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1　はじめに

原子力・放射線部会の掲げる活動方針の一つに，
「3.11事故を風化させることなく，原子力安全の
基盤となる安全文化醸成に資する活動を行うこと」
がある。部会員が社会に接する場面で活動する時，
自分の言葉で事実を伝えられるように準備しておく
ことは活動する上で重要である。そのためには，各
電気事業者がどのように取組み，努めてこられた
のかを机上に留まらず，自分の目と耳で直接現場に
出向き現状を知ることが肝要で，過去数回に渡って
各所で視察の機会をいただいてきた（表1）。

過去の視察では，今まで東北地方太平洋沖地震
で事故を起こした福島第一原発と同じ沸騰水型の
原子力発電所（以下，BWR と称す）を中心に，
教訓にもとづく反省と対策状況の把握を優先して
きた。一方，同地震から 7 年余が経過し，九州
電力，関西電力，四国電力の原子力発電所で順次

表 1　過去 5 年間の視察先と内容

運転が再開されている。これらの状況について知
見を深めるため，原子力・放射線部会の主催で，
2018 年 10 月 21 日に福井県の関西電力大飯
発電所，翌日に原子力発電訓練センター（以下，
NTC と称す）の見学会を開催した。なお，NTC
は大飯発電所と同じ加圧水型の原子炉を有する発
電所の運転員の教育を担っている。

発電所の見学を第 2 章に，訓練施設の見学を第
3 章に報告する。また，この機会に，視察先である
福井地区に居住，在勤する会員の方々と情報交換
会を地域連携（平時からの交流手段）の観点から
企画，実施した。同会の様子を第 4 章で紹介する。

2　大飯発電所の見学

大飯発電所は甲子園球場の約 50 倍の敷地面積

写真 1　大飯発電所（関西電力殿御提供資料 1）より）
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運転中の大飯発電所と運転員を育成する訓練施設の二つの原子力関連施設を視察した。新規制基準の対応
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を有する。1 号機と 2 号機は 2018 年 3 月に運
転終了し，3号機と4号機が運転中である（写真1）。
運転中の発電所には，福島第一原発の事故後，従
来と比べて大幅に規制を強化した新規制基準を適
用して 3 号機が 2018 年 4 月に，4 号機が同年
6 月に本格運転を再開した。両機は，加圧水型の
原子力発電所（以下，PWR と称す）である。通
常時，2 000 人（社員 500 人＋協力会社 1 500
人），ピーク時は 4 300 人が従事する。54 ％は
福井県出身，うち 10 ％は大飯町在住である。

（1）発電所見学の行程
大飯発電所での新規制基準にもとづく「福島第一

原発事故の対応として設備増強，特定重大事故等対
処施設」の概要説明に引き続き，大飯町の自然と歴
史に特化した紹介があった。その後，見学用バスに
乗車し，仮想立体視メガネ（VR スコープ）を併用
して車中より各施設を見学した。またシースルー見
学では，施設へ入構し，ガラス越しに見る燃料取扱
エリアを標準的な見学行程に追加して見学，最後に
質疑応答・意見交換と対応していただいた（表2）。

（2）安全対策の状況
福島第一原発事故の教訓を反映して，2013

年 7 月に施行された新規制基準では，事故発生
防止 , 事故進展防止，事故拡大防止 , 万一へのさ
らなる備えの安全強化が要求されている。上記要
求への具体的な対応を整理すると表3（参考文献
3 を基に作成）に示すとおりである。これらの内，
代表的な対応状況について現地視察した。

（3）発電所の見学内容
① 新規制基準の適用事例

自然現象（地震，津波，竜巻，外部火災等）から
発電所を守る備えの内，津波対策としては防波堤
を3 mかさ上げして現在8 mに，また非常用ディー
ゼル発電機建屋は水密扉が設置されていた。竜巻
飛来物対策としては，海水ポンプ室外壁に鋼板を
設置し飛来物の貫通を阻止，対策されていた。また，

表 2　視察行程の概要

森林火災の延焼防止対策としての防火帯は，発電
所施設周辺の樹木を伐採し 18 m 確保していた。

また，万一事故が発生してもその後の事故進展
を防止するための設備として，例えば電源強化の観
点では，非常用ディーゼル発電機が使えなくなった
場合を想定し，空冷式非常用発電装置や電源車が
設置されていた。また，冷却機能の強化の観点では，
海水ポンプが使用できない場合の海水取水手段の
多様化を目的に，バックアップ設備として，海水ポ
ンプモータの予備品と大容量ポンプ車が備えられ
ていた。同じように，炉心の直接冷却手段や蒸気発
生器による冷却手段の多様化を図っていた。これら
は自然災害から被災しにくい場所に設置し，移動式
であることから，必要時に接続できる仕様であった。

一方，意図的な航空機衝突等のテロ対策施設に
ついては今回確認できなかった（工事計画認可後
5 年後までに整備することになっている）が，重大
事故を想定した事例として，水素爆発防止策や所
内ルート確保の観点からガレキ撤去用重機等が構
内に配置，作業員への環境確保としては，緊急時
対策所や免振事務棟（建設中）の状況も確認できた。
② 燃料取扱エリア

鉛材が織り込まれた透明なガラス越しに燃料取
扱エリアの見学を行った（シースルー見学）。徒
歩で施設内へ入構し，新燃料貯蔵庫，燃料検査ピッ
ト，監視用カメラ，使用済燃料ピット等の現場視
察と説明を受けた。臨界（核分裂が継続する状態）
に達しないよう，収められる専用の燃料ラックに
おいて定められた設置間隔が保たれていた。
③ 一般の方々に向けた説明の工夫

原子力発電がどのような仕組み，構造で作られ
ているのか，VR スコープ（図1）をうまく活用
して，安全に対する理解促進に努められていた。

表 3　大飯発電所安全強化策
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建屋の壁や格納容器を取り外したら中はどうなっ
ているのか，透かして見たいところに視線を移すと
未来の教科書の感覚で，360°目の前に映し出され
ていた。これは実機を見る情報量を超越し，能動的
な（見たい意志に従った場所を見られるとの）見学
者の理解に大きなメリットを感じた。津波と竜巻の
対策にどのような効果を期待しているのかについて
も VR を交えての説明で，専門家でなくとも容易に
理解できた。従来は，模型やテレビモニタ等を通じ
た情報提供が主流で，多くの想像力と事前の知識
が必要であった。現場で実物と見比べながらイメー
ジできる本手法は，地域住民他一般の方々に向け
た情報公開と信頼回復に向けた取組み，双方向のコ
ミュニケーションツールとしての好実例と感じた。

（4）質疑応答・意見交換
3・4 号機の安全性向上対策，1・2 号機の廃炉

措置の状況，原子力発電の信頼回復の三点の取組
みについて，事前に当部会で集約した質疑，意見
をもとに御教示，意見交換させていただいた。こ
の内，技術士活動の参考になるリスクコミュニケー
ションと安全文化醸成活動を例に以下に列記する。

Q：住民とのコミュニケーションは震災後変化
したか。説明が浸透したかを測る手段はあるのか。

A：地域住民に対する個別訪問やケーブル TV を
活用してのより広い範囲での説明は継続し，より頻
度を上げて対応してきている。一方で，立地地域，
周辺にお住まいの方々への原子力発電の安全性に
ついて理解を得る活動として発電所構内での見学
会を企画し，VR スコープの活用もその一つである。
浸透度のカウントはできていないが，これまで以
上に地元をはじめ多くの一般の方々への現場見学
の機会を増やし，見てもらいたいと思っている。

Q：地方自治体の防災計画の策定にあたり，ど
のように自治体と関わり，協同しているのか。

A：地域防災計画は大飯町が，事業者防災計画
は関西電力が作り，周辺地域も含め各自治体へ説
明してきた。

Q：現場で毎日の危険予知活動や作業前ミー
ティング活動などは行われているのか。

A：いずれも数多く実施してきた。工夫した点は，
現場の状態を重視したプラントウォークダウンを
取り入れ現場感覚を養えるようにしたことと，トラ
ブルに対し，安全協議会や各発電所との情報の吸
上げと共有を重視するようにしたことである。終わ
りのない安全対策にこれからも尽力していきたい。

3　訓練施設の見学

NTC は1972 年設立，現在は PWR 型発電所に
応じた 4 機のシミュレータを有している。2017
年度までの総受講者は 21763 人であり，受講者
の多くは PWR 型発電所の中央制御室で従事して
いる運転員である。受講者のレベルに応じ，原子炉
制御員になるための初期訓練コース，継続的に経験
を積むためおよび運転責任者が資格更新するため
の再訓練コース，チームワークと当直長のリーダー
シップ向上を目的とした直員連携訓練コースと大き
く 3 つのコースが設けられている。また，海外向
け特別訓練も実施しており，現在までに中国，ベト
ナム，トルコなどからの受講者を受け入れている。

（1）訓練施設の見学内容
4 機の内，3 号シミュレータ（本格運転再開し

た大飯発電所 3 号機をモデルとしている）を用い
て事象の推移を模擬し，訓練内容や設備について
見学した。具体的には，地震及び津波による全交
流電源喪失，過酷事故（シビアアクシデント）等
であり，PWR 特有の事象推移を，実機制御室と同
仕様の制御盤から原子炉の温度，圧力，水位，中
性子束，また敷地周辺の放射線レベルなどのパラ
メータの変化，事象進展による傾向，警報発報状
態等について体感し，理解を深めることができた。

（2）質疑応答・意見交換
ヒューマンエラーの知見が，失敗事例データと

して再訓練時に活かされること等，訓練や人材育

図 1　VR スコープ（関西電力殿御提供資料 2）より）
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成に関わる質疑応答があった。また，再生可能エ
ネルギーの増加に伴う負荷追従運転に対する火力
発電と原子力発電の特徴と活用方法，水力発電を
代表する運転員の勤務体系との違い等について，
意見交換を行った。

4　地域連携を見据えた情報交換会

関東圏とそれ以外の地域の部会員とは普段，直
接の交流をもうけることが難しい。今回の見学先
が福井県であること，また日程が日曜日を含んで 2
日間という従来と比較して行程に余裕があること
から，活動状況報告を兼ね福井県登録部会員と情
報交換会を開催した。

参加者には，自己紹
介を兼ねた活動報告
シート（図2）を提出
願い，予め集約，当日
配布し，近年の活動状
況や部会への期待等，
個々人に発表いただい
た。その後，小テーブ
ル毎の参加者間での情
報交換やディスカッ
ション，最後に他部会
からの参加者を含め，
数名から所感を述べて
もらった。

福井県は関西電力や日本原子力発電の発電所，
日本原子力研究開発機構の原型炉等，原子力関連
施設が数多く設置されており，部会員数が多い地
域の一つである。情報交換会を通じて，当部会と
しての総力を発揮できる環境整備，今後の活動を
見据えた地域連携の基盤作りの一歩を踏み出せた
と感じた。また，各個人としては一層の資質向上
への取組みに反映させること，同士が身近にいる
ことの再認識から活動への理解と意識高揚へつな
がり，明日からの業務に良いモチベーションをも
たらすことができたとの良い印象を持てた。

5　おわりに

本視察では大飯発電所および訓練施設における

安全性強化の取組み状況を現場で直接見て訊くこ
とで，ハードとソフトの両面で理解を深められ
た。特に後者のリスクコミュニケーションや安全
文化醸成では，国民に納得してもらうためには異
論を含め多くの意見を訊こうとの謙虚な姿勢が窺
えた。その成果の定量的な評価は難しいが，弛ま
ない継続研鑚によって国民からの理解を獲得して
いくことが重要であると改めて実感した。

最後に，多忙な現場への案内を受け入れ，詳細
な質疑に丁寧，真摯に対応していただいた関西電
力および原子力発電訓練センターの皆様に，この
場をお借りして改めて深く感謝申し上げる。

本見学会は，本誌記事がきっかけとなり他部門
の方からのお声掛けをもとに実現した。部会間連
携，地域間連携の具体的な活動事例を示せれば嬉
しく，また本誌の広報としての意義を改めて感じ
た次第である。
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図 2　活動報告シート


