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1　はじめに

福島第一原子力発電所における事故発生以来，
各原子力発電所は，各種の安全向上策が採られて
いる。柏崎刈羽原子力発電所においても，新しく
施行された規制基準を満たすべく安全対策がなさ
れ，運転再開に向けての安全審査を申請中であ
る。この状況についての知見を深めるため，原子
力・放射線部会の主催で，2013年5月の浜岡原
子力発電所の見学会に引き続き，2014年5月
23日に，9部門（機械，電気電子，化学，建設，
上下水道，衛生工学，情報工学，応用理学，原子
力・放射線）の23名の参加を得て，柏崎刈羽原
子力発電所の見学会を開催した。本論では，発電
所の概要，安全向上策，等について報告する。

2　見学の概要

JR柏崎駅に集合し，大型バスにて発電所に向
かった。発電所構外のサービスホールで発電所概
要と安全向上策に対する基本的な考え方等の説明
を聴いた後，大型バスに東京電力の案内者6名が
同乗し発電所構内の見学場所を廻った。建屋内に
ついては，ギャラリーから6号機原子炉建屋・
タービン建屋の運転階を見学した。サービスホー

ルに戻り，東京電力の林副所長他と質疑応答を
行った。安全強化策の実施状況について参加者各
自の眼で把握することができ，また，活発な質疑
応答が行われ有意義な見学会となった。

3　発電所の概要

柏崎刈羽原子力発電所は，柏崎市（1～4号
機），刈羽村（5～7号機）にまたがって位置
し，その敷地の割合は約7対3である。合計7基
の発電設備があり原子炉の型式は沸騰水型で，総
電 気 出 力821万2千 kW（ 沸 騰 水 型 原 子 炉

（BWR）1～5号機110万 kW/基，改良型沸騰
水型原子炉（ABWR）6～7号機135.6万 kW/
基）の発電容量を有している。2～4号機は，
2007年7月の新潟県中越沖地震以来停止して
いる。2012年3月に6号機が停止し，その後
は，全基運転を停止している（写真1）。
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写真1　1 ～ 4号機側1）2）
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4　発電所の安全向上策（見学内容）

4.1　安全向上策の基本的考え方
新潟県中越沖地震と平成23年（2011年）東

北地方太平洋沖地震を踏まえて，深層防護4）5）

の各層・各機能の対応能力の厚みの向上と，恒設
設備と可般式の組合せを安全強化策の基本方針と
している。前者では設計基準と設計基準を超える
状態のそれぞれに対策し，各層の多重性に加え，
それぞれの層の多様性，位置的分散を重視してい
る。また，福島第一原子力発電所事故のような重
大事故（シビアアクシデント）に備えた手順・訓
練の強化や，資機材調達・輸送，事故時放射線管
理，社会への情報発信など事故対応が十分できな
かったソフト面の課題についても対策を積み上げ
ている。

4.2　防潮堤3）

これまでの津波の想定高3.3 mを見直し，最
高6 m（遡上は最高8.5 m）とし，新たに設置
した防潮堤の高さは海抜15 mとして対策してい
る。防潮堤の内側敷地内に流入した海水を海に戻
すための逆止弁機能を有する排水口が防潮堤に設
けられている（図1）。

（1）1～4号機側（敷地面の高さ海抜約5 m）
高さ約10 mの鉄筋コンクリート製で，上部の

厚さ約1 m，下部の厚さ約3 m，基礎杭の深さは
約20 m～50 mの構造となっている（写真2）。

（2）5～7号機側（敷地面の高さ海抜約12 m）
海抜12 mの敷地に高さ約3 mのセメント改

良土の盛土による防潮堤を新たに設置している
（写真3）。

図1　安全対策の配置高さのイメージ（1～4号機側）3）

4.3　1～4号機建屋，開閉所
海水が防潮堤を乗り越え敷地が浸水しても，原

子炉建屋外壁を海抜15 mの防潮壁や防潮板で吸
気口を覆うなどして建屋の中は浸水しないように
なっている。新潟県中越沖地震に伴い，建屋外の消
火系配管は地下から地上敷設としている。開閉所で
は送電線を固定するための引留鉄構や遮風壁の取
り替えなど耐震性の向上が図られている（写真4）。

4.4　電源・注水設備配備状況3）

浸水を防げずプラント本来の非常用電源が使え
ない際の対策として，高台に緊急用高圧配電盤

（海抜約27 m），空冷式ガスタービン発電機車と
制御車を3セット（海抜約35 m），さらにその
バックアップとして23台の電源車を配備してい
る。空冷式ガスタービン専用に5万リットル地下
軽油タンクを3基設置している。非常時の注水と
冷却手段として，消火用3台を含む42台の消防
車，7台の代替海水熱交換器車，3台のコンク
リートポンプ車を配備している（写真5～7）。

4.5　貯水池
水量約1万8千トンの淡水貯水地が海抜45 m

の高台に設けられている。貯水池の近くには2カ
所の井戸が掘られ，1日あたり500トンの補給
が可能となっている。

写真4　1号機防潮壁・防潮板1）

写真2　1～4号機側防潮提1） 写真3　5～7号機側防潮提1）
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4.6　展望台
建設中のフィルタベント設備，排気筒の耐震強

化状況等を眺望することができた。フィルタベン
ト設備は，炉心損傷を防止するため，格納容器内
の水蒸気を排出するとともに，万一炉心損傷に
至った場合に，格納容器内の水蒸気や水素がこの
装置を通過する過程で，希ガスなどを除く放射性
微粒子を99.9 ％以上取り除き，敷地外の土壌汚
染を大幅に抑制する目的で設けられた。

4.7　免震重要棟
新潟県中越沖地震の反省を踏まえて設置された

免震重要棟は，震度7クラスの振れを1/3～1/4
程度に低減でき，また，建物内の汚染拡大や人員
の放射線被ばくの防止対策が施され事故時の対応
拠点となる。福島第一・第二原子力発電所にも，
新潟県中越沖地震後，同様に緊急対策室を有する
免震重要棟が整備された。福島第一原子力発電所
事故対応時，この免震重要棟が現場指揮の拠点と
しての役割を果たした。

4.8　 6号機建物内ギャラリー
ABWR6，7号機中央制御室は工事中のため，

室内（制御盤）を見ることはできなかった。パネ

ルにより，大型表示板やタッチパネル等ABWR
中央制御盤の特徴や，運転体制の見直し等につい
て説明があった。事故時は初動が重要との反省に
立ち，従来は運転員のみで班を構成していたが，
保全員を班の中に入れ，設備に関する知識や，い
ざというときの現場対応が可能なように班体制を
見直している。事故時についてはアメリカに倣
い，支援体制を構築しつつあり，最近視察に行っ
たアメリカの訓練で行われていた方法（当直長に
報告をさせるのではなく，当直長が付けているマ
イク音声を通じて聞き取り，本部で対策を検討）
や「あさま山荘事件」の指示の再現等も参考にし
て改善に取り組んでいる。

原子炉運転床では，新潟県中越沖地震を踏ま
え，天井クレーンレールの耐震補強，地震時のス
ロッシングによる水を防ぐため手すり部に板を追
設している。水素処理設備や格納容器頂部水張
り，原子炉建屋トップベント設備，ブローアウト
パネル解放手段の整備など重大事故対応設備の説
明があった。触媒式水素再結合器は，格納容器か
ら漏洩した水素を電気を使わず触媒により処理し
て水素濃度を低減するもので，事故時の水素挙動
解析に基づき，天井部ではなく中間壁付近に配置
されている。

4.9　現場見学後の質疑応答
東京電力の副所長他案内者と見学参加者との間

で次の質疑応答があった。
①   Q：新潟県中越沖地震の際，廃棄物ドラム缶

が転倒したと報ぜられている。その後，転
倒防止をどのように見直したのか。

　   A：3段積みを2段積みとし，リテーナー（金
枠のラックのようなもの）に収納するように
した。（1 000 gal相当で加振試験を実施
し，それに基づいて構造をきめた）

②   Q：他の発電所では竜巻対策が検討されてい
る。柏崎刈羽原子力発電所での対策は？

　   A：増設した軽油タンクは地下設置となって
いるが，他電力の取り組み（マンホールの
蓋止め等）も参考にして，地上型の軽油タ
ンクを含めた竜巻対策は評価検討中である。

写真5　空冷式ガスタービン発電機車3）

写真6　電源車3）

写真7　代替海水熱交換器車3）
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③   Q：安全強化対策に対する地元の意見はどの
ようなものか。

　   A：フィルタベント設備の地下式フィルター
タンクを追設したのは地元要請を反映した
一例である。新潟県に技術委員会が設けら
れていて審議内容は公開されている。フィ
ルタベント設備を起動させる際のシナリオ
の想定について，当該委員会では，6，
18，25時間後と3ケースについて議論し
ている。

④   Q：緊急設備の保守については通常設備と別
の体制をとっているのか。また，緊急設備
担当者のモチべーション維持に問題が生じ
ていないか。

　   A：緊急事態が起こったときには緊急体制を
とる。緊急事態に備える訓練，緊急設備の
保守・点検等も常にできることが仕事の条
件なので通常業務の一部として捉えてい
る。個々人の作業量は増加しているがモチ
ベーションは維持されている。さらには，意
識教育が重要と考えている。

⑤ Q：広報で事故後工夫したことはなにか。
　   A：一般の人に対して，事故前は安全装置の

話しかしなかったが，今はなぜダメになった
のかを説明している。事故後，PR館を訪れ
る人は3分の1になった。しかし，発電所を
見学したいという人は増えている。発電所
で毎月発行している広報誌やホームページ
を通して，今後とも情報公開に努めるとと
もに，発電所見学希望増加に対応していく。

⑥   Q：福島第一原子力発電所事故の反映につい
て特に行っていることは何か。

　   A：対応が十分かどうか事故経験者に現場や
訓練の様子を見てもらい，何のためにやっ
ているのか等さまざまなコメントを受け改
善に努めている。

5　見学を終えて

福島第一原子力発電所の事故の教訓を反映した
新たな規制基準が施行され，地震や津波などの自
然現象への対策で不足していたと考えられた部分

についての要求や，従来電力会社の自主的な取り
組みだった設計基準を超える重大事故への対策が
盛り込まれている。さらに，海外の知見から人為
的な航空機の衝突などテロに備える施設の整備の
ほか，サイバーテロも想定することを求めてい
る。今回の見学会ではこれら全ての整備状況を見
ることはできなかったが，新規制基準に対応する
ことで原子力発電所の安全性は高まりつつあるこ
とを確認することができた。また，原子力発電所
を速やかな再稼働に向けて，新規制基準をクリア
するだけでなく，安全に対する絶えざる努力を重
ねている電力会社の姿勢を窺い知ることができ
た。原子力発電所の安全性の向上については，電
力会社を含む産業界，国，研究機関，教育機関な
ど全ての関連組織や社会が協調することが不可欠
であり，技術士の果たすべき役割について想いを
馳せながら帰路についた。

最後に，安全対策に多忙な現場への案内を受け
入れ，詳細な技術的な質疑に対応していただき，
貴重な機会を与えていただいた東京電力の関係者
の方々に深く感謝する。
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