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平成26年10月31日
中国電力株式会社

島根原子力発電所２号炉

有効性評価について



1有効性評価について

有効性評価の対象とする事故シーケンス毎に，以下の評価項目を満足していること確
認する

解析評価項目
• 燃料被覆管温度及び酸化量
• 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力
• ベント時の被ばく評価（代表シーケンスのみ）

計算コード及び解析条件の不確かさ（追而）

重大事故等対策時に必要な資源（７日以上）
• 要員
• 水源
• 燃料
• 電源



2高圧・低圧注水機能喪失

事故シーケンスグループの特徴
運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（ＬＯＣＡを除く。）の発生後，高圧注水

機能が喪失し，原子炉の減圧には成功するが，低圧注水機能が喪失する事象。この
ため，炉心が露出し，緩和措置が取られない場合には，炉心がヒートアップし，炉心
の著しい損傷に至る。

 炉心損傷防止対策の基本的考え方
逃がし安全弁の手動操作により原子炉を減圧し，減圧後に低圧原子炉代替注水系（
常設）により炉心を冷却することによって炉心の著しい損傷の防止を図る。

 評価結果 有効 （燃料破損なし，原子炉圧力容器健全）
• 燃料被覆管温度 約441℃（基準：1,200℃以下）
• 燃料被覆管酸化量 １％以下（基準： 15％以下）
• 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力 7.59MPa[gage] （基準： 高使用圧

力の1.2倍（10.34MPa[gage]）
• 要員 26名（当社要員：33名確保）
• 水源 ７日間注水量約3,400m3（本シーケンスで使用する貯水量：約6,700m3）
• 燃料 ７日間燃料消費量約680m3 （貯蔵量：約970m3）
• 電源 約230kW（ガスタービン発電機車１台（3,200kW）で供給可能）



3高圧・低圧注水機能喪失（重大事故等対策概要図）

図2.1.1－1 重大事故等対策概要図
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4高圧・低圧注水機能喪失（対応手順概要）

：操作・確認
：判断
：プラント状態（解析）
：緊急時対策要員の作業

凡例

※１：事象発生と同時に外部電源は喪失し，非常用
ディーゼル発電機により受電
※２：原子炉水位レベル３（+16cm）にて，原子炉
スクラム
※３：主蒸気隔離弁閉止

全給水喪失※１

原子炉スクラム確認※２

原子炉水位レベル２（-112cm）※３

原子炉隔離時冷却系起動失敗

高圧炉心スプレイ系起動失敗

低圧炉心スプレイ系，低圧注水系起動失敗

ガスタービン発電機車起動

低圧原子炉代替注水系（常設）起動

逃がし安全弁による原子炉減圧

低圧原子炉代替注水系（常設）による

原子炉への注水

低圧原子炉代替注水系（常設）により

原子炉水位維持

格納容器圧力427kPa[gage]到達

格納容器フィルタベント系による

格納容器除熱

原子炉の長期冷却継続

（約24時間）

（約30分） 送水車，水中ポンプ車による

低圧原子炉代替注水槽への補給準備

送水車，水中ポンプ車による

低圧原子炉代替注水槽への補給準備完了

適宜補給

解析上の時刻

（0秒）

図2.1.1－2 高圧・低圧注水機能喪失時
の対応手順概要



5高圧・低圧注水機能喪失（解析結果）

炉内からの蒸気流出に
よる圧力低下

逃がし安全弁による手
動減圧（３０分）

逃がし安全弁による圧力制御

主蒸気隔離弁閉止に
よる圧力上昇

逃がし安全弁の手動操作に伴
う減圧沸騰による水位上昇

減圧に伴う蒸気流出に
よる水位低下

逃がし安全弁からの蒸気の
流出による水位の低下

低圧原子炉代替注水系（常設）の
注水による水位上昇

図2.1.2－1(1) 原子炉圧力の推移 図2.1.2－1(2) 原子炉水位（シュラウド内水位）の推移



6高圧・低圧注水機能喪失（解析結果）

図2.1.2－1(3) 原子炉水位（シュラウド内外水位）の推移 図2.1.2－1(4) 燃料被覆管温度の推移

減圧による飽
和温度の低下

炉心露出による被
覆管温度上昇

炉心の再冠水による温
度低下



7高圧・低圧注水機能喪失（解析結果）

逃がし安全弁からの排気
蒸気による圧力上昇

フィルタベントによる
圧力低下（約24時間後）

原子炉減圧により原子
炉圧力容器からの放熱
量が低下することによる
温度低下 フィルタベントによる

温度低下（約24時間後）

逃がし安全弁からの排気蒸気に
よる温度上昇

図2.1.2－1(5) 原子炉格納容器圧力の推移 図2.1.2－1(6) 原子炉格納容器温度の推移



8高圧・低圧注水機能喪失（解析結果）

フィルタベントによる
圧力低下実施
（約24時間後）

逃がし安全弁からの排気
蒸気による温度圧力上昇

フィルタベントによる
温度圧力低下（約24時間後）

図2.1.2－1(7) サプレッション・チェンバ水位の推移 図2.1.2－1(8) サプレッション・チェンバ水温の推移



9高圧・低圧注水機能喪失（解析結果）

（解析結果）

図2.1.2－1(9) 燃料被覆管温度と燃料被覆管の円周方向の応力の関係



10高圧・低圧注水機能喪失（作業と所要時間）

運転員 1 ■ ガスタービン発電機車の起動，受電操作

復旧班 4 ■ 系統構成～燃料補給

原子炉減圧 【1】 ■ 逃がし安全弁の開放操作（６弁）

アクセスルート復旧時間含む

約２時間おきに燃料補給実施

格納容器の除熱 運転員 【1】 ■ フィルタベント操作（中央制御室） 427kPa到達後

：人の移動・準備，操作・確認等

：機器の作動・系統の運転

10分

3時間50分

　　低圧原子炉代替注水槽

　　　　　への補給

30分

7必要な要員と作業項目 備考10 20 30 40 50 2 22 23 24

手順の項目

要員

【】：他作業後移動

    してきた要員

作業・操作内容

3 4 5 6

フィルタベント

プラント状況確認
運転員

（当直長含）

■ 原子炉スクラム確認

■ 原子炉隔離時冷却系機能喪失確認

■ 高圧炉心スプレイ系機能喪失確認

■ 低圧炉心スプレイ系機能喪失確認

■ 低圧注水系機能喪失確認

ガスタービン発電機車

による電源確保

14 ■ ホース敷設／接続，注水

【2】 ■ 燃料補給

低圧原子炉代替注水系

（常設）による原子炉注水

【1】
■ 低圧原子炉代替注水系（常設）起動

　 注水弁開操作

運転員

1時間 　準備

　燃料抜取り

復旧班

　原子炉減圧

　低圧原子炉代替注水系（常設）

　による原子炉注水

10分

　50分

10分

10分

経過時間（分） 経過時間（時間）

60 1

　事象発生

　原子炉スクラム

8

10分

実施後
移動

図2.1.1－3 高圧・低圧注水機能喪失時の作業と所要時間



11高圧・低圧注水機能喪失（水源に関する評価）

事象発生30分後からの運転を想定して，崩壊熱に応じた注水を実施し，７日間の原
子炉への注水量は3,306 m3となる。重要事故シーケンス（高圧・低圧注水機能喪失）に
おける使用する水源の貯水量の合計は6,740 m3であり，供給可能である。



12高圧・低圧注水機能喪失（燃料消費に関する評価）

使用機器 
事故発生後 

継続使用時間 

燃料消費量 

燃費×台数×運転時間 

非常用ディーゼル発電機 ７日間 

Ａ：1.39m3/h×１台×168h＝233.52m3 

Ｂ：1.14m3/h×１台×168h＝191.52m3 

（オートピックアップ負荷） 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 
10 時間 

0.955 m3/h×１台×10h＝9.55m3 

（オートピックアップ負荷） 

ガスタービン発電機車 
10 分後～１時間後 

１時間後～７日後 

1.39m3/h×２台×1h＝2.78m3 

1.39m3/h×１台×167h＝232.13m3 

送水車 ４時間後～７日後 0.025m3/h×１台×164h＝4.1m3 

水中ポンプ車 ４時間後～７日後 0.0082m3/h×１台×164h＝1.35m3 

7 日間の 

燃料消費量合計 
674.95m3 

判定 

発電所構内に貯蔵している燃料の合計容量

は 973.3m3であり，７日間の事故収束対応に

必要な燃料量を確保している。 

 

2. 燃料消費に関する評価



13高圧・低圧注水機能喪失（電源に関する評価）

低圧原子炉代
替注水ポンプ
起動 低圧原子炉代替注水

設備非常用送風機起動

主要負荷リスト
電源設備：ガスタービン発電機車 定格出力：6,400kW（8,000kVA）

短時間過負荷耐量：12,000kVA



14高圧注水・減圧機能喪失

事故シーケンスグループの特徴
運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（ＬＯＣＡを除く。）の発生後，高圧注水

機能及び原子炉減圧機能が喪失する。このため，炉心が露出し，緩和措置が取られ
ない場合には，炉心がヒートアップし，炉心の著しい損傷に至る。

 炉心損傷防止対策の基本的考え方
代替自動減圧機能により原子炉を減圧し，減圧後に低圧注水系により炉心を冷却す
ることによって炉心の著しい損傷の防止を図る。

 評価結果 有効 （燃料破損なし，原子炉圧力容器健全）
• 燃料被覆管温度 約705℃（基準：1,200℃以下）
• 燃料被覆管酸化量 １％以下（基準： 15％以下）
• 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力 7.59MPa[gage] （基準： 高使用圧

力の1.2倍（10.34MPa[gage]）
• 要員 ８名（当社要員：33名確保）
• 水源 必要なし
• 燃料 ７日間燃料消費量約440m3 （貯蔵量：約970m3）
• 電源 非常用ディーゼル発電機で供給可能



15高圧注水・減圧機能喪失（重大事故等対策概要図）

図2.2.1－1 重大事故等対策概要図



16高圧注水・減圧機能喪失（対応手順概要）

：操作・確認
：判断
：プラント状態（解析）
：緊急時対策要員の作業

凡例

※１：事象発生と同時に外部電源は喪失し，非常用
ディーゼル発電機により受電
※２：原子炉水位レベル３（+16cm）にて，原子炉

スクラム
※３：主蒸気隔離弁閉止

全給水喪失※１

原子炉スクラム確認※２

原子炉水位レベル２（-112cm）※３

原子炉隔離時冷却系自動起動失敗

高圧炉心スプレイ系自動起動失敗

（約36分）

解析上の時刻

（0秒）

図2.2.1－2 高圧注水・減圧機能喪失時
の対応手順概要

原子炉水位レベル１Ｈ（-261cm）

原子炉水位レベル１（-381cm）（約26分）

低圧注水系，残留熱除去系自動起動

代替自動減圧作動回路動作による

原子炉減圧

低圧注水系による原子炉への注水

低圧注水系により

原子炉水位維持

残留熱除去系による格納容器除熱

原子炉の長期冷却継続



17高圧注水・減圧機能喪失（解析結果）

炉内からの蒸気流出に
よる圧力低下

代替自動減圧系の
作動による減圧

逃がし安全弁による圧力制御

主蒸気隔離弁閉止によ
る圧力上昇

図2.2.2－1(1) 原子炉圧力の推移 図2.2.2－1(2) 原子炉水位（シュラウド内水位）の推移

代替自動減圧系の作動に伴う
減圧沸騰による水位上昇

逃がし安全弁からの蒸気の流出による
水位の低下

低圧注水系の注水に
よる水位上昇



18高圧注水・減圧機能喪失（解析結果）

図2.2.2－1(3) 原子炉水位（シュラウド内外水位）の推移 図2.2.2－1(4) 燃料被覆管温度の推移

減圧による
飽和温度の低下

炉心露出による
被覆管温度上昇

炉心の再冠水による温
度低下



19高圧注水・減圧機能喪失（解析結果）

逃がし安全弁からの排気蒸気に
よる圧力上昇

逃がし安全弁からの排気蒸気に
よる温度上昇

図2.2.2－1(5) 原子炉格納容器圧力の推移 図2.2.2－1(6) 原子炉格納容器温度の推移



20高圧注水・減圧機能喪失（解析結果）

図2.2.2－1(7) サプレッション・チェンバ水位の推移 図2.2.2－1(8) サプレッション・チェンバ水温の推移

逃がし安全弁からの排気蒸気に
よる温度圧力上昇



21高圧注水・減圧機能喪失（解析結果）

（解析結果）

図2.2.2－1(9) 燃料被覆管温度と燃料被覆管の円周方向の応力の関係



22高圧注水・減圧機能喪失（作業と所要時間）

図2.2.1－3 高圧注水・減圧機能喪失時の作業と所要時間

プラント状況確認

■ 原子炉スクラム確認

■ 原子炉隔離時冷却系機能喪失確認

■ 高圧炉心スプレイ系機能喪失確認

原子炉減圧 【1】 ■ 代替自動減圧作動回路動作による原子炉減圧

低圧注水系による原子炉注水 1 ■ 低圧注水系自動起動（原子炉注水）

残留熱除去系による格納容器除熱 【1】 ■ 残留熱除去系自動起動・切替（格納容器除熱）

運転員

（当直長含）

手順の項目

備考

要員

【】：他作業後移動

    してきた要員

作業・操作内容
　　　　原子炉減圧（代替自動減圧作動回路動作）

　　　　低圧注水系による原子炉注水

　　　　残留熱除去系による格納容器除熱

70 80 90 1203020 40 50 60

原子炉水位低レベル１（低圧注水及び残留熱除去系自動起動）

運転員

10 100 110必要な要員と作業項目

10分

　事象発生

　原子炉スクラム

経過時間（分）

：人の移動・準備，操作・確認等

：機器の作動・系統の運転



23高圧注水・減圧機能喪失（燃料消費に関する評価）

2. 燃料消費に関する評価

使用機器 
事故発生後 

継続使用時間 

燃料消費量 

燃費×台数×運転時間 

非常用ディーゼル発電機 ７日間 

Ａ：1.39m3/h×１台×168h＝233.52m3 

Ｂ：1.14m3/h×１台×168h＝191.52m3 

（オートピックアップ負荷） 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 
10 時間 

0.955m3/h×１台×10h＝9.55m3 

（オートピックアップ負荷） 

７日間の 

燃料消費量合計 
434.59m3 

判定 

発電所構内に貯蔵している燃料の合計容量は

973.3m3であり，７日間の事故収束対応に必要な

燃料量を確保している。 



24全交流動力電源喪失

事故シーケンスグループの特徴
全交流動力電源喪失の発生後，安全機能を有する系統及び機器が機能喪失する

ことにより原子炉への注水機能が喪失する。このため，炉心が露出し，緩和措置が
取られない場合には，炉心がヒートアップし，炉心の著しい損傷に至る。

 炉心損傷防止対策の基本的考え方
「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」では，原子炉隔離時冷

却系による原子炉注水によって原子炉水位を適切に維持しつつ，その後，原子炉を
減圧し，減圧後に低圧原子炉代替注水系（常設）または低圧原子炉代替注水系（可
搬型）により原子炉へ注水し，炉心を冷却することによって炉心の著しい損傷の防止
を図る。

 評価結果 有効 （燃料破損なし，原子炉圧力容器健全）
• 燃料被覆管温度 -（炉心の冠水は維持される）
• 燃料被覆管酸化量 -（炉心の冠水は維持される）
• 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力 7.59MPa[gage] （基準： 高使用圧

力の1.2倍（10.34MPa[gage]）以下）
• ベント時の被ばく評価 約0.14mSv （基準： ５mSv以下）
• 要員 33名（当社要員：33名確保）
• 水源 ７日間注水量約2,900m3（本シーケンスで使用する貯水量：約6,000m3）
• 燃料 ７日間燃料消費量約460m3 （貯蔵量：約970m3）
• 電源 約3,100kW（ガスタービン発電機車１台（6,400kW）で供給可能）



25全交流動力電源喪失（重大事故等対策概要図）

図2.3.1－1(1) 重大事故等対策概要図

事象発生～原子炉隔離時冷却系停止まで

原子炉隔離時
冷却ポンプ

高圧炉心
スプレイ
ポンプ

タービンへ

給水系より

低圧炉心スプレイポンプ

原子炉建物

残留熱除去ポンプ

格納容器
フィルタ
ベント系

原子炉格納容器

輪谷貯水槽

原子炉補機
冷却水ポンプ

原子炉補機
冷却系熱交換器

残留熱除去系
熱交換器

原子炉補機
海水ポンプ

海

原子炉
再循環ポンプ

サプレッション
・チェンバ

原子炉
圧力容器

逃がし
安全弁

接続口

接続口

接続口

ガスタービン
発電機車

非常用ディーゼル
発電機等

外部電源



26全交流動力電源喪失（重大事故等対策概要図）

図2.3.1－1(1) 重大事故等対策概要図

原子炉隔離時冷却系停止後～

原子炉隔離時
冷却ポンプ

高圧炉心
スプレイ
ポンプ

タービンへ

給水系より

低圧炉心スプレイポンプ

原子炉建物

残留熱除去ポンプ

格納容器
フィルタ
ベント系

原子炉格納容器

輪谷貯水槽

原子炉補機
冷却水ポンプ

原子炉補機
冷却系熱交換器

残留熱除去系
熱交換器

原子炉補機
海水ポンプ

海

原子炉
再循環ポンプ

サプレッション
・チェンバ

原子炉
圧力容器

逃がし
安全弁

送水車

接続口

接続口

ガスタービン
発電機車

非常用ディーゼル
発電機等

外部電源

水中ポンプ車

排気
（20時間後以降）

（24時間以降）



27全交流動力電源喪失（対応手順概要）
解析上の時刻

（0秒）

原子炉スクラム確認※２

（約3分）

原子炉隔離時冷却系自動起動確認

原子炉隔離時冷却系により原子炉水位維持

早期の電源回復不能※４

低圧原子炉代替注水系（可搬型）起動

逃がし安全弁による原子炉減圧※５

原子炉隔離時冷却系停止

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による

原子炉への注水

低圧原子炉代替注水系(可搬型)により

原子炉水位維持

格納容器フィルタベント系による

格納容器除熱

原子炉の長期冷却継続

低圧原子炉代替注水系（可搬型）準備

直流電源負荷切り離し

直流電源切替

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

準備完了

ガスタービン発電機車
受電準備

原子炉補機代替冷却系
準備完了

原子炉補機代替冷却系
準備

ガスタービン発電機車
受電準備完了

ガスタービン発電機車起動（約24時間後）

（約8時間）

原子炉水位レベル２（-112cm）※３

全交流動力電源喪失 ※１

格納容器圧力427kPa[gage]

※１：外部電源及び非常用ディーゼル発電機からの給電不可
直流電源は使用可能

※２：原子炉水位レベル３（+16cm）にて，原子炉スクラム
※３：主蒸気隔離弁閉止
※４：中央制御室からの外部電源受電，非常用ディーゼル

発電機及びガスタービン発電機車起動不可
※５：原子炉水位を高い状態で実施

凡例

：操作・確認

：判断

：プラント状態（解析）

：緊急時対策要員の作業



28全交流動力電源喪失（解析結果）

逃がし安全弁による手
動減圧（８時間後）

主蒸気隔離弁閉止に
よる圧力上昇

図2.3.2－1(1) 原子炉圧力の推移 図2.3.2－1(2) 原子炉水位（シュラウド内水位）の推移

原子炉隔離時冷却系の注水に伴う炉心
の蒸気凝縮による圧力低下（Ｂ）

（Ａ）～（Ｄ）の繰り返し

逃がし安全弁
による圧力制
御（Ａ）

原子炉圧力低下に伴う減
圧沸騰による一時的な圧
力の回復（Ｃ）

原子炉隔離時冷却系停
止による圧力上昇（Ｄ）

原子炉隔離時冷却系の起動／
停止による水位維持

原子炉隔離時冷却系の停止及び
逃がし安全弁の手動減圧に伴う蒸
気流出による水位低下

低圧原子炉代替
注水系（可搬型）の注水
による水位回復



29全交流動力電源喪失（解析結果）

図2.1.2－1(3) 原子炉水位（シュラウド内外水位）の推移 図2.3.2－1(4) 燃料被覆管温度の推移

炉圧に依存した飽和温度に応じて変化

逃がし安全弁の手動減
圧に伴う飽和温度の低
下による温度低下



30全交流動力電源喪失（解析結果）

逃がし安全弁からの
排気蒸気による圧力
上昇

フィルタベントによる
圧力低下（約20時間後） 逃がし安全弁の手

動減圧による温度
上昇

フィルタベントによる
温度低下（約20時間後）

逃がし安全弁からの排気蒸気に
よる温度上昇

図2.3.2－1(5) 原子炉格納容器圧力の推移 図2.3.2－1(6) 原子炉格納容器温度の推移

逃がし安全弁からの排気
蒸気による圧力上昇



31全交流動力電源喪失（解析結果）

フィルタベント実施
（約20時間後）

逃がし安全弁の手動減圧
による温度上昇

フィルタベントによる
温度低下（約20時間後）

図2.3.2－1(7) サプレッション・チェンバ水位の推移 図2.3.2－1(8) サプレッション・チェンバ水温の推移

逃がし安全弁からの排気蒸気による
温度上昇
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【2】 ■ ガスタービン発電機車の起動，受電操作

4 ■ 系統構成～燃料補給

原子炉減圧 1 ■ 逃がし安全弁の開放操作（２弁）

アクセスルート復旧時間含む

運転員 2 ■ 注水弁開操作（現場）

約２時間おきに燃料補給実施

運転員 【2】 ■ フィルタベント操作（現場）

復旧班 【2】 ■ フィルタベント電磁弁への電源供給

運転員 【1】 ■ フィルタベント操作（中央制御室） 427kPa到達後

【7】 ■ ホース敷設／接続，送水

　準備

　燃料抜取り 約２時間おきに燃料補給実施

【7】 ■ ホース敷設／接続，冷却

3 ■ ケーブル接続，受電

：人の移動・準備，操作・確認等

：機器の作動・系統の運転

10分

50分

115V－B系所内用蓄電池

　　　　　　　　　　　　　　　　　　115V－B系所内用蓄電池（SA）

10分

　準備

　　　　　　原子炉注水

30分

10分

電源復旧　フィルタベント

1時間

60 1

3時間50分

20分

移動式代替熱交換設備
による冷却水供給

1時間10分

1時間30分

1時間

1時間10分

　原子炉減圧

　原子炉隔離時冷却系停止

　低圧原子炉代替注水系
　（可搬型）による原子炉注水

経過時間（分） 経過時間（時間）

19

20分

30分

大型送水ポンプ車による

移動式代替熱交換設備
への海水供給

復旧班

【2】 ■ 燃料補給

アクセスルート復旧時間含む
24時間後までに準備

（24時間後以降起動）

アクセスルート復旧時間含む
24時間後までに準備

（24時間後以降起動）

　燃料抜取り

格納容器の除熱

30分

低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉注水

14 ■ ホース敷設／接続，注水

復旧班 【2】 ■ 燃料補給

直流電源確保

運転員

2

■ 115V－B系所内用蓄電池負荷切り離し及び

　 115V－B系所内用蓄電池から115V－B系

   所内用蓄電池（SA）へ切替

ガスタービン発電機車

による電源確保
復旧班

プラント状況確認
運転員

（当直長含）
■ 原子炉スクラム確認
■ 原子炉隔離時冷却系自動起動確認

手順の項目

要員

【】:他作業後移動

    してきた要員

作業・操作内容

　事象発生

　原子炉スクラム

20 21 22 23 24123 4必要な要員と作業項目 備考10 20 30 40 9 10 1150 2

7時間50分

7時間50分

5 6 7 8

実施後
移動

実施後

移動

実施後

移動

実施後
移動

全交流動力電源喪失（作業と所要時間）

図 2.3.1－3 全交流動力電源喪失時の作業と所要時間



33全交流動力電源喪失（水源に関する評価）

事象発生８時間後からの運転を想定して，崩壊熱に応じた注水を実施し，７日間の
原子炉への注水量は約2,858m3となる。重要事故シーケンス（全交流動力電源喪失）
における使用する水源の貯水量の合計は約6,000m3であり，供給可能である。



34全交流動力電源喪失（燃料消費に関する評価）

2. 燃料消費に関する評価

使用機器 
事故発生後 

継続使用時間 

燃料消費量 

燃費×台数×運転時間 

送水車 ８時間後～７日後 0.025m3/h×１台×160h＝4m3 

水中ポンプ車 ８時間後～７日後 0.0082m3/h×１台×160h＝1.32m3 

ガスタービン発電機車 24 時間後～７日後 1.39m3/h×２台×144h＝400.32m3  

大型送水ポンプ車 24 時間後～７日後 0.31m3/h×１台×144h＝44.64m3 

７日間の 

燃料消費量合計 
450.28m3 

判定 

発電所構内に貯蔵している燃料の合計容量は約

973.3m3であり，７日間の事故収束対応に必要な燃

料量を確保している。 



35全交流動力電源喪失（電源に関する評価）

A-淡水ポ

ンプ（移動
式代替熱
交換設備）

低圧炉心スプレイポンプ

主要負荷リスト
電源設備：ガスタービン発電機車 定格出力：6,400kW（8,000kVA）

短時間過負荷耐量：12,000kVA

充電器，非常用
照明他（自動投
入負荷）

B-淡水ポンプ

（移動式代替
熱交換設備

A-残留熱除
去ポンプ


