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添付資料 

 

中央制御室空調換気系ダクト腐食事象について（報告概要） 

［下線部は，平成29年3月9日に提出した報告の補正箇所］ 

 

１．経緯 

  平成 28 年 12 月 8 日 14 時 50 分，中央制御室空調換気系（以下，「当該系統」と

いう。）のダクトの寸法測定のために，保温材取り外し作業を行っていたところ，

廃棄物処理建物２階（非管理区域）に設置されている当該系統のダクトに腐食孔 

（約 100cm×約 30cm）が生じていることを協力会社社員が確認した。 

  また，同時期に別途実施中の工事において，作業後の漏えい確認のため，停止  

していた当該系統を起動したところ，現場で運転状態を確認していた当社運転員が

異音等を確認したことから，運転を停止した。 

  当該系統は，実用炉規則の安全上重要な機器等※1に該当し，この系統に要求され

る必要な機能※2を満足していないと 18 時 30 分に判断※3した。 

  なお，本事象による周辺環境への放射能の影響はなかった。 

※1：実用炉規則第 82 条第１項の規定に基づく安全上重要な機器等を定める告示（平成 15 年  

経済産業省告示第 327 号）における「上欄：（十）安全上特に重要な関連機能 ２換気設備

（中央制御室換気空調設備に限る。）」が該当。 

※2：事故発生時には，事故が収束するまでの間，中央制御室に運転員がとどまって監視や操作

が行えるように，外気の取り入れを遮断し，空気フィルタを介して内部循環させる機能。 

※3：確認された当該系統ダクトの腐食孔の大きさが約 100 ㎝×約 30 ㎝と大きいこと，および

当該系統試運転時に当該系統ダクトから異音等を確認したことから，当該系統の運転を 

停止したため，当該系統が必要な機能・性能を有していることを確認できない状態にあった

ことから，安全を確保するために必要な機能を満足していないものと判断。 

 

２．点検調査 

（１）外観点検 

   再循環ライン合流部のダクトにおいて，腐食孔（約 100cm×約 30cm）が確認  

されたことから，当該系統ダクトについて，ダクト据付状態において，外観の  

点検調査を実施した。 

  ａ．実施内容 

  （ａ）外面点検 

     直接目視により，ダクト外面の外観点検を実施した。 

なお，保温材が取り付けられている箇所は，保温材を取り外した上で，点検

調査を実施した。 

  （ｂ）内面点検 

     点検口，中央制御室非常用再循環処理装置または中央制御室空気調和装置

内より確認が可能な範囲で，ダクト内面の外観点検を実施した。 

  ｂ．点検結果 

    平成 28 年 12 月 13 日から平成 29 年 2 月 7 日に，ダクト外面および内面の  

外観点検を実施した結果，外気取入れラインの一部のダクトに腐食孔等が確認

されたものの，機能・性能に影響を及ぼす異常は確認されなかった。 
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  （ａ）外面点検 

    ①外気取入れライン※１ 

再循環ライン合流部で確認された腐食孔（約 100cm×約 30cm）に加え，   

6 箇所 18 個の腐食孔と腐食が確認された。加えて，1箇所で補強材取付用の

リベットがダクト上面材から抜けて開口していることを確認した。（これら

を合わせて，以下「腐食孔等」という。） 

また，ダクト本体の影響を及ぼすものではないが，保温材止めピン※２に,

腐食が確認された。 

    ②外気取入れライン以外 

直接目視にて外観点検を実施した結果，異常は確認されなかった。 

  （ｂ）内面点検 

    ①外気取入れライン※１ 

外気取入口から再循環ライン合流部までの間に腐食が確認された。 

また，再循環ライン合流部付近の一部において腐食が確認された。 

    ②外気取入れライン以外 

     直接目視にて外観点検を実施した結果，異常は確認されなかった。 

   ※1：「外気取入れライン」とは，外気取入れ口から中央制御室空気調和装置までをいう。 

   ※2：亜鉛めっき鋼製，固定用のプレートと保温材に刺す矢板で構成。 

 

（２）ダクト取外し後の外観確認 

   腐食孔等が確認されたダクトについては，既設ダクトと同仕様のダクトに取替

えを実施しているが，取替えのために取外したダクトについて，ダクト内外面の

外観確認を実施した結果，ダクト据付状態で確認された腐食孔以外に，12 箇所

46 個の腐食孔※３を確認した。 

   ※3：ダクト取外し後に確認された腐食孔は，ダクト取外し時，切断や折り曲げ時に錆が  

剥がれたため，外観確認で確認できる大きさの貫通孔として開いたものと考えられる。 

 

（３）腐食孔等が確認されたダクトの復旧 

   腐食孔（約 100cm×約 30cm）が確認されたダクト（以下，ダクトピース No.で

ある「Ｅ‐94」という。）については，平成 28 年 12 月 27 日に同一材質の仮設   

ダクトに取替えた。また，その他の腐食孔等については，平成 29 年 1 月 6 日～

12 日にかけて，ダクト材質に応じた当て板およびアルミテープを用いた応急  

補修を行ったうえで，平成 29 年 1 月 12 日，当該系統の運転を再開した。 

   なお，腐食孔等が確認されたダクトについては，平成 29 年 2 月から 10 月に  

かけて，既設ダクトと同仕様のダクトに取替えた。 

 

３．原因調査 

（１）分析調査 

   詳細な調査にあたっては，腐食孔等が確認されたダクトについて，ダクトの 

形状および材質により代表ダクトを選定し，切り出した試料の分析等の調査を 

実施した。 

  ａ．設計・施工 

    環境条件を考慮した設計・施工ではない場合，ダクトの腐食発生に至る可能
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性があるため，ダクト形状や腐食環境を考慮したダクト材質の選定，保温材の 

取付け範囲・仕様，外気取入れルーバ※1の仕様及びこれらの施工状況を調査した

結果，仕様どおりに設計・施工されていたことを確認した。 

   なお，ダクトルートは，極力曲がり部を少なくし，無駄なルートやローポイン

ト※2 を設けないように計画していたが，Ｅ‐94 等の設置箇所は，点検操作架台

との干渉回避のために，ローポイントとなっていること，また，ガイドベーン※3

を設置していたことを確認した。 

※１ 外気取入れ口に，雨水の直接取込み防止のために設置されているルーバ（細長い板を

枠組みに隙間をあけて平行に組み込んだもの） 

※２ ダクトルートにおいて，ダクトの設置場所が低い位置（谷部） 

※３ 角エルボのように気流の向きが大きく変わる箇所において，ダクト内の気流をスムー

ズにするための整流板であり，外気取入れラインに設置されている。 

  ｂ．環境 

  （ａ）水分 

    ア．水分の取込み 

      外気とともに取込まれた水分が再循環ライン合流部まで到達するかを

確認するため，気流解析を行い，霧のような粒子径の小さい水分を取込んだ

場合，外気取入れ口から再循環ライン合流部まで全般にわたって取込まれる

可能性があることを確認した。また，ダクト内の構造物部や気流の方向が

変わる箇所で水分付着量が多い傾向であることを確認した。 

    イ．結露 

      ダクト内外面で温度差が生じ，ダクト内の暖かい空気が，温度の低い 

ダクト内面に接触して冷やされることにより，結露が発生する可能性が 

考えられるため，松江市における至近 10 年間（平成 19 年～平成 28 年）

の気象データについて，飽和空気の発生時間を確認した結果，ダクト内面

に結露が発生する可能性があったことを確認した。 

  （ｂ）腐食性物質 

    ア．外観観察および断面観察 

      ステンレス鋼板ダクトについて，内面側を起点とする腐食が認められた。 

      また，亜鉛めっき鋼板ダクトについても，ダクト外面側と比較して，  

ダクト内面側がより腐食していることを確認した。 

    イ．スミヤ法による分析 

      腐食孔の有無にかかわらず，ダクト外面側と比較して，ダクト内面側に

おいて，海塩粒子の成分である塩化物イオン等が多く検出される傾向がある

ことを確認した。また，塩化物イオン等は海塩粒子にほぼ一致した成分で

あることを確認した。 

    ウ．腐食生成物の分析 

試料の構成元素を分析した結果，ダクト内面側では，腐食の形跡となる

酸素，および腐食の進行を促す塩素を確認した。また，亜鉛めっき鋼板  

ダクトのうち，腐食が確認されなかったダクトの外面側では，腐食の痕跡

を示す酸素や亜鉛を検出した。 
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試料の化合物形態を確認した結果，塩化物イオンが存在する環境下で 

発生した腐食生成物に含まれる結晶構造であるβ型オキシ水酸化鉄※を

確認した。 

      ※：酸化鉄の一種で化学式はβ-ＦｅＯ（ＯＨ） 

 

（２）保守管理 

  ａ．点検計画 

    定期事業者検査※の導入（2号機は第 12 回定期検査［平成 16 年度］より）

に伴う点検計画および点検計画表策定時，当該系統に対して，定期的な外観 

点検を設定した。 

    点検頻度は，これまでのダクトの点検状況から，機能・性能に影響を及ぼす

ような異常が確認されていなかったことを踏まえて， 長である 10 Ｃ
サイクル

（10

定期検査に 1回，運転期間は 13 ヶ月）を設定し，次回の点検時期については，

点検計画および点検計画表策定時から定期検査 10 回を超えない時期（第 20 回

定期検査）に設定した。 

    また，外気取入れ部の内面点検については，平成 20 年 12 月に発生した他社

プラントにおける中央制御室換気空調系外気取り入れダクトの腐食に対する

予防処置として，3Ｃを設定した。 

  ※：特定電気工作物について，その設置事業者が定期的に技術基準に適合していることを  

確認する検査をいう。平成 15 年 10 月の電気事業法の一部改正により，これまで電気事

業者の自主的な判断に委ねられていた自主点検を法律に基づく検査として事業者に義務

付けたもので，特定電気工作物について，機能・性能検査，分解検査等を行い，検査の

結果は記録保存されなければならない。 

  ｂ．過去の点検実績 

    過去の点検実績を確認した結果，ダクト外面については，第 1回定期検査 

（平成元年度）から第 7回定期検査（平成 9年度）の各定期検査において，   

外観点検を実施していることを確認した（保温材取り外しの有無等は確認できず）。 

    また，外気取入れ口から中央制御室非常用再循環ラインの合流部までの範囲

を対象に，過去の中央制御室給気隔離弁の点検時等に合わせて，可能な範囲で

ダクト内面の確認を実施している。過去の点検時に，ダクトに腐食が確認された

箇所があり，第 5回（平成 7年度），第 11 回（平成 15 年度）および第 15 回    

（平成 20 年度）の定期検査において，材質変更を含むダクトの取替えを実施

している。また，第14回定期検査（平成19年度）において，腐食が確認された

箇所について当て板による補修を実施している。 

    なお，当該系統は，定期検査ごとに必要な機能・性能を有していることを  

定期事業者検査で確認するとともに，定期的に機能確認を行い異常のないこと

を確認している。 

 

４．推定原因 

（１）腐食の発生原因 

   点検調査の結果，腐食孔等が外気取入れラインに確認されることおよび腐食が

ダクト内面側を起点として進行していることから，腐食の発生原因は，ダクト 

内部で発生した結露ならびに外気とともに取込まれた水分および海塩粒子が，  

ダクト内の構造物や気流の方向が変わる箇所でダクト内面に付着し，腐食を発生
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させたことによるものと推定した。 

ａ．Ｅ－94（亜鉛めっき鋼板ダクト）の腐食孔 

Ｅ－94 で確認された約 100 ㎝×約 30cm の腐食孔の発生要因は，同ダクトが

ガイドベーンを有し，ルート形状がローポイントであったため，湿潤状態が  

長く維持されていたと考えられ，他のダクトに比べて腐食速度が速い状況で 

あったものと推定した。 

ｂ．他プラントとの比較 

  他プラントに比べて多数の腐食孔が確認された要因は，外気取入れ量および

ダクト材質の差異にあると推定した。 

 

（２）保守点検の計画 

   外気取入れラインについて，水分および海塩粒子が取り込まれ，ダクト内面 

から腐食が進行する可能性があることを考慮した点検の計画になっていなかった

ため，腐食孔に至る前に劣化状況を把握することができなかった。 

 

５．再発防止対策 

  原因調査および推定原因の結果から，保守点検を見直して適切な保全を行うこと

が再発防止に有効であることから，再発防止対策として保守点検の内容の見直しを

行う。加えて，ダクト内への水分および海塩粒子の取込量の低減，劣化状況の把握

性向上ならびに水分付着量の低減の観点から，ダクト仕様の見直し，運用の見直し

およびダクト形状・構造の見直しを実施する。 

（１）保守点検の見直し 

  ａ．内面点検 

    既設の点検口等からの内面点検に加え，新たに外気取入れラインに追加設置

する点検口からも内面点検を実施する。点検の頻度は，外気取入れラインは  

1Ｃ，外気取入れライン以外は 6Ｃとする。なお，外気取入れ部についても   

3Ｃから 1Ｃに見直す。 

  ｂ．外面点検 

    外面点検も引き続き実施することとする。外気取入れラインの内面の腐食が

起きやすい箇所は，念のため，代表箇所の保温材を取り外して，外面点検を  

実施する。外気取入れライン以外については，必要に応じて代表箇所の保温材

を取り外して，外面点検を実施する。点検の頻度は，10Ｃから 6Ｃに見直す。 

（２）ダクト仕様の見直し 

   耐食性及び劣化状況の早期把握の観点を考慮し，ステンレス鋼板ダクトは， 

（３）運用の見直しによる環境改善も踏まえ，炭素鋼（塗装あり）※へ変更する

等，ダクト仕様を見直す。 

※ 炭素鋼板ダクトの表面に海塩粒子等の付着による腐食を防止するための塗装を施した

もの。塗装が劣化した場合でも，補修塗装を施すことでダクト自体（炭素鋼板）の   

健全性を維持することができる。 

（３）運用の見直し 

   中央制御室外気処理装置について，「荒天時のみの使用」を「常時使用」に   

変更し，外気から取り込まれる水分や海塩粒子の低減を図る。 

（４）ダクト形状・構造の見直し 

   ガイドベーンが設置されている箇所について，ガイドベーンを設けない構造に

変更し，ダクト形状も角エルボから丸エルボ※に変更することで，水分が溜まり
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にくいダクト形状・構造に見直す。 

   ※ 気流の向きが大きく変わる箇所において，ガイドベーンを設置せずにダクト内の気流   

をスムーズにするため，流れ方向に湾曲させたダクト。 

以 上 
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【図１．中央制御室空調換気系概略系統図】

ダクト腐食箇所周辺概要図 

腐食孔 
約 100cm×約 30cm 

ダクト腐食箇所 

（腐食孔：約 100cm×約 30cm） 
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【図２．中央制御室空調換気系ダクト配置図】 
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【図３．中央制御室空調換気系 点検口の配置図】 
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再循環ライン合流部近傍のダクト形状・構造【見直し前】 

 

 

 

再循環ライン合流部近傍のダクト形状・構造【見直し後】 

 

 

 

：腐食孔の位置 
：空気の流れ方向 

  

Ｅ‐94 

 角エルボ 

 ガイドベーンあり 

Ｅ‐92 

 角エルボ 

 ガイドベーンあり

Ｅ‐94 

 丸エルボ 

 ガイドベーンなし 

Ｅ‐93 

 点検口設置

Ｅ‐92 

 丸エルボ 

 ガイドベーンなし 

【図４．ダクト形状・構造の見直し前後】 


