原子炉蒸気の排出に伴い上昇する「サプレッション

　　ブール水温度」や、交流電源の喪失によるドライウェル冷却系の停止に伴う「ドラ

　　イウェル雰囲気温度」の上昇が制約となる。BWRのSBO時の事象シーケンスを

　図表3－4にまとめる。
　　　これらの制約因子に対するプラントの耐久能力を、各課型の代表プラントについ

　て評価し・た。　　　　　　　　　　　　　’

i）炉心冷却の維持

a）主蒸気供給圧力

　　BWR－4／5では、原子炉水位は一旦低下するが、RCIC等の作動により

　回復し、炉心は冠水維持され、RCIC等が作動している限り水位は維持される

　（図表3－5）。一方、原子炉圧力は逃がし安全弁設定圧に維持されることから、

　RCICタービン（及びHPC＝タービン）への蒸気供給は、SBO中十分に維

　持できると評価される。なお、BWR－3では、前述のようにICを有している’

　ので、主蒸気供給圧力は制約因子とならない。図表8－6にICの系統概要図，

　図表3－7にRCIC及びHPCIの系統概要図を示す。

b）蓄電池容量

　　BWR－3では蓄電池容量は、1時問後迄に交流無停電電源装置等の不要な負

　荷を停止または切離すことによりICの運転及び原子炉状態監視を約10時間継
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　　続可能な容量を有する。
　　　BWR－4／5では、1時間後迄に交流無停電電源装置等の不要な負荷を停止

　　または切り離すことにより（「3．3（4）」）、RCIC等の運転及び原子炉

　　状態監視を約8時間継続可能な容量（B、WR－4ではRCICとHPCIを4時

　　間ずつ連転可能な容量）を有する。なお、原子炉状態監視（原子炉水位、圧力）

　　のためには一部のプラントでは交流無停電電源装置を一時的にインサービス（但

　　し、不要負荷切り離し）することが必要とされる。

　　　なお、BWR－3／4／5について不要な負荷の切離しを行わない場合の給電

　　可能時間は概略約2～4時間である。

　c）水源容量
　　　BWR－3では、隔離時復水器を水源としてICで6時間冷却できる他、ろ過

　　水タンクから消火系により補給することにより、更に約10時間ICで冷裁可能

　　な容量を有する。

　　　BWR－4／5では、CST（復水貯蔵タンク）を：水源としたRCIC等への
　　補給水で約8画面給水女能な容量を有する。陰この容量はCST最低水量であり、

　　通常運転中は一般にこれ以上の容量を有する。

　d）RCIC室温度（またはHPCI室温度）

　　　BWR－4／5では、ボンブ，配管からの放熱、壁及び床の熱容量を考慮した

　　モデルで解析した心匠、換気空調系停止後のRCIC（またはHPCI）室温の

　　上昇は緩やかであり、ハードウェア設計用の環境温度100℃に到達するのは8

　　時間以降である。

　　　なお、BWR－3では、　ICを有しているので室温上昇は制約因子とならない。

　e）中央制御室温度
　　　BWR－3／4／5とも、熱負荷としてバイタル電源・直流電源等を考慮し、

　　室内盤本体，壁及び床等の熱容量を考慮したモデルで解析した結果、換気空調系
　　停止後の中央制御室の温度上昇は緩わかであり、制御盤の環境条件最高設計温度

　　40℃に到達するのは8時間以降（但しBWR－3は10時間以降）である。

ii）格納容器の健全性維持

　a）ドライウェル雰囲気温度
　　　原子炉圧力容器からの放熱、ドライウェル外壁からの熱放出、構造材及び躯体

　　の熱吸収を考慮したモデルで解析した結果、SBOが8時間継続すると仮定した

　　場合もドライウェル雰囲気温度は設計温度より低い。

　b）サフ’レッションブール水温度
　　　サプレッションブール水温がサプレッションチェンバ設計温度（Mark－1：138℃、

　　Mark－II：104℃）に到達するのは、8時間以降である。

　　　なお、BWR－3では、　ICを運転することにより、原子炉圧力は低下するの‘

　　で、サプレッションブール水温が上昇する要因はない。ICの水源である隔離時

　　復水器の帯側の設計温度は121℃であるが、一側の水は、管内の原子炉蒸気のもつ

　　エネルギーを奪って沸騰し、蒸発した蒸気はベント管を通って大気に放出される

　　ので、水を保有している限り設計温度を上回ることはな、、。このICは約10時

　　間運転可能な水源容量を有している。
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　　　代表BWRの評価結果を図表3－8にまとめる。

②PWR
　　PWRプラントにおいてSBOが生じると、原子炉トウッブ信号により原子炉と

　タービンは直ちに自動停止する。その後、タービン動補助給水ポンプによる給水及

　び主蒸気安全弁による蒸気放出により蒸気発生器を介して自然循環により1次冷却

　系を冷却し、炉心の崩壊熱除去を行う設計としている。　　　　　　　　　　　　　’

　　1次冷却材ポンプが停止するため1次冷却材流量は低下していき、自然循環状態

　に移行する。また主給水ポンプも停止するため、主給水流量が失われる。このため、

　事象発生後初期には1次冷却系の除熱能力の低下により、1次冷却系の温度上昇が

　生じる（図表3－9）。この温度上昇により原子炉圧力も上昇するが、加圧器安全

　弁が作動することにより圧力上昇は抑零られる。

　　タービン動補助給水ポンプの起動による蒸気発生器への給水と主蒸気安全弁作動

　により、蒸気発生器による1次冷却系の冷却は継続するが、炉心での崩壊熱より蒸
　気発生器での除熱能力が上回った時点で1次冷却系の温度上昇は止まり、その後1

　次冷却系は冷却され温度・圧力は減少’し始める。

　　以上のプラント挙動が示すとおり、SBO時にも1次冷却材の自然循環及びター

　ビン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への補助給水が確立されることにホり、炉

心は冷却され、1次冷却系は沸騰することなく、十分なサブクール状態が維持でき

　る（図表3－9）。PWRのSBO時の事象シーケンスを図表3－10にまとめる。

　　この時の炉心冷却を維持するための制約因子としては「蓄電池容量」、　「2次系

水源の容量」、　「安全系機器の耐環境性」がある。これらの制約因子に対するプラ

　ントの耐久能力を、各熱型の代表プラントについて評価し．た。なお、タービγ動補

助給水ポンプへの駆動蒸気の供給は少なくとも10時間以上確保される。・

（

a）蓄電池容量

　全交流電源喪失後30分間の時点で、必要なタービン動補助給水ポンプの運転、原

子炉の冷却状態の監視等の負荷を除いた不要な負荷を一部切離す（「3．8（4）」）

ことで約5時間の給電能力を有する。　　　　　　　一
　なお、不要な負荷の切り離しを行わない場合の給電可能時間は約2時間である。

b）2次系水源

　タービン動補助給水ポンプにより蒸気発生器へ給水する水源は復水タンク．を使用

する。図表3－11にタービン動補助給水ポンプの系統概要図を示す。

　設計保有水量は高温停止状態維持2時間と、その後4時間で余熱除去系の運転が

可能な状態まで冷却するだけの崩壊熱除去能力を有するが、全交流電源喪失時はプ

ラントを高温停止状態に維持するので耐久時間はさらに長くなる。その枯渇時間は

2ループで約10時間、3ループで約13時間、4ループで約15時間である。

c）安全系機器の耐環境性

　　イ）タービン’動補助給水ボンブ室温度

　　　ポンプ、配管の熱負荷を考慮し、床、壁等を通した室外への熱移動を考慮し

　　たモデルで解析した結果、室温が上昇しタービン動補助給水系の機能維持のた
　　めの許容漉度約80℃に到達するのは、2、3、4ループとも8時間以降であ

　　る。
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ロ）中央制御室温度

　電気盤の熱負荷を考慮し、床，壁等を通した室外への熱移動を考慮したモデ

ルで解析した結果、換気空調系停止後の中央制御室の温度上昇により中央制御

盤計器の許容温度約50℃に到達するのは、2、3、4ループとも8時間以降

である。

ハ）インバーター室温度、リレー室温度

　電気盤の熱負荷を考慮し、床，平等を通した室外への熱移動を考慮したモデ

ルで解析した結果、換気空調系停止後の温度上昇によりインバーターあるいは、

ラック計器の許容温度約50℃に到達するのは8ループにおいて約8時間、2、

4ループにおいて8時間以降である。

代表PWRの評価結果を図表8－12にまとめる。

（
3．3　プラントの運転管理実施状況

（1）EDGのサーベランス

　　EDGのサrベランステストは自動起動試験と手動起動試験に分けられる。

（

・自動起動試験

　自動起動試験は定期検査毎に外部電源喪失等の模擬信号を与えてEDGを自動起

動させ負荷をとる試験であり、発電機定格電圧確立時間、発電機電圧、周波数、E・

DGの運転状態の確認を実施している。

・手動起動試験

　手動起動試験は起動操作スイッチによりEDGを起動させた後、非常用所内電源

系に二二し、EDGの負荷を取る試験であり、1月に1回実施している。確認事項

としては、発電機定格電圧確立時間、EDGの運転状態があり、数十分程度所定の

負荷をとり異常のないことを確認している。
　溶お、PWRプラントでは、慣例的に上記の負荷をとる手動起動試験の他、　ED

Gを手動起動させ、負荷をとらずに発電機定格電圧確立時問、EDGの運転状態を

確認する無負荷試験もプラントによって1回／週、2回／月または1回／月の頻度

で実施している。

（2）非常用蓄電池等の点検

　　　蓄電池の点検は基本的には電圧の点検、比重測定、液面調整、均等充電、外観点

　　検といった内容を定められた頻度で実施している。

　　　また、充電器に関しても、電圧及び電流の確認を実施している。

（3）トラブルの運転管理等への反映

　　　我が国のプラントでは、他プラントで生じた二障等については、原因調査及び対

　　策の検討の結果を踏まえ、各プラントの定期検査の際に該当機器の点検を行い、同

　　様のトラブルの再発防止に努めている。

　　　点検内容は、類似のトラブルが発生するかどうかの確認検査と機能試験による健

　　全性確認であり、一方、類似のトラブルが発生する恐れのある場合は設計改善も含
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　　あた対策を採っている。

（4）全交流電源喪失に対する手順書

　　　我が国のプラントでは、全交流電源喪失に対する手順書の整備及び教育がなされ

　　ている。全交流電源喪失事象は、その事象の同定が容易であることから事象ベース

　　の手順書として整備されている。この手順は基本的には、全交流電源喪失発生後の

　　炉心冷却の確保、電源の復旧操作、復旧が長びく場合には直流電源負荷の一部切り

　　離し、電源復旧後の回復操作といった内容になっている。

　　　この中で電源の復旧操作は①EDGの起動、②外部電源の復旧、③他ユニット

　　（発電機またはEDG）からの受電操作といった内容が含まれている。

　　　手順書はこれら復旧操作を行う上でEDGの手動起動操作、各遮断器の投入及び

　　開放の操作、また、通常の運用方法と異なる操作もあるためインターロックを解除

　　するための操作が詳細に記載されたものとなっている。

（

（5）送電線蹄等の点検

　　　送電線路、所内開閉所、変圧器、遮断機等については保安規程等にもとづき、定

　　期的あるいは必要に応じて点検を実施している。

8．4　交流電源喪失事例等

（1）全交流電源喪失

　　　我が国の原子力発電所では、後述するように外部電源喪失の事例はあるが、外

　　部電源と同時に更に複数台あるEDGがいずれも不作動となる全交流電源喪失事

　　象の事例は生じていない。

（

（2）　外部電源喪失

①

②

外部電源喪失の定義等

　「外部電源喪失」とは「何らかの原因で、非常用母線への給電が喪失し、安

全設備への給電のための手段がEDG以外にはない事象」と定義する。なお、

外部電源系において主送電系統の他に予備送電系統からの予備電源が設けられ
る場合で、主送電線喪失時に所内電源を予備電源への切替よりもEDG起動を

優先運用としているプラントについては、予備電源が生きている場合、EDG

が起動して負荷をとっていても「外部電源喪失」とはしていない。この定義は

米国における外部電源の信頼性の調査に使用されている定義と同一である。
　「外部電源喪失」に至る原因としては、’外部の故障（電力系統の故障）又は

内部の故障（タービントリップ、所内変圧器の故障等》を起因とし・更に・起

動変圧器又は予備変圧器への切替による給電にも失敗し最終的に非常用母線へ

の給電が喪失する事象等が考えられる。「外部電源喪失」事象に至る原因及び

シナリオはプラント内の電源設備の構成に応じて変わるものである。

外部電源喪失の事例
　我が国の原子力発電所の所内電源喪失事例の調査の結果、運転開始から1988

年3月末迄に上記定義に該当する「外部電源喪失」事象はPWRで1件，　BW
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（

Rで3件の発生が見られた。（ただし、BWRのうちの1件は、当該プラント

の設計上の特徴により発生したものであり、その後の設計変更により今後同様

の事象は発生し得ないと考えられる。）（図表8－13参照）

　これらの外部電源喪失事例はいずれも、台風、雷の原因による電力系統の喪
失が起因となっているが、EDGによる給電に成功しており’ A更に、30分以内

1こ外部電源も復旧している。　　　　』

　また、この他に外部電源系の部分喪失によりEDGが起動して負荷をもった
事例がPWRで8件、オス炉で8件の発生が見られた。これら6件の事例は、

いずれも予備電源が生きており（運用上EDG起動を優先としている）、上記

の「外部電源喪失」の定義には該当しない。

③外部電源の復旧
　　　前記の外部電源喪失事例に基づけば、外部電源の復旧は30分以内であり、2．

　　3（1）で示されている諸外国の外部電源の復旧事例と比較すれば、我が国の原子

　　力発電所の外部電源の復旧性能は非常に良好なものとなっている・と考える。

　　　しかし、原子力発電所における「外部電源喪失」の実績データが少ないこと

　　を考慮して、ここでは原子力発電所に係わる事例に限定せずに、広く我が国の
　　2回線送電線路の復旧性能ビついて評価を行い、原子力発電所における外部電

　　源復旧性能の推定を行う。

　なお、送電線2回線事故データに基づき、原子力発電所の復旧性能を推定す

る場合、次の点を考慮した。

　a）「外部電源喪失」は原因別に、所内の原因、外部送電網の原因及び苛酷気

　　象の原因に分類される。外部送電網の原因とは、具体的に送電線事故によ

　　るものであり、また、苛酷気象の原因とは、積雪、台風等の苛酷気象に起

　　因した所内の不具合又は送電線事故によるものである。従って、外部送電

　　網の原因及び苛酷気象の原因によるr外部電源喪失」の復旧性能は、送電

　　線2回線事故の復旧性能に密接に関係しているといえる。

　b）　送電線2回線事故で長期喪失となった事例につ逼ては、事故の状況を調

　　弔し、その結果、当該地域での供給支障を生じていない事例については評

　　価から除外した。これは、供給支瞳を生じていない場合は、復旧活動を早

　　急に行なう必要性に乏しく、また、実際に行なっていない事例もあり、こ

　　れらを考慮することは適切な評価とならないためである。

　c）　2回線送電線路の事故確率は、その運転開始より1961年頃を境として低

　　減傾向を示しており｛データ自体が1961年以前とそれ以降の近年とで2回

　　線送電線路の信頼性に関する変化（信頼性向上の傾向）を示しているもの

　　と考えられる。

　　　従って、復旧性能の評価を行う上では、我が国の原子力発電所の運転開

　　始年度も考慮し、1962年度以降のデータを使用することが適当と考えられ

　　る。

　上記の前提に基づき、原子力発電所の外蔀電源復旧性能の推定を行った結果

を以下に示す。
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（a）2回線送電線路の事故件数（評価期画塾の累積数）及び復旧失敗確率を算

　定した結果を図表3－14（1）及び（2）に示す。この表によると30分以上の復

　旧失敗確率は約0．05であり、事故のほとんどは30分以内に復旧している。

（b）さらに長期に亘る復旧性能を評価する場合、2回線送電線事故データにバ

　ラツキがあるたあくワイブルフィッティングして復旧性能を評価した。我が

　国の原子力発一所の運転開始年度も考慮し、供給支障のなかった長期外部電

　源喪失事例を除外しかつ1962年度以降の2回線送電線事故デー・タを用いた場

　合、例えば継続時間8時間での復旧失敵確率は約0．001となり、非常に良好な

　復旧性能を示している。なお、参考データとして供給支障のなかった長期外

　部電源喪失事例を除外し、送電線路運転開始以降の全ての送電線2回線事故

　データを用いた場合でも継続時間8時間での復旧失敗確率は、約0．03と評価

　される。

　以上のように、我が国の原子力発電所の外部電源の復旧性能は、実際の外部

電源喪失事例では全て30分以内に復旧しており、送電線2回線事故デー・タに基

づいて評価を行なった結果でも、2章で示された米国の外部電源喪失事例に比

較して、十分良好なものとなっている。

（

（3）EDGの故障事例

　　データソースとして、実用発電用原子炉施設（1970年度から1989年度末までの

　運開プラント37基）のEDG（HPCS専用EDG含む）を対象として1970年度

　から1989年度までを調査対象期間として調査した結果、

　　・　延べ起動回数が28，012（回）

　　・　起動失敗回数が　　30（回）

　となった。

　　これらについて、起動失敗回数のサブシステム毎の内訳を表8－15に示す。

　　起動失敢のサブシステム毎の内訳を見ると、特に特徴的に大きな原因となって

　いるサブシステムは見当らない。　　　　　　　　　　一
　　なお、1980年度から1989年度について見ると、19，889回の起動回数に対する起

　動失敗回数がH回と上記の調査対象期間に比べて最近は起動失敗の回数が減って

　きている。

（4）非常用蓄電池等直流電源の故障事例

　　原子力発電所の非常用蓄電池等直流型源については、現在まで、故障発生事例

　　はない。

（5）故障事例からの反映すべき状況

　　EDGの起動失敗事例は、前述したように1970年度から1979年度までのデータ

　に比べて、1980年度から1989年度までのデータは向上してきている。

　　これは、国内プラントは過去のEDG故障事例に対して水平展開が実施され、

　必要な再発防止措置が講じられてきた結果と考えられる。
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8．5　SBO等に対する信頼性評価

（1）全交流電源喪失に対する信頼性

　　我が国においては、これまでにSBO事例は生じていな、、。なお、SBOによる

　炉心損傷のPSA結果は（3）のとおりである。

（2）外部電源、EDG等に対する信頼性

　　我が国の代表プラントのPSAでは、3．4「我が国の故障事例等について」に

　示す我が国の原子力発電所の外部電源喪失の事例、EDGの故障事例等の国内実績

　に基づき、外部電源㌧EDG等の信頼性を以下のように評価している。

（

（

a）外部電源の信頼性

①外部電源喪失頻度

　外部電源喪失は、BWRプラントで3件、　PWRプラントで1件の発生事例が

ある。このうちBWRプラントの1件については、当該プラントの設計上の特徴

により発生したものであったが、その後、設計変更措置が採られ今後同様の事象

な我が国において発生しえないと考えられることから、現状の外部電源喪失の発

生頻度を算出する上では調査対象外としてよいと解釈される。従って我が国の代
表プラントめPSAでは、　BWRプラント2件、　PWRプラント1件の発生があ

ったとの実績に基づき以下のように外部電源喪失の発生頻度を求めている。

　i）BWR：153．8炉年で2件の発生、約1．4×1r2／炉年

　　　エラーファクターを3と仮定すると中央値は約1．1×10’2／炉年、95％

　　　上限値は約3．3×10－2／炉年、5％下限値は約3．7×10”3／炉年となる。

　ii）PWR：136．7炉年で1件の発生、約7．3×1r3／炉年

　　　エラーファクターを3と仮定すると中央値は約5．8×1r3／炉年、95％

　　　上限値は約し7×10－2／炉年、5％下限値は約し9×重0－3／炉年となる。

②外部電源復旧性能

　外部電源復旧性能については、「3．，4」に示すように、国内実績によると19

62年4月以降の2回線事故データを用いた場合、事故継続時間30分間での復旧失敗

確率は約0．05、事故継続時間8時間での復旧失敗確率は約0．001となり、米国の値

と比べ良好な復旧特性を示し．ている。即ち、米国ではNUREG－1032にお

いて、外部電源喪失の発生頻度と継続時間の関係を、外部電源系の設計、送電系

統の特性、苛酷気象及び非常に苛酷な気象の観点から分類（クラスタ別分類）し

て評価しているが、参考までに、この評価結果を我が国プラントに対する現実的

な評価の復旧性能と比較すると、最も外部電源の信頼性の高いクラスタに属する

プラントの場合でも、事故継続時問30分間での復旧失敗確率は約0．5、事故継続時

間8時間での後旧失敗確率は10－2月度であり、我が国プラントに対する現実的な

評価の復旧性能よりも1桁程度悪い結果となっている。我が国の代表プラントの

PSAではこれらのデータを保守的に評価し、事故継続時間8時間での復旧失敗

確率が1r2以上となるようなデータを使用している。

一21一



，
（

b）EDGの信頼性

①EDGの起動失敢確率

　3．5（3）で述べるPSA評価で使用しているEDGの起動失敗確率は、19

70年4月から1983年3月末までの起動実績から以下のように求めて、・る。

　・起動回数　　　：14，878回

　・起動失敗回数　：　　18回

忌。起動失敢確率　：　　18　＝　1．2×1r3／de回and（以下rd」と示す）

　　　　　　　　　　14，878

　　　エラーファクターを3と仮定すると中央値は約9．6Xlr4／d、95％上限

　　値は約2．9×10－3／d、5％下限値は約3．2×10’4／dとなる6

　なお、「8．4」に示したように、最近の実績ではより値は小さく、1970年4月

から1990年3月末までの運転実績によると、

　．起動失敗確率　：　30　’＝、1．07×10－3／d

　　　　　　　　　　28，012

　　　エラーファクターを3と仮定すると中央値は約8．6×10－4／d、95％上限

　　値は約2．6×1r3／d、5％下限値は約2．9×工r4／dとなる。

（

であり、さらに1980年4月から1990年3月末の実績によると、約5．5×lr4／dと向

上している。

　　　エラーファクターを3と仮定すると中央値は約4。4×10－4／d、95％上限

　　値は約1．3×10－3／d、5％下限値は約1；5×10－4／dとなる。

②EDGの運転継続失敗確率

　EDGの運転継続失敗確率については我が国に整備されたデータがなく、PS

Aでは米国のデータを基に起動失敗確率の米国データとの比率で補正して評価し

た値を採用している。

　今後EDGの運転継続失敗確率に関する国内データの整備を進めていく必要が
ある。

c）非常用蓄電池等直流電源の信頼性

　　非常用蓄電池等直流電源に関しては、前述したとおり敢障事例はなく、その信

　頼性は高いと考えるが、PSA評価では後述のように米国のデータを用いている。

（3）確率論的安全評価から見たSBO

　　国内の代表プラントに対して実施されたPSA結果からSBOを考察してみる。

　　ここでは、産業界が実施したPSAを用いて考察を行う。このPSAにおいては’

　トランジェントの発生頻度は我が国プラントの声調実績を用いているが、機器の故

　障率データ、共通要因故障データについては米国のものを用いている。但し、ED

　Gの故障率データは我が国のデータが整理され利用可能なためこれを用いている。

　我が国の代表プラントに対して実施されたPSA結果では、全炉心損傷頻度はいず

　れもIAEAが基本安全原則の中で示している新設炉に対する安全目標値10－5／
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炉年を下回る低い結果となっている。
　国内の代表BWR－3／4／5プラントに対する評価結果の各事故シーケンスの

全炉心損傷頻度への寄与割合を図表3－16に示す。　　　　　　　　　　　　．

　代表BWR－4／5プラントでは共用EDGの影響を含めて評価しているが、　S

BOの寄与はBWR－3と比較して高くなっている。　BWR－3ブラシトではIC

を2系統保有していることにより》本来外部電源喪失に対しては比較的強い設計と

なっているためSBOはドミナントとはなっていない。いずれのプラントにおいて

もSBOシーケンスの炉心損傷頻度それ自体は高、、ものではない。　（SBO（TB

シーケンス）による炉心損傷発生頻度、及び全炉心損傷発生頻度に対する寄与率は、
各々、BWR－3で約1．6×lr8／炉年及び約2％、　BWR」4で約1．9×10’7／炉

年及び約24％、BWR－5で約7．2×1r8／戸出及び約22％である。）

　なお、安全解析所の評価結果でも産業界評価と同様、SBρシーケンスの炉心損
傷頻度は小さい。　（我が国の代表的な110万kW級BWRについて行ったPSAの結果では、

SBO（TBシーケンス）による炉心損傷発生頻度、及び全炉心損傷発生頻度に対

する寄与率は、各々、約2．4×10’9／自由及び約1％である。）

　国内の代表PWRプラント（ドライ型4ループブラント、アイスコンデンサ型4

ルーブブデント）に対する評価結果の起因事象別言炉心損傷頻度への寄与割合を図

‘表8－17に示す。

　ドライ型、アイスコンデンサ型ともに外部電源喪失に起因するシーケンスの寄与

は低い。アイスコンデンサ型4ループブラントはタービン動補助給水ポンプが2台

（ドライ型4ループブラントは1台）設置されているため、外部電源喪失に起因す

るシーケンスの寄与はさらに小さくなっている。（SBO（TBシーケンス）によ

る炉心損傷発生頻度、及び全炉心損傷発生頻度に対する寄与率は、ドライ型4ルー

プブラントで約1」X10－9／炉年及び約0．2％、アイスコンデンサ型4ループブラン

トで約2．1×1r1。／炉心及び約0．01％である。）

　安全解析所の評価緒果でも産業界評価と同様、外部電源喪失に起因するシーケン
スの炉心損傷頻度は小さい。（我が国の代表的なnO万k田島PWRについて行ったPSAの

結果P認Rでは、外部電源喪失による炉心損傷発生頻度は約6．6×1r9／炉年であり、

全炉心損傷発生頻度に対する寄与率は約4％である。）

　我が国において実施したPSA：と諸外国において実施したPSAでは評価手法の

詳細や使用するデータ等の前提において全て同一の考え方の下に実施されたもので
はない：ため、一概に比較するのは適当でないが、ここではNUREG－H50の評価結果

を参考として見てみることとする。図表3－18にその評価結果を示す。NUREG－11

50の評価においては、Surry，　Grand　Gulf炉のSBOが突出した事故シーケンスと

なっている。
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4．SBOに対する指針及び安全確保対策の評価

（1）安全設計審査指針に関して

　我が国の原子カプラントの電源設備は、安全設計審査指針に基づき高い信頼性と冗長性

　及び短時間の全交流電源喪失に対する原子炉の安全性確保等ヵ｛求められている。一方、

　我が国の原子カプラントの運転実績は約800炉年に達しており、この間、電源設備が

十分に高い信頼性を達成してきているかどうかを評価することは有用であり、このため

　各電源系統の信頼性、電源設備で発生した障害とそのプラントへの影響及び全交流電源

　が喪失した場合の原子炉の耐久能力を評価した。

（

（

①我が国の原子力発電所においては、これまでにSBOの事例は生じていない。なお、国

　外において発生した主なSBO事例として、米国の軽水炉において発生した3件の事例

　．について調査した。これらの事例からの我が国の原子力発電所への反映事項としては、

　設計や運転管理の状況が必ずしも同じでないことから直接的に比較して検討することは

　困難であるが、一般的な教訓事項として、①ヒューマンエラー対策（運転員の教育訓練

　等）の重要性く及び②電源設備を含めた原子炉施設の安全を確保するための施設に対す

　る原子炉停止時の適切な点検及び保守計画の重要性等について再認識すべきであると考

　えられる。

②外部電源喪失頻度につ、・て、我が国の実績は約0．．01／炉年で、米国の実績約0。1

　／サイト年に比べ1桁程度低い。我が国の実績は、全て発電所外の送電線路に原因するもの

　で、この送電纏路の原因による発生率は米国とほぼ同じであるが、米国では発電所内の

　原因による発生事例が多いため低い信頼性となっている。

③外部電源喪失時の復旧性能について、我が国の原子カプラントの外部電源喪失の実績デ

　ータが少ないことを考慮し、ここでは原子カプラントに係わる事例に限定せず広く我が

　国の2回線送電線路の復旧性能を評価し、米国の原子カプラントの実績に基づく評価値

　と参考までに比較した。その結果、我が国の復旧性能は全般的に良好であり、例えば復

　旧性能の指標としての8時間復旧失敗確率は我が国では約1r3で、米国の最も信頼性の

　高いクラスタの場合の10邑2に比べても信頼性は高い。この比較は、概括的な比較であっ

　て相違理由についての正確な評価は困難であるが、我が国の良好な実績は、恐らく送電

　線路の構成等の相違によるものと推測される。なお、我が国の原子カプラントの実績で

　は、すべて30分以内に復旧しているが、米国では復旧に最大19時間（1989年までの銃計）

　を要した事例がある。

④EDGの起動の失敗確率について、我が国の最近10年悶の実績は、約5．5×1r』／de口and

　で、これは米国の実績約2×10．2／demandに比べて信頼性が高く、二丁信頼性向上対策の

　結果と評価される。今後は、EDGの起動時の信頼性と起動後の運転継綾信頼性につい

　てのデータをそれぞれ分離しつつ収集・整理し、故障の分析やPSAに反映していくこ

　とが望まれる。

⑤非常用直流電源（非常用蓄電池等）は万一のSBO時に特に重要であり、我が国の原子
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　カブラントにおいて非常用蓄電池の容量は5時間以上の（負荷の一部切り離しベース）で

　ある。非常用直流電源設備の信頼性について、我が国ではこれまでのところ蓄電池性能

　の劣化も含め機能の喪失事例は経験していない。従って、非常用直流電源設備の信頼性

　は高く維持されていると考えられるが、引続き国外の事例等を収集・整理し、これらか

　ら得られる教訓を基に信頼性の確保に努めることが望まれる。なお、米国においては非

　常用直流電源系の非常用蓄電池等の故障事例が報告されている。また、非常用蓄電池の

　容量は、例えばSurryにおいて、負荷の一部切り離しを行った場合1ζは4時間と評価され

　ている。

⑥このように我が国の外部電源系統、EDG及び非常用直流電源設備の信頼性は良好であ

　るが、更に万一のSBOを仮定した場合の原子炉の耐久能力を評価した。即ち、原子炉

　の耐久能力は既に手順化されている対応操作により、蓄電池負荷の一部の切り離しを行

　う等により、5時間以上と評価される。試みに、米国のRG1．155｝こ基づいて我が国のプ

　ラントの米国の新しい規制に対する適合性を評価した場合、EDGの信頼性及び発電所

　周囲の気象条件について我が国におけるそれらの特性を勘案すると耐久能力の時間は全

　てのプラントで4時間となり、これに対し我が国の代表的なプラントのSBOに対する

　原子炉の耐久能力は、既に手順花されている蓄電池負荷の一部の切り離しを行う等の対

　応操作により、約5時間以上と評価されることから、米国NRCのSBO規則に対する

　条件を満たしている。これらのことから、我が国のプラントのSBOに対する耐久能力

　は良好であると言える。

⑦我が国の代表的プラントについて行ったPSA結果（内的事象のみを起因事象とした。）

　によれば、全炉心損傷頻度は小さく、SBOによる炉心損傷頻度自体も小さい。なおP

　WR及びBWR－3では、　SBOは炉心損傷に寄与する主要因ではなく、一方BWR－

　4／5では、PWR及びBWR－8に比べその寄与割合は高いものの、　SBOによる炉

　心損傷頻度それ自体は小さい。

⑧主要諸外国においては、外部電源及び非常用所内電源の設置等について我国とほぼ同様

　な規制上の要求となっている。また、主要諸外国におけるSBOに対する規制上の要求

　につ、、ては、米国及び仏国がSBO（長時間のSBOを含む）に対して規制上の要求を

　行っている。英国及び出国は、我国とほぼ同様な規制上の要求となっている。

（2）安全評価審査指針に関して

　　上記「4．（1）」のように、我が国のプラントの電源系統の信頼性は現状において高く、

　また信頼性の維持・向上に努力が払われている。SBOの発生確率は小さい。また・万

　一のSBOに対しても短時間で外部電源等の復1日が期待できるので原子炉が重大な事態

　に至る可能性は低いと考えられる。
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（3）安全性の一層の向上に関して

①我が国のプラントのSBOに対する安全性の現状は、良好な運転・保守管理等に基づく

　ものであり、これを継続していく努力が必要である。さらに、安全性を向上していくた

　めには、運転員が手順書に習熟していくことはもちろんのこととして、今後新たな知見

　が得られた場合には、これを適切に設計・運転・保守管理、手順書等に反映していく努

　力が必要である。

②国内の代表的プラントのPSAの結果によれば、SBOによる炉心損傷頻度は特段高く

　はなっていないが、原子力安全委員会としてはシビアアクシデント対策としてのアタシ

　ゲントマネージメントの奨励を決定しているところであり、個別プラントのPSAによ

　りS日Oによる炉心損傷頻度の検討を行うとともに、より一層効果的なアクシデントマ’

　ネージメント等の整備に向けて、その検討に努めていくことが重要である。

③近年、海外のプラントにおいて原子炉停止時に非常用所内交流電源が喪失した事例も生

　じていること及び定期点検時の機器の分解点検等により安全系等の系統・機器の冗長性

　が失われる可能性があることから、原子炉停止時の運転管理等については、十分に注意

　を払うことが肝要である。なお原子炉停止時のPSAについて、今後その検討が望まれ

　る。

（
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