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1．耐震設計の基本的考え方と
耐震バックチェックについて

願事親鸞詰繭の嗣麗設計の基春闘蕃嘉男

原子力発電所の耐震設計は、原子力安全委貴会が定めた
「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」に従い設計

その基本的考え方は、
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最新知見を考慮した基準地霞動の策定を憂求

嗣麗設計馨蕊指鈍の韻語ほ揮う期藤

命新耐震指針は、最近の地震学や耐震工学の成果に立脚

⇒　一層の硫震安全性の陶土

㊧寧発着の串間評価（注〉結果報告（

（注）中間評価とあるが、基準地霹動の案定、安全上重重な設備に関する耐震安全性の評価で
あり、発電所の基本的な耐震安全性の確認を行うもの

∪



福萬競闘原音鬼籍麗噺3母機の嗣麗襲金牲評価
（串間評価）は採る尉旛

囲平成20年3月事業者から5号機に係る申開評価（注）結果報告

園平成21年4月事業者から3号機に係る中間評価（注）結果報告

圏平成21年7月福島第一原子力発電所の基準地震動Ssの策定及び
5号機の主要な施設の耐震安全性に係る評価（中間
評価）結果が妥当である旨公表

園平成22年5月　耐震，構造設計小委員会構造WGにおいて、3号機の

評価について、経済産業大臣指示に基づき特別な扱
いとして実施することを説明。

ヽ　園平成22年7月3号機の主要な施設の耐震安全性に係る評価（中間

評価）結果が妥当である旨公表

（注）中間評価とは基準地震動の策定、安全上重要な設備に関する耐震安全性の諷面であり、
9∴∴∴∴発癌厭の基本的な耐震安全性の確認を行うもの
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葉韓国
バックチ宜ツタの芳法（幕準鞄震動の策蓮）
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日 

三、 

※3号濃の主要な施設の耐震安全牲評価については、
5号機の検討に際して策定した森島第一原子力発
電所の基準地震動を用いた。

2．原子力安全〇保安院の評価結果※

※専門家による審議に基づく原子力安全“保安院の評価結果

（3号磯の主要な施設の耐震安全性）については、

平成22年7月26日、東京電力に通知するとともに、

HP（http：／／wwwnlSa．meti．gojp／）にて公表済み

パックヂ孟ツタ結果の審議鯨嗣
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包胃磯の諮問言問軽蔑準鞄震動Ss

既に5号機の評価において（平成21年7月21日に公表済）、福島第一原子力発電所の
基準地震動Ssは妥当なものと判断している。

基準地震動の最大加速度値※

昌堰愉a劃ミミ一周　　　　　　　　　　　　　　　　著聞白田鶏5，－IV
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基準地震動Ssの離す用応答スペクトl時論第‾野力発電所）

＼ �水平方向 �鉛直方向 

S5－1 �．450Gal �39OGai 

S5－2 �609daI �400Gai 

Ss－3 �4聖GaI �aPOGal 

※Ss－2の応答スペクトルは宿鳥銃一・福島
第二原子力発電所で異なるものの．最大
加速度値は両サイト同一の値となっている。

バッタ茸里ツタの境港（蘭震襲食糧評鏑）

基準地震動Ssを策定し、下記の施設等の耐震安全性評価を実施。

安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価

（原子炉廷屋）

安全上重要な機器“配管系
の耐震安全性評価

地震随伴事象に対する考慮 “（周辺斜面、津波） 

種 � � � �漢 

清 �砧 �� 

「：∴∴∵ 　碑→一己一一高志面 ���� �� 屋外雪華土木構造物 の耐震安全性評価i �� 

星雲地震動Ss

※福島第一原子力発電所3号箆の評価においでは、5号残と同様に

巨星で囲った澱のうち輩なものについて細

講簡騎怨施設（福島第一原子力発電所3号機）

因原子炉を「止める」，「冷やす」，放射性物質を「閉じ込める」に
係る安全上重要な機能を有する次の主要な施設

「止める」
“剖御棒（福大性）
回炉心支持構造物

「冷やす」
“残留熱除去系ポンプ
・残留熱除去系配管

「閉じ込める」
9原子炉圧力容器
‘主蒸気系配管
・原子炉格納容器
・原子炉建屋

馨議の薄命痔

◇主要な施設の耐震安全性に係る審議については、5号機の主要な施設との
類似点に着目し、耐震設計審査指針の改訂に伴う5号機の耐震安全性にか
かる当院の評価結果（平成21年7月21日に公表済）を最大限に活用すると
ともに、相違点に着冒して審議の重点化を図った。

◇　主要施設を対象に仕様、評価条件等の類似点、相違点を考察した結果、3
号機と5号機の多くの施設に類似点が多いものの、若干の差異が認められた。
・主な類似点：原子炉建屋の形状、主要な機器等の基本的な配置、解析“評

価の手法、解析“評価の条件
“主な相違点：原子炉建屋の基礎の形状、地上部の耐震壁の壁厚、配管経

路及び支持構造物の設置位置等の詳細、配管の減衰定数

◇これらの差異に着目した審議のポイントについては、次のとおり。
“建物“構築物：中越沖地震を踏まえた反映事項に係る対応のうち地震応答

解析モデルの妥当性の検討
“機器・配管系：残留熟除去系配管及び主蒸気系配管の評価の詳細検討

等
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福薗競闘原音鬼籍闇噺3母機の嗣麗頭金駐韓個
（串間評価）は繰る新鹿

囲平成20年3月事業者から5号機に係る申開評価は）結果報告

園平成21年4月事業者から3号機に係る中間評価（注）結果報告

圏平成21年7月福島第一原子力発電所の基準地震動Ssの策定及び
5号機の主要な施設の耐震安全性に係る評価（中間
評価）結果が妥当である旨公表

園平成22年5月　耐震・構造設計小委員会構造WGにおいて、3号機の

評価について、経済産業大臣指示に基づき特別な扱
いとして実施することを説明。

ヽ　園平成22年7月3号機の主要な施設の耐震安全性に係る評価（中間

評価）結果が妥当である旨公表

（注）中間評価とは基準地震動の策定、安全上重要な設備に関する耐震安全性の甜面であり、
9∴∴∴∴発馬所の基本的な耐震安全性の確認を行うもの

バックチ甚ツタの着港（馨準鞄震動の籠蓮）
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※3号駿の重要な施設の耐震安全牲評風こついては、
5号機の検討に際して策定した怒島第一原子力発
電所の基準地震動を用いた。

2．原子力安全〇保安院の評価結果※

※専門家による審議に基づく原子力安全・保安院の評価結果

（3号磯の主要な施設の耐震安全性）については、

平成22年7月26日、東京電力に通知するとともに、

HP（http：／／wwwnlSa．meti．gojp／）にて公表済み

パック事孟ツタ結果の馨議体制
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既に5号機の評風こおいて（平成21年7月21日に公表済）、福島第一原子力発電所の
基準地震動Ssは妥当なものと判断している。

基準地震動の最大加速度値※

鶴堰も8劃ミ章一問　　　　　　　　　　　　　　　　答都合日量）5，－IV
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基準地震動Ssの設計用応答スペクトル（福島第‾野方発電所）

＼ �水平方向 �鉛直方向 

S5－1 �．450Gal �390Gai 

Ss一之 �メ　600GaI �400Gai 

Ss－3 �4聖GaI �89OGal 

※Ss－2の応答スペクトルは梅島第一・福島
第二原子力発電所で異なるものの．最大
加速度値は両サイト同一の値となっている。

バッタ芳崖ツタの芳濃く蘭露襲食糧謡鏑）

基準地震動Ssを策定し、下記の施設等の耐震安全性評価を実施。

安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価

（原子炉廷屋）

安全上重要な機器“配管系
の耐震安全性評価

地震随伴事象に対する考慮 ”（周辺斜面、津波） 

種 ��� � ��漢 
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墓等地震動Ss

※福島第一原子力発電所3号箆の評価においでは、5号桟と同闘こ

巨星で囲った澱のうち輩なものについて細

（福島第一原子力発電所3号機）

困原子炉を「止める」，「冷やす」，放射性物質を「閉じ込める」に
係る安全上重要な機能を有する次の主要な施設

「止める」
“剖御棒（福大性）
“炉心支持構造物

「冷やす」
・残留熱除去系ポンプ
・残留熟除去系配管

「閉じ込める」
9原子炉圧力容器
e主蒸気系配管
・原子炉格納容器
・原子炉建屋

馨議のポイント

◇主要な施設の耐震安全性に係る審議については、5号機の主要な施設との
類似点に着目し、耐震設計審査指針の改訂に伴う5号機の耐震安全性にか
かる当院の評価結果（平成21年7月21日に公表済）を最大限に活用すると
ともに、相違点に着目して審議の重点化を図った。

◇　主要施設を対象に仕様、評価条件等の類似点、相違点を考察した結果、3
号機と5号機の多くの施設に類似点が多いものの、若干の差異が認められた。
“主な類似点：原子炉建屋の勧犬、主要な機器等の基本的な配置、解析“評

価の手法、解析“評価の条件
“主な相違点：原子炉建屋の基礎の形状、地上部の耐震壁の壁厚、配管経

路及び支持構造物の設置位置等の詳細、配管の減衰定数

◇これらの差異に着目した審議のポイントについては、次のとおり。
“建物“構築物：中越沖地震を踏まえた反映事項に係る対応のうち地震応答

解析モデルの妥当性の検討
“機器・配管系：残留熟除去系配管及び主蒸気系配管の評価の詳細検討

等

⊂）


