
II 高浜原発 1, 2号機の40年超えについて

II -1 パブ、コメ案内（規制委、 2月25日～）

関西電力株式会社高浜発電所1号、 2号、 3号及び4号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書

に関する審査書案に対する科学的・技術的意見の募集について

平成28年02月25日原子力規制委員会

http；目／／www.nsr.go.jp/procedure/public_co醐 ent/20160225_01.html 

原子力規制委員会は、平成27年3月 17日に関西電力株式会社から核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律（以下、原子炉等規制法という）第43条の3のB第l項の規定に基

づく高浜発電所1号、 2号、 3号及τJ(4号炉の原子炉設腎変更許可申請書を受理し、 「原子力

発電所の新規制基準適合性に係る審査会合Jにおいて審査を行い、審査の結果をとりまとめま

した。

下記の要領にて別添の「関西篭力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（ 1 

号、 2号、 3号及び4号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の6第1項第2号（技術的能力に係るもの）、第3号及び

第4号関連） （案） Jについて、科学的・技術的意見を広く募集いたします。

同審査書（案）に対する科学的・技術的意見がありましたら、以下の要領にて提出してくださ

。、
ー

ν

0意見募集案件

意見の提出に当たっては、電子政府の総合窓口 （e-Gov）の意見提出フォーム 別ウインドウで開

きますに掲載されている以下をご参照ください。

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（ 1号、 2号、 3号及び4号

発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律第43条の3の6第1項第2号（技術的能力に係るもの）、第3号及び第4号関連） （案）

また、意見の提出にあたっては、上記の資料のほか、以下を参照くた、さい。

高浜発電所 1・2 ( 3・4）号炉審査状況

http：／／明仰.nsr. go. 

jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/power_plants/takahama1234/index.html 

O意見募集案件

意見の提出に当たっては、電子政府の総合窓口 （e-Gov）の意見提出フォーム 別ウインドウで聞

きますに掲載されている以下をご参照ください。

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（ 1号、 2号、 3号及び4号

発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律第43条の3の6第1項第2号（技術的能力に係るもの）、第3号及び第4号関連） （案）

また、意見の提出にあたっては、上記の資料のほか、以下を参照ください。

高浜発電所 1・2 ( 3・4）号炉審査状況

0募集する意見の内容

上記、意見募集案件に対する、科学的・技術的な意見

II -2 改正原子炉等規制法（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律）

http：／／刊vhouko. com/OO/Ol/S32/166.HTM持s4目 2

（運転の期間等）

第43条の3の32 発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転するこ〉がで常 ,c',期
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盟i主、当該発電用原子炉の設置の工事について量組i三第43条の3の11第1項の検杏に合格した

日から記主主lJて40年とする。

2 前項の期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、 1固に限り延長する

ことができる。

3 前項の規定により延長する期聞は、 20年を超えない期間であって政令で定める期聞を超え

ることができない。

4 第2項の認可を受けよう左する発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めると

ころにより、原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

5 原子力規制委員会は、前項の認可の申請に係る発電用原子炉が、長期間の運転に伴い生ず

る原子炉その他の設備の劣化の状況を踏まえ、その第2項の規定により延長しようとする期間

において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合してい

ると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。

（発電用原子炉の廃止に伴う措置）

第43条の 3の33 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉を廃止しようとするときは、当該発電

用原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃

料物質によって汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める措置（以下この条

及び次条において「廃止措置j という。）を講じなければならない。

2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員

会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画Jと

いう。）を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3 第四条の6第 3項から第9項までの規定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用

する。この場合において、同条第3項中「前項jとあるのは「第43条の 3の33第2項」と、同

条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の33第2項及び前項」と、同条第5項及び第6

項中 f第2項Jとあるのは「第43条の 3の33第2項」と、同条第7項中「又はJとあるのは

「若しくはJと、 「汚染された物j とあるのは「汚染された物文は発電用原子炉」と、同条第

9項中「第3条第1項の指定Jとあるのは f第43条の 3の5第 1項の許可は、第43条の3の33

第2項の認可に係る発電用原子炉についてj と読み替えるものとする。

Il-3 毎日新聞社説2016年2月25日 東京朝刊

高浜原発 「40年ノレール」が崩れる

http: //mainichi. jp/ articles/20160225/ ddm/005/070/044000c 

原子力発電所は、運転開始から 40年で原則として廃炉にする。福島第1原発の事故後に作

られたこの r4 o年廃炉ノレールlが阜くれ骨抜＃にされようとしている。

原子力規制委員会は、福井県の関西電力高浜原発1、2号機について、新規制基準に適合し

ているとする、事実上の合格証をまとめた。 7月までに追加の審査に通れば、最長20年の延

長が可能になる。

高浜1号機の運転潔始は 19 7 4年 11月、 2号機は事75年 11月だ。両方ともすでに稼

働から 40年を超す老朽原発である。そんな原発を延命させるのは、安全面からも、将来の脱

原発の道筋からも認められない。

40年廃炉／レールは、 20 1 3年7月施行の改正原子炉等規制法に盛り込まれた。法改正当

時の民主党政権が「圧力容器が中性子の照射を受けて劣化する目安j とした。最長20年の延

長は「例外」に過ぎない。

このルールは施行後 3年の猶予期間があり、今年7月が期限になる。規制委は高邑lιi呈
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機について他の原発より点早〈、わずか 11カ月で審杏争終えた。厚遇が目立つ。

原子炉の圧力容器は、核分裂で発生する中件子争浴びるこ土で卒、ろくなる。高温、高圧力の

冷却水が通る配管も年月とともに劣化する。

高浜1、2号機はケーブル類の大部分が可燃性だった。新規制基準は難燃性ケーブルの使用

を求めている。このため、関電はケーブルの 6害I］を難燃性に交換し、残りは防火シートで覆う

ことにした。規制委はこの対策を了承したが、十分な耐火件能が保てあのか疑問が残る。

古い原発は最新鋭のものに比べると設計や施工方法の面で不十分さが否めない。機器類は新

しいものと交換できても、安全性の向上にはおのずと限界がある。

福島の事故発生時、 70年代に運転手ト始めた原勢は 1日主主あり、 1 1某はすでに廃炉が決ま

之主。残る 7某のうち 5某が関電の保有だ。原発の延命にこだわる関電の姿勢は、他の電力会

社に比べ際立つo 老朽原発を稼働できれば、経営上は大きなプラスだからだろう。

そもそも政府は原籍依存を低減していく土公約している。そのためには、 40年廃炉の原刻

や守るととが必要だ。例外の枠を広げれば、逆に原発への依存を強めてしまう。

4 0年ルールを守れば、既存の原発や建設中の原発をすべて稼働させても、 20 3 0年度の

篭源構成で原発比率は15%程度となる。ところが、安倍政権は 20～22%と想定する。

高浜の延長は、矛盾を抱えた政府のエネルギ一政策の追認となる。規制委には、追加の審査
で、期限ありきでない厳格な対抗争求めたい。
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m 高浜4号機原子炉緊急停止問題

盟－ 1 高浜発電所4号機の管理区域内における水漏れについて

m-1-1 高浜発電所4号機の管理区域内における水漏れについて（関電2月20日）

http://www.kepco.co目 jp/corporate/pr/2016/0220_1j.html 

高浜発電所4号機（加圧水型軽水炉定格電気出力 87万キロワット、定格熱出力 26 6万キ

ロワット、第20固定期検査中）は、本日 15時42分頃、 1次冷却材系統の昇温に向け化学

体積制御系統の水をほう素熱再生系統に通水したところ、 f一次系床ドレン注意j警報が発信

しました。

このため、 15時45分に当該系統への通水を停止するとともに、当社運転員が現場を確認

したところ、 4号機の原子炉補助建屋の脱塩塔※1室前（EL1 0. 5 m）の床面に水溜り（約

2m×約4m×約 1醐・約Bりットル）を発見しました。

その後、水溜り（放射能量は約 1. 4×1 04B q※2 （約1 7 4 B q/ cm3×8リット

ル））は拭き取り、水溜りのあった箇所は汚染が無いこ左を確認しました。

また、漏えいした水については、この水溜り以外にも、床面に漏れた水が原子炉補助建屋サ

ンプ等に回収されたものもあり、これらを全て合わせると約 34リットノレであり、この放射能

量は約6 0×104B qと評価しています。

現在、漏えいの原因等を調査中です。

なお、この事象による環境への放射能の影響はありません。また、運転ノfラメータへの影響

はなく、プラントは安定した状態です。

※1 : 1次冷却材から樹脂を用いて不純物を取り除くろ過設備。

※2 今回の水i留りの推定放射能量（約1 4Xl04Bq）は、国のトラブ〉レ事象の基準値

(3. 7×1 06B q）に比べ、 20 0分の l以下の値となっています。

以上

直一 1-2 高浜発電所4号機における管理区域内での水漏れに係る原因と対策について

（関電2月22日）

http://www.kepco.co・jp/corporate/pr/2016/0222lj.html 

I，原因調査（ 1）現地調査結果・脱塩塔室前の水j留り周辺を確認したところ、水溜りの上部

にある弁2台（Bー冷却材脱塩塔の入口側および出口仮I］の弁）の周辺に水滴が付着しているこ

とを確認しました。
. 2台の弁を含むBー冷却材脱塩塔周りの系統を隔離して加圧したところ、約 1. lMp aま

で加圧したところで、 B 冷却材脱塩塔の入口側の弁（CS043B）の弁箱とダイヤブラムシート

の聞から漏えい（約0. 7リットノレ／分）が認められました。

・B 冷却材脱塩塔の出口側の弁については、設計圧力近くまで加圧しましたが漏えいは認め

られませんでした。このため、漏えい箇所は、 B－冷却材脱塩塔の入口偵ljの弁と判断しました

。

( 2) Bー冷却材脱塩塔の入口側の弁の分解点検結果 ・当該弁については、第18回定期検査

（平成20年8月～平成21年1月）において分解点検を実施していることを確認しました。

－今回、弁の分解点検の結果、弁箱内部に異物や損傷等の異常がないことを確認するとともに

、ダイヤブラムシートに劣化等の異常がないことを確認しました。

・弁のボンネットボルト（4本）の締め付け状態を確認した結果、一部のボルトの締め付け圧が

低い状態であり、均等に締付されていないことを確認しました。

・現場の状況を確認した結果、当該弁は弁駆動軸が水平方向の弁であり、狭隆な場所に設置さ

れていることからボルトの締め付け作業にあたり、一部のボルトに適正なトルクがかかってい

なかったものと推定しました。
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( 3 ）運転記録の結果・ B 冷却材脱塩塔の入口組I）弁の上流側に設置されている圧力計の記録

を確認したところ、警報発信前のほう素熱再生系統への通水操作時に一時的な圧力上昇（約

2司 3MP aから約 3. OMPa）があることを確認しました。

・過去の記録を確認したところ、これまでもほう素熱再生系統への通水操作時に一時的に圧力

が上昇していることを確認しました。

2. 推定原因 Bー冷却材脱塩塔の入口保1）弁のボルトの締め付けについて、現場の取り付け状

況等の要因により、一部のボルトの締め付け圧が低い状態であったため、化学体積制御系から

ほう素熱再生系統への通水操作による系統の圧力の一時的な上昇に伴い、当該弁から漏えいが

発生したものと推定しました。 3 対策 当該弁のダイヤブラムシートを新品に取替えるとと

もに、当該弁をはじめ、 1次系冷却水が流れる系統の同種の弁（弁駆動軸が水平方向の弁）に

ついて、適正に締め付けられていることを確認します。
また、締め付けにあたっては、作業場所に適した工具を選定するなど、作業に留意すること

を弁作業手順書に反映します。
化学体積制御系統の水をほう素熱再生系統に通水する際には、圧力変動の影響が小さくなる

よう、化学体積制御系統の抽出水の圧力が低い状態（約 1目 OMpa ）で行うこととし、運転

操作所則に反映します。

以上

III-2 高浜発電所4号機の原子炉自動停止

III 2-1 高浜発電所4号機の原子炉自動停止について（ 2月29日）

http：／／帆.vw.kepco. co. jp/ corporate/pr /2016/0229 lj目 html

高浜発電所4号機（加圧水型軽水炉・定格出力87.0万kW）は、本日 14時01分、並列操

作を実施したところ、発電機がトリップし、 「主変発電機内部故障Jおよび「PT※故障jの警

報が発信し、ターピンおよび原子炉が自動停止しました。

現在、原因については、調査中です。

なお、環境への放射能の影響はありません。

また、高浜4号機のタービン、発電機、原子炉の自動停止状態は良好です。

※P T’計器用変圧器

以上

III-2-2 高浜発電所4号機の原子炉自動停止について（第2報、 2月29日）

http: //l'fWl'I. kepco・co・jp/corporate/pr/2016/0229_3j.html

高浜発電所4号機（加圧水型軽水炉定格出力87.0万k W）は、本日 14時01分26秒、並

列操作を実施したところ、 14時01分 26秒、発電機が白動停止し、 f主変・発電機内部故

障jおよび「PT※故障Jの警報が発信し、 14時01分27秒タービンおよび原子炉が自動停

止しました。

現在、原因については、調査中です。

また、高浜4号機のタービン、発電機、原子炉の自動停止状態は良好です。

※P T ：計器用変圧器
その後、発電機が自動停止した際、 「主変・発電機内部故障」の警報が発信していたため、

現地のリレー盤にて、当該警報の発信要素の動作リレーを確認、したところ、主変圧器の故障を

示す検出回路が動作していることを確認しました。

その結果、発電機自動停止回路が作動したことから、発電機が自動停止に至ったと考えられ

ます。
fp T故障j発信の原因については、現在調査中ですが、 「PT故障jの警報は発電機自動

停止に伴い発信する警報でもあります。
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また、高浜発電所4号機の排気筒モニタと高浜発電所の周辺モニタの指示値に有意な指示変

動はなく、環境への放射能の影響はありません。

原子炉停止後の運転パラメータは安定していますロ

以上

III Z-3 高浜発電所4号機の原子炉自動停止について（第3報、 3月1日）

h句：／加ww.kepco.co.jp/corporate/pr/2016/0301_3j .html 

高浜発電所4号機（加圧水型軽水炉．定格出カ87.0万kW）は、平成28年2月29日14 
時01分26秒、並列操作を実施したところ、 14時01分26秒、発電機が自動停止し、

「主変・発電機内部故障Jおよび「PT （計器用変圧器）故障Jの警報が発信し、 14時01分

2 7秒タービンおよび原子炉が自動停止しました。
その後、発電機が自動停止した際、 「主変・発電機内部故障」の警報が発信していたため、

現地のリレー盤にて、当該警報の発信要素の動作リレーを確認したところ、主変圧器の故障を

示す検出回路が動作していることを確認しました。
その結果、発電機自動停止回路が作動したことから、発電機が自動停止に至ったと考えられ

ます
高み発電所4号機の排気筒モエタと高浜発電所の周辺モニタの指示値に有意な指示変動はな

く、環境への放射能の影響はありません。

原子炉停止後の運転パラメータは安定しています。

（平成 28年2月29日お知らせ済み）

1.調査状況（ 1）原子炉停止後の主要機器の外観点検発電機、主変圧器、計器用変圧器、動

作した保護リレーM87B については、外観点検の結果、異常はありませんでした。

また 今回の並列操作について調査したところ、正常に操作が行われていることを確認しまし

た。 (2）並列作業直後の状況今回の定期検査中（平成 23年8月）に発電機変圧器保護リレ

ー盤の更新工事を実施しており、発電機内部故障を検出するための保護リレー（G8 7）につ

いては、並列後の初期負荷（発電機出力 5%）状態にて健全性を確認するため、使用しない状

態としていました。
また、発電機の内部故障を検出する保護リレ一MG8 7 A （主変圧器～発電機を一括で保護）

に加え、本来、主変圧器の内部故障を検出する保護リレーM87Bについても、パックアップ

保護団路として発電機と主変圧器の故障を検出できるように変更して使用していました。

一方、並列直後の系統からの潮流による保護リレーMS7Bに流れた電流値について記録を確

認したところ、発電機並列操作直後の発電機に対し、送電系統仰lから流れる潮流は、瞬間的に

発電機を保護し停止させる設定値30%を上回って電力潮流が流入していることを確認しまし

た。
このため、当該リレーが動作したものと推定しました。

2，今後の予定・今後、 M87Bが動作した原因について、さらに詳細な検討を進めてまいり

ます。外観点検の結果、異常がないとどを確認した発電機、主変圧器などの発電設備について

、絶縁抵抗測定等を実施し、内部に問題がないことを確認します。

以上

皿－ 2 4 高浜発電所4号機の状況について（日報、 3月7日）

http://www.kepco.co jp/corporate/pr/2016/0307_lj.html 

実績

(3月6日9時～3月7日9時］

［主要工程］・原子炉自動停止についての原因調査

［検査関係］

1邑



0保安検査

・原子炉の起動時に係る保安検査（2月 19日開始）

［警報発信や機器の故障発生等］・なし

予定

[3月7日9時～3月8日］

［主要工程］・原子炉自動停止についての原因調査

［検査関係］

0保安検査
・原子炉の起動時に係る保安検査（2月19日開始）

国－ 3 東京新聞社説20 1 6年3月3日

高浜原発停止 「安全最優先」は本当か

http://www.to旬。－np.co .jp/ article/column/editorial/ CK2016030302000156. html 

再稼働に伴う気がかりなトラフ、ノレが相次いで、関西電力高浜原発4号機はすぐに停止を余儀な

くされた。安全は最優先されたのか。それを確かめない限り、原発再稼働などありえないとい

うと左だ。

拙速だ。急ぎすぎていた。拙速には危険がつきまとう。

先月二十日、 4号機の原子炉補助建屋の配管から、放射性物質を含む冷却水が漏れ出した。

配管の弁のナットの緩みが原因だった。外部への影響はなかったが、原子炉を冷やす冷却水

の漏出は、重大事故につながりかねない“事件”である。
関電は起動試験を一日遅らせ同種の弁を再点検はしたものの、当初の予定通り二十六日に再

稼働。スケジューノレを堅持した。

それから三日、タービンを回し、発送電を始めた直後に、発電機や変圧器の異常を知らせる

警報が鳴り響き、原子炉は緊急停止した。詳しい原因は、わかっていない。

政府が“世界一厳しい”と自画自賛する原子力規制委員会の審査に通ったあとだけに、住民の

不安と疑念はなお募る。

関電幹部らが繰り返す f安全最優先Jの掛け声は、むなしく響き、規制委の権威や信用もま

た傷ついた。
関電の「スケジュール優先」を不安視する声は上がっていた。

規制委の審査のスピードを、海外の規制当局者は「想像を絶する速さJと驚いているという

。

なぜ、そんなに急ぐのか。原発ゼロで過ごした約二年、日々の暮らしに大きな支障は出なか

った。
原発依存度の高いまま、自由化の波にさらされる電力会社の台所への配慮だろうか。

高浜原発3、4号機は、フ。ノレサーマ／レ発電による再稼働。プルトニウムを含む使用済み燃料

が使われる。核兵器の材料になるプルトニウムの保有を減らしたい政府の意向をくんでのこと

か。
4号機のトラブルは、スケジュールで・はなく「安全最優先jの姿勢こそ堅持せよとの警鐘で

はないのだろうか。

トラブルの原因究明だけではない。避難対策、免震施設、隣接自治体の同意権、ケーブルの

防火対策や原子炉内部の老朽化チェック など。とりあえず再稼働ありきで先送り、あるいは

切り捨ててきたとしか思えないものなどにも「安全最優先Jの物差しを当て直し、再検討する

べきだ。

住民の不安や疑念が晴れないままの再稼働は危険である。

以上
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図－1 高浜4号機水漏れ（関電資料）
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高浜4号機原子炉緊急停止（関電資料）図－ 2
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