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１．外部火災影響評価の概要

� 原子力規制委員会（以下，NRA）が制定した「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び
設備の基準に関する規則」において，外部からの衝撃による損傷の防止として，安全施設は，想定され

る自然現象（地震および津波を除く。）または人為事象（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損

なわないものでなければならないとされている。
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凡例凡例凡例凡例

：：：：防火帯防火帯防火帯防火帯

：：：：周辺監視区域境界周辺監視区域境界周辺監視区域境界周辺監視区域境界

：：：：敷地境界敷地境界敷地境界敷地境界

森林火災

近隣の産業施設

の火災・爆発

航空機墜落による火災

� このため，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」に従い，外部火災影響評価を行い，外部火災に

より，安全施設へ影響を与えないことおよび発電所敷地外で発生する火災の二次的影響に対する適切

な防護対策が施されていることを評価した。

主主主主なななな想定火災想定火災想定火災想定火災はははは以下以下以下以下のとおりのとおりのとおりのとおり

� 森林森林森林森林火災火災火災火災

� 近隣近隣近隣近隣のののの産業施設産業施設産業施設産業施設のののの火災火災火災火災・・・・爆発爆発爆発爆発

� 航空機航空機航空機航空機墜落墜落墜落墜落によるによるによるによる火災火災火災火災



２．森林火災

NRAのガイドにのガイドにのガイドにのガイドに従従従従いいいい，，，，森林火災森林火災森林火災森林火災シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション解析解析解析解析コードコードコードコード FARSITE （（（（Fire Area Simulator※※※※1
））））

をををを用用用用いいいい，，，，発電所防護発電所防護発電所防護発電所防護にににに必要必要必要必要なななな防火帯幅防火帯幅防火帯幅防火帯幅をををを算出算出算出算出してしてしてして防火帯防火帯防火帯防火帯
※※※※2
をををを設定設定設定設定したしたしたした。。。。

※※※※1 米国農務省米国農務省米国農務省米国農務省でででで開発開発開発開発されされされされ，，，，森林火災森林火災森林火災森林火災をををを解析解析解析解析するためにするためにするためにするために世界的世界的世界的世界的にににに広広広広くくくく利用利用利用利用されているされているされているされている解析手法解析手法解析手法解析手法

※※※※2 防災上設防災上設防災上設防災上設けられるけられるけられるけられる，，，，可燃物可燃物可燃物可燃物がががが無無無無いいいい，，，，延焼被害延焼被害延焼被害延焼被害をををを食食食食いいいい止止止止めるためのめるためのめるためのめるための帯状帯状帯状帯状のエリアのエリアのエリアのエリア
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評価評価評価評価をををを実施実施実施実施したしたしたした結果結果結果結果，，，，P6にににに示示示示すとおりすとおりすとおりすとおり，，，，発電所防護発電所防護発電所防護発電所防護にににに必要必要必要必要なななな防火帯幅防火帯幅防火帯幅防火帯幅をををを設定設定設定設定するするするする

ことによりことによりことによりことにより，，，，森林火災森林火災森林火災森林火災はははは原子炉施設原子炉施設原子炉施設原子炉施設へへへへ熱影響熱影響熱影響熱影響をををを及及及及ぼさないことをぼさないことをぼさないことをぼさないことを確認確認確認確認したしたしたした。。。。

FARSITEのののの主主主主なななな入力入力入力入力データはデータはデータはデータは以下以下以下以下のとおりのとおりのとおりのとおり

①①①①土地利用土地利用土地利用土地利用データデータデータデータ ：：：： 国土数値情報国土数値情報国土数値情報国土数値情報 土地利用細分土地利用細分土地利用細分土地利用細分メッシュメッシュメッシュメッシュ（（（（100mメッシュメッシュメッシュメッシュ））））

②②②②植生植生植生植生データデータデータデータ ：：：： 森林簿森林簿森林簿森林簿（（（（地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体よりよりよりより入手入手入手入手））））

③③③③地形地形地形地形データデータデータデータ ：：：： 基盤地図情報基盤地図情報基盤地図情報基盤地図情報 数値標高数値標高数値標高数値標高モデルモデルモデルモデル 10mメッシュメッシュメッシュメッシュ

④④④④気象気象気象気象データデータデータデータ ：：：： 気象庁公開気象庁公開気象庁公開気象庁公開データデータデータデータ（（（（森林火災森林火災森林火災森林火災のののの発生件数発生件数発生件数発生件数のののの多多多多いいいい月月月月のののの過去過去過去過去10年間年間年間年間
のののの最大風速最大風速最大風速最大風速，，，，最高気温最高気温最高気温最高気温，，，，最小湿度最小湿度最小湿度最小湿度））））

ただしただしただしただし，，，，植生植生植生植生データについてはデータについてはデータについてはデータについては至近年至近年至近年至近年のデータをのデータをのデータをのデータを補完補完補完補完するためするためするためするため，，，，防火帯周辺防火帯周辺防火帯周辺防火帯周辺のののの植生調査植生調査植生調査植生調査をををを実施実施実施実施しししし，，，，

調査結果調査結果調査結果調査結果をををを植生植生植生植生データにデータにデータにデータに反映反映反映反映したしたしたした上上上上でででで保守的保守的保守的保守的なななな可燃物可燃物可燃物可燃物パラメータをパラメータをパラメータをパラメータを設定設定設定設定したしたしたした。。。。



２２２２－－－－１１１１．．．．植生調査植生調査植生調査植生調査

� 防火帯周辺防火帯周辺防火帯周辺防火帯周辺（（（（幅約幅約幅約幅約100m））））のののの植生調査植生調査植生調査植生調査をををを実施実施実施実施しししし，，，，樹種樹種樹種樹種，，，，林齢林齢林齢林齢，，，，下草下草下草下草のののの堆積厚堆積厚堆積厚堆積厚さをさをさをさを確認確認確認確認したしたしたした。。。。

植生調査業務植生調査業務植生調査業務植生調査業務にににに必要必要必要必要なななな資格資格資格資格（（（（1級造園施工管理技士級造園施工管理技士級造園施工管理技士級造園施工管理技士））））をををを有有有有するするするする者者者者，，，，またはまたはまたはまたは植生調査業務植生調査業務植生調査業務植生調査業務にににに

10年以上年以上年以上年以上のののの経験経験経験経験をををを有有有有しているしているしているしている者者者者がががが30m××××30mをををを1区画区画区画区画としてとしてとしてとして目視調査目視調査目視調査目視調査をををを行行行行ったったったった。。。。

（（（（調査期間調査期間調査期間調査期間：：：：平成平成平成平成26年年年年2月月月月25日日日日～～～～2月月月月28日日日日，，，，平成平成平成平成26年年年年9月月月月1日日日日～～～～9月月月月3日日日日，，，，調査箇所調査箇所調査箇所調査箇所：：：：約約約約270箇所箇所箇所箇所））））

調査調査調査調査

ポイントポイントポイントポイント例例例例

設定設定設定設定するするするする可燃物可燃物可燃物可燃物パラメータパラメータパラメータパラメータ 植生調査結果植生調査結果植生調査結果植生調査結果

樹種樹種樹種樹種 林齢林齢林齢林齢 下草下草下草下草 樹種樹種樹種樹種 林齢林齢林齢林齢 下草下草下草下草

A 落葉広葉樹落葉広葉樹落葉広葉樹落葉広葉樹 ―（（（（※※※※）））） 約約約約180cm 落葉広葉樹落葉広葉樹落葉広葉樹落葉広葉樹

30年生以上年生以上年生以上年生以上

40年生未満年生未満年生未満年生未満

約約約約30cm

B マツマツマツマツ

20年生以上年生以上年生以上年生以上

30年生未満年生未満年生未満年生未満

約約約約180cm マツマツマツマツ 40年生以上年生以上年生以上年生以上 約約約約50cm

C スギスギスギスギ

20年生以上年生以上年生以上年生以上

30年生未満年生未満年生未満年生未満

約約約約180cm スギスギスギスギ 40年生以上年生以上年生以上年生以上 約約約約30cm

D 落葉広葉樹落葉広葉樹落葉広葉樹落葉広葉樹 ―（（（（※※※※）））） 約約約約180cm 落葉広葉樹落葉広葉樹落葉広葉樹落葉広葉樹

30年生以上年生以上年生以上年生以上

40年生未満年生未満年生未満年生未満

約約約約20cm

E スギスギスギスギ

20年生以上年生以上年生以上年生以上

30年生未満年生未満年生未満年生未満

約約約約180cm スギスギスギスギ 40年生以上年生以上年生以上年生以上 約約約約20cm

調査結果調査結果調査結果調査結果をををを基基基基にににに保守的保守的保守的保守的となるとなるとなるとなる可燃物可燃物可燃物可燃物パラメータをパラメータをパラメータをパラメータを設定設定設定設定

・・・・林齢林齢林齢林齢がががが低低低低いいいい方方方方がががが燃焼燃焼燃焼燃焼しやすいしやすいしやすいしやすいためためためため，，，，林齢林齢林齢林齢をををを保守的保守的保守的保守的にににに低低低低くくくく設定設定設定設定（（（（例例例例：：：：40年生以上年生以上年生以上年生以上⇒⇒⇒⇒ 20年生以上年生以上年生以上年生以上30年未満年未満年未満年未満））））

・・・・下草下草下草下草がががが高高高高いいいい方方方方がががが燃焼燃焼燃焼燃焼しやすいしやすいしやすいしやすいためためためため，，，，下草下草下草下草をををを保守的保守的保守的保守的にににに高高高高くくくく設定設定設定設定（（（（例例例例：：：：約約約約50cm ⇒⇒⇒⇒ 約約約約180cm））））

植生調査結果植生調査結果植生調査結果植生調査結果をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた設定可燃物設定可燃物設定可燃物設定可燃物パラメータのパラメータのパラメータのパラメータの設定設定設定設定

※※※※落葉広葉樹落葉広葉樹落葉広葉樹落葉広葉樹にはにはにはには解析上解析上解析上解析上のののの林齢設定林齢設定林齢設定林齢設定なしなしなしなし

保守的保守的保守的保守的パラメータパラメータパラメータパラメータ設定後設定後設定後設定後，，，，NRAのガイドにのガイドにのガイドにのガイドに従従従従ってってってってFARSITEにてにてにてにて解析解析解析解析
表表表表 代表的代表的代表的代表的なななな植生調査結果植生調査結果植生調査結果植生調査結果をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた設定可燃物設定可燃物設定可燃物設定可燃物パラメータパラメータパラメータパラメータ
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２２２２－－－－２２２２．．．．FARSITEによるによるによるによる解析結果解析結果解析結果解析結果

� NRAのガイドにのガイドにのガイドにのガイドに従従従従いいいい，，，，発電所周辺発電所周辺発電所周辺発電所周辺10km圏内圏内圏内圏内のののの居住地区居住地区居住地区居住地区およびおよびおよびおよび道路沿道路沿道路沿道路沿いでいでいでいで森林火災森林火災森林火災森林火災がががが

発生発生発生発生するというするというするというするという4ケースをケースをケースをケースを想定想定想定想定してしてしてしてFARSITE解析解析解析解析をををを行行行行いいいい，，，，防火帯近傍防火帯近傍防火帯近傍防火帯近傍でででで最最最最もももも火線火線火線火線強度強度強度強度
※※※※

がががが大大大大きいきいきいきい発火点発火点発火点発火点のののの値値値値をををを用用用用いていていていて防火帯幅防火帯幅防火帯幅防火帯幅をををを設定設定設定設定したしたしたした。。。。

※ 火火火火線強度線強度線強度線強度：：：：単位時間当単位時間当単位時間当単位時間当たりたりたりたり，，，，単位幅当単位幅当単位幅当単位幅当たりのエネルギーたりのエネルギーたりのエネルギーたりのエネルギー放出量放出量放出量放出量（（（（単位単位単位単位：：：：kW/m）。）。）。）。
燃焼中燃焼中燃焼中燃焼中のののの林野火災林野火災林野火災林野火災のののの強度強度強度強度をををを表表表表すすすす指標指標指標指標としてとしてとしてとして最最最最もももも一般的一般的一般的一般的にににに用用用用いられるいられるいられるいられる。。。。

図図図図 発火点発火点発火点発火点3 西北西西北西西北西西北西のののの火線強度火線強度火線強度火線強度（（（（４ケースの４ケースの４ケースの４ケースの中中中中でででで最大最大最大最大））））
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発電所周辺航空写真発電所周辺航空写真発電所周辺航空写真発電所周辺航空写真



凡例凡例凡例凡例

：：：：防火帯防火帯防火帯防火帯

：：：：周辺監視区域境界周辺監視区域境界周辺監視区域境界周辺監視区域境界

：：：：敷地境界敷地境界敷地境界敷地境界

２２２２－－－－３３３３．．．．防火帯設定防火帯設定防火帯設定防火帯設定イメージイメージイメージイメージ図図図図

防火帯近傍防火帯近傍防火帯近傍防火帯近傍におけるにおけるにおけるにおける

最大火線強度最大火線強度最大火線強度最大火線強度

4,514[kW/m]

評価上必要評価上必要評価上必要評価上必要とされるとされるとされるとされる防火帯幅防火帯幅防火帯幅防火帯幅

19.8m

防火帯幅防火帯幅防火帯幅防火帯幅

20m

（外部火災評価ガイド）

【【【【参考参考参考参考】】】】

防火帯基本設計防火帯基本設計防火帯基本設計防火帯基本設計ルートのルートのルートのルートの現場調査現場調査現場調査現場調査

をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ，，，，詳細設計詳細設計詳細設計詳細設計をををを今後実施今後実施今後実施今後実施
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２２２２－－－－４４４４．．．．モルタルモルタルモルタルモルタル吹付吹付吹付吹付のののの施工例施工例施工例施工例

� 防火帯防火帯防火帯防火帯（（（（幅幅幅幅：：：：20m））））はははは，，，，樹木伐採後樹木伐採後樹木伐採後樹木伐採後のののの土砂流出等土砂流出等土砂流出等土砂流出等をををを考慮考慮考慮考慮しししし，，，，

現場状況現場状況現場状況現場状況にににに応応応応じてモルタルじてモルタルじてモルタルじてモルタル吹付吹付吹付吹付をををを行行行行うううう。。。。

※※※※ 以下以下以下以下はははは防火帯箇所防火帯箇所防火帯箇所防火帯箇所のののの写真写真写真写真ではではではではなくなくなくなく，，，，モルタルモルタルモルタルモルタル吹付施工吹付施工吹付施工吹付施工のののの例例例例をををを示示示示すためすためすためすためのののの写真写真写真写真

図図図図 モルタルモルタルモルタルモルタル吹付工吹付工吹付工吹付工のののの施工例施工例施工例施工例（（（（構内道路構内道路構内道路構内道路））））
7
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２２２２－－－－５５５５．．．．可搬型可搬型可搬型可搬型モニタリングポストによるモニタリングポストによるモニタリングポストによるモニタリングポストによる代替測定代替測定代替測定代替測定

� 森林火災森林火災森林火災森林火災によりによりによりにより既設既設既設既設のモニタリングポストがのモニタリングポストがのモニタリングポストがのモニタリングポストが機能喪失機能喪失機能喪失機能喪失したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには，，，，モニタリングポストモニタリングポストモニタリングポストモニタリングポスト付近付近付近付近にににに可搬型可搬型可搬型可搬型

モニタリングポストをモニタリングポストをモニタリングポストをモニタリングポストを設置設置設置設置

� 森林火災森林火災森林火災森林火災のののの延焼延焼延焼延焼によりモニタリングポストによりモニタリングポストによりモニタリングポストによりモニタリングポスト付近付近付近付近にににに設置設置設置設置できないできないできないできない場合場合場合場合にはにはにはには，，，，防火帯内防火帯内防火帯内防火帯内のののの同一方位同一方位同一方位同一方位にににに設置設置設置設置

モニタリングポストモニタリングポストモニタリングポストモニタリングポスト No.1

モニタリングポストモニタリングポストモニタリングポストモニタリングポスト No.2

モニタリングポストモニタリングポストモニタリングポストモニタリングポスト No.3

モニタリングポストモニタリングポストモニタリングポストモニタリングポスト No.6

モニタリングポストモニタリングポストモニタリングポストモニタリングポスト No.5

モニタリングポストモニタリングポストモニタリングポストモニタリングポスト No.4

可搬型モニタリングポスト

保管場所

事務建屋

凡例

：防火帯

：モニタリングポスト（6箇所）

：可搬型モニタリングポスト

（モニタリングポスト付近への設置）

：可搬型モニタリングポスト

（モニタリングポスト付近へアクセス

出来ない場合の設置例）
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３．近隣の産業施設の火災・爆発

� NRAのガイドにのガイドにのガイドにのガイドに従従従従いいいい，，，，下記下記下記下記のののの熱影響評価熱影響評価熱影響評価熱影響評価をををを実施実施実施実施したしたしたした。。。。

○○○○発電所敷地外発電所敷地外発電所敷地外発電所敷地外

・・・・発電所発電所発電所発電所からからからから10km以内以内以内以内にににに設置設置設置設置されているされているされているされている石油石油石油石油コンビナートコンビナートコンビナートコンビナートおよびおよびおよびおよび危険物危険物危険物危険物貯蔵施設貯蔵施設貯蔵施設貯蔵施設のののの火災火災火災火災，，，，ガスガスガスガス爆発爆発爆発爆発

○○○○発電所敷地内発電所敷地内発電所敷地内発電所敷地内

・・・・敷地内敷地内敷地内敷地内におけるにおけるにおけるにおける危険物施設危険物施設危険物施設危険物施設のののの火災火災火災火災

� 発電所発電所発電所発電所からからからから10km以内以内以内以内にににに設置設置設置設置されているされているされているされている石油石油石油石油コンビナートはないコンビナートはないコンビナートはないコンビナートはない

� 発電所発電所発電所発電所からからからから10km以内以内以内以内にあるにあるにあるにある危険物貯蔵施設危険物貯蔵施設危険物貯蔵施設危険物貯蔵施設（（（（消防法消防法消防法消防法等等等等にににに基基基基づきづきづきづき消防署消防署消防署消防署にににに届出届出届出届出されてされてされてされているものいるものいるものいるもの））））はははは以下以下以下以下のとおりのとおりのとおりのとおり

� 最大貯蔵量最大貯蔵量最大貯蔵量最大貯蔵量のののの施設施設施設施設はははは発電所発電所発電所発電所からからからから約約約約8.6kmのののの位置位置位置位置のののの給油取扱所給油取扱所給油取扱所給油取扱所でででで最大数量最大数量最大数量最大数量はははは49.5kl

� 発電所発電所発電所発電所にににに最最最最もももも近近近近いいいい施設施設施設施設はははは発電所発電所発電所発電所からからからから約約約約2.5kmのののの位置位置位置位置のののの屋内貯蔵所屋内貯蔵所屋内貯蔵所屋内貯蔵所でででで貯蔵量貯蔵量貯蔵量貯蔵量はははは2.6kl

� これこれこれこれにににに対対対対しししし，，，，敷地内敷地内敷地内敷地内危険物施設危険物施設危険物施設危険物施設（（（（1号炉軽油号炉軽油号炉軽油号炉軽油タンクタンクタンクタンク最大貯蔵量最大貯蔵量最大貯蔵量最大貯蔵量620kl））））のののの方方方方がががが貯蔵量貯蔵量貯蔵量貯蔵量がががが大大大大きくきくきくきく，，，，原子炉施設原子炉施設原子炉施設原子炉施設からのからのからのからの離離離離

隔距離隔距離隔距離隔距離もももも短短短短いためいためいためいため，，，，敷地外危険物施設敷地外危険物施設敷地外危険物施設敷地外危険物施設のののの火災影響火災影響火災影響火災影響はははは，，，，敷地内危険物施設敷地内危険物施設敷地内危険物施設敷地内危険物施設のののの火災評価結果火災評価結果火災評価結果火災評価結果にににに包絡包絡包絡包絡されるされるされるされる

9

評価評価評価評価をををを実施実施実施実施したしたしたした結果結果結果結果，，，，P.11～～～～12にににに示示示示すとおりすとおりすとおりすとおり，，，，敷地内危険物施設敷地内危険物施設敷地内危険物施設敷地内危険物施設はははは

原子炉施設原子炉施設原子炉施設原子炉施設へへへへ熱影響熱影響熱影響熱影響をををを及及及及ぼさないことをぼさないことをぼさないことをぼさないことを確認確認確認確認したしたしたした。。。。



凡例凡例凡例凡例

：：：：熱影響評価対象熱影響評価対象熱影響評価対象熱影響評価対象

：：：：危険物施設危険物施設危険物施設危険物施設

３３３３－－－－１１１１．．．．敷地内危険物施設敷地内危険物施設敷地内危険物施設敷地内危険物施設（（（（１１１１／／／／３３３３））））

� 発電所敷地内発電所敷地内発電所敷地内発電所敷地内にににに位置位置位置位置しているしているしているしている屋外屋外屋外屋外のののの危険物施設危険物施設危険物施設危険物施設のののの火災火災火災火災をををを想定想定想定想定しししし，，，，原子炉施設原子炉施設原子炉施設原子炉施設のののの熱影響評価熱影響評価熱影響評価熱影響評価をををを実施実施実施実施

（（（（原子炉建屋原子炉建屋原子炉建屋原子炉建屋，，，，制御建屋制御建屋制御建屋制御建屋，，，，タービンタービンタービンタービン建屋建屋建屋建屋，，，，復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵タンクタンクタンクタンク，，，，排気筒排気筒排気筒排気筒およびおよびおよびおよび海水海水海水海水ポンプポンプポンプポンプ））））

� 熱影響評価熱影響評価熱影響評価熱影響評価のののの際際際際にににに燃焼燃焼燃焼燃焼をををを想定想定想定想定するするするする危険物施設危険物施設危険物施設危険物施設はははは，，，，「「「「1号炉軽油号炉軽油号炉軽油号炉軽油タンクタンクタンクタンク
※※※※

」」」」，，，，「「「「3号炉軽油号炉軽油号炉軽油号炉軽油タンクタンクタンクタンク
※※※※

」」」」およびおよびおよびおよび

「「「「大容量電源装置大容量電源装置大容量電源装置大容量電源装置」」」」 ※※※※非常用非常用非常用非常用ディーゼルディーゼルディーゼルディーゼル発電機用燃料貯蔵発電機用燃料貯蔵発電機用燃料貯蔵発電機用燃料貯蔵タンクタンクタンクタンク

� ２２２２号炉軽油号炉軽油号炉軽油号炉軽油タンクはタンクはタンクはタンクは，，，，地下埋設化地下埋設化地下埋設化地下埋設化しししし，，，，コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート製製製製のののの天井天井天井天井をををを設設設設けることによりけることによりけることによりけることにより，，，，輻射熱輻射熱輻射熱輻射熱がががが直接原子炉直接原子炉直接原子炉直接原子炉

施設施設施設施設へへへへ届届届届かないことからかないことからかないことからかないことから評価対象外評価対象外評価対象外評価対象外としたとしたとしたとした

3号炉軽油号炉軽油号炉軽油号炉軽油タンクタンクタンクタンク2基基基基
（（（（各各各各330m3

））））

1号炉軽油号炉軽油号炉軽油号炉軽油タンクタンクタンクタンク

（（（（620m3
））））

大容量電源装置大容量電源装置大容量電源装置大容量電源装置

（（（（軽油軽油軽油軽油：：：：90.585m3
））））

（（（（潤滑油潤滑油潤滑油潤滑油：：：：10m3
））））
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2号炉排気筒

2号炉原子炉建屋

2号炉タービン建屋

2号炉制御建屋

1号炉制御建屋

2号炉海水ポンプ室

2号炉復水貯蔵タンク



３３３３－－－－１１１１．．．．敷地内危険物施設敷地内危険物施設敷地内危険物施設敷地内危険物施設（（（（２２２２／／／／３３３３））））

【【【【評価条件評価条件評価条件評価条件】】】】

火災発生火災発生火災発生火災発生からからからから燃料燃料燃料燃料がががが燃燃燃燃ええええ尽尽尽尽きるまでのきるまでのきるまでのきるまでの間間間間，，，，

一定一定一定一定のののの輻射強度輻射強度輻射強度輻射強度でででで原子炉施設外壁原子炉施設外壁原子炉施設外壁原子炉施設外壁がががが加熱加熱加熱加熱

されるものとしてされるものとしてされるものとしてされるものとして，，，，コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート表面温度表面温度表面温度表面温度をををを評価評価評価評価

【【【【評価結果評価結果評価結果評価結果】】】】

許容温度許容温度許容温度許容温度200℃℃℃℃※※※※以下以下以下以下であることをであることをであることをであることを確認確認確認確認

（（（（原子炉建屋原子炉建屋原子炉建屋原子炉建屋：：：：最大最大最大最大でででで約約約約79℃℃℃℃，，，，制御建屋制御建屋制御建屋制御建屋：：：：最大最大最大最大

でででで約約約約80℃℃℃℃，，，，タービンタービンタービンタービン建屋建屋建屋建屋：：：：最大最大最大最大でででで約約約約136℃℃℃℃））））
※※※※「「「「高温度高温度高温度高温度におけるにおけるにおけるにおける高強度高強度高強度高強度コンクリートのコンクリートのコンクリートのコンクリートの力学的特性力学的特性力学的特性力学的特性にににに関関関関するするするする基礎的基礎的基礎的基礎的

研究研究研究研究」」」」およびおよびおよびおよび「「「「建築火災建築火災建築火災建築火災のメカニズムとのメカニズムとのメカニズムとのメカニズムと火災安全設計火災安全設計火災安全設計火災安全設計」」」」をををを基基基基にににに設定設定設定設定

（（（（１１１１））））原子炉施設外壁原子炉施設外壁原子炉施設外壁原子炉施設外壁

（（（（２２２２））））復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵タンクタンクタンクタンク

【【【【評価条件評価条件評価条件評価条件】】】】

火災発生火災発生火災発生火災発生からからからから燃料燃料燃料燃料がががが燃燃燃燃ええええ尽尽尽尽きるまでのきるまでのきるまでのきるまでの間間間間，，，，

一定一定一定一定のののの輻射強度輻射強度輻射強度輻射強度でででで復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵タンクがタンクがタンクがタンクが加熱加熱加熱加熱

されるものとしてされるものとしてされるものとしてされるものとして，，，，復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵タンクタンクタンクタンク温度温度温度温度をををを評価評価評価評価

【【【【評価結果評価結果評価結果評価結果】】】】

許容温度許容温度許容温度許容温度66℃℃℃℃ ※※※※

以下以下以下以下であることをであることをであることをであることを確認確認確認確認

（（（（復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵タンクタンクタンクタンク温度温度温度温度：：：：最大最大最大最大でででで約約約約53℃℃℃℃））））
※※※※復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵タンクのタンクのタンクのタンクの最高使用温度最高使用温度最高使用温度最高使用温度をををを基基基基にににに設定設定設定設定 11



３３３３－－－－１１１１．．．．敷地内危険物施設敷地内危険物施設敷地内危険物施設敷地内危険物施設（（（（３３３３／／／／３３３３））））

【【【【評価条件評価条件評価条件評価条件】】】】

� 火災発生火災発生火災発生火災発生からからからから燃料燃料燃料燃料がががが燃燃燃燃ええええ尽尽尽尽きるまでのきるまでのきるまでのきるまでの間間間間，，，，

一定一定一定一定のののの輻射強度輻射強度輻射強度輻射強度でででで排気筒排気筒排気筒排気筒をををを加熱加熱加熱加熱

� 排気筒排気筒排気筒排気筒はははは各危険物施設各危険物施設各危険物施設各危険物施設とのとのとのとの距離距離距離距離がががが最最最最もももも近近近近いいいい

支持鉄塔支持鉄塔支持鉄塔支持鉄塔のののの表面温度表面温度表面温度表面温度をををを評価評価評価評価

【【【【評価結果評価結果評価結果評価結果】】】】

許容温度許容温度許容温度許容温度350℃℃℃℃ ※※※※

以下以下以下以下であることをであることをであることをであることを確認確認確認確認

（（（（排気筒排気筒排気筒排気筒（（（（支持鉄塔支持鉄塔支持鉄塔支持鉄塔））））のののの表面温度表面温度表面温度表面温度：：：：最大最大最大最大でででで約約約約57℃℃℃℃））））
※※※※「「「「発電用原子力設備規格発電用原子力設備規格発電用原子力設備規格発電用原子力設備規格 設計設計設計設計・・・・建設規格建設規格建設規格建設規格」」」」をををを基基基基にににに設定設定設定設定

（（（（４４４４））））海水海水海水海水ポンプポンプポンプポンプ

【【【【評価条件評価条件評価条件評価条件】】】】

火炎火炎火炎火炎のののの輻射熱輻射熱輻射熱輻射熱によるによるによるによる海水海水海水海水ポンプポンプポンプポンプ（（（（原子炉補機冷却海水原子炉補機冷却海水原子炉補機冷却海水原子炉補機冷却海水ポンプポンプポンプポンプ用電動機用電動機用電動機用電動機およびおよびおよびおよび高圧炉心高圧炉心高圧炉心高圧炉心スプレイスプレイスプレイスプレイ補機冷却補機冷却補機冷却補機冷却

海水海水海水海水ポンプポンプポンプポンプ用電動機用電動機用電動機用電動機））））のののの温度影響温度影響温度影響温度影響をををを評価評価評価評価

【【【【評価結果評価結果評価結果評価結果】】】】

地下地下地下地下ピットピットピットピット方式方式方式方式によりによりによりにより火炎火炎火炎火炎からのからのからのからの輻射熱輻射熱輻射熱輻射熱はははは到達到達到達到達しないことからしないことからしないことからしないことから，，，，海水海水海水海水ポンプにポンプにポンプにポンプに影響影響影響影響をををを及及及及ぼさないことをぼさないことをぼさないことをぼさないことを確認確認確認確認
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（（（（３３３３））））排気筒排気筒排気筒排気筒



４．航空機墜落による火災

� NRAのガイドにのガイドにのガイドにのガイドに従従従従いいいい，，，，下記下記下記下記のののの熱影響評価熱影響評価熱影響評価熱影響評価をををを実施実施実施実施したしたしたした。。。。

・・・・航空機墜落航空機墜落航空機墜落航空機墜落によるによるによるによる火災火災火災火災のののの熱影響評価熱影響評価熱影響評価熱影響評価をををを実施実施実施実施

・・・・重畳火災重畳火災重畳火災重畳火災
※※※※

（（（（航空機墜落火災航空機墜落火災航空機墜落火災航空機墜落火災およびおよびおよびおよび危険物施設火災危険物施設火災危険物施設火災危険物施設火災））））

※※※※NRAのコメントによりのコメントによりのコメントによりのコメントにより追加評価追加評価追加評価追加評価

なおなおなおなお，，，，重畳火災重畳火災重畳火災重畳火災のののの最最最最もももも厳厳厳厳しいしいしいしい評価評価評価評価となるとなるとなるとなる想定想定想定想定シナリオとしてシナリオとしてシナリオとしてシナリオとして，，，，航空機航空機航空機航空機（（（（B747-400））））落下落下落下落下にににに

よりよりよりより女川女川女川女川３３３３号炉軽油号炉軽油号炉軽油号炉軽油タンク２タンク２タンク２タンク２基基基基もももも誘発誘発誘発誘発されされされされ同時同時同時同時にににに火災火災火災火災をををを生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした評価評価評価評価をををを実施実施実施実施
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評価評価評価評価をををを実施実施実施実施したしたしたした結果結果結果結果，，，，P.14にににに示示示示すとおりすとおりすとおりすとおり，，，，航空機墜落航空機墜落航空機墜落航空機墜落によるによるによるによる火災火災火災火災はははは

原子炉施設原子炉施設原子炉施設原子炉施設へへへへ熱影響熱影響熱影響熱影響をををを及及及及ぼさないことをぼさないことをぼさないことをぼさないことを確認確認確認確認したしたしたした。。。。



４４４４－－－－１１１１．．．．重畳火災重畳火災重畳火災重畳火災（（（（航空機落下火災航空機落下火災航空機落下火災航空機落下火災およびおよびおよびおよび危険物施設火災危険物施設火災危険物施設火災危険物施設火災））））

【【【【評価条件評価条件評価条件評価条件】】】】

火災発生火災発生火災発生火災発生からからからから航空機航空機航空機航空機およびおよびおよびおよび危険物施設危険物施設危険物施設危険物施設

のののの燃料燃料燃料燃料がががが各々各々各々各々燃燃燃燃ええええ尽尽尽尽きるまでのきるまでのきるまでのきるまでの間間間間，，，，

原子炉施設外壁原子炉施設外壁原子炉施設外壁原子炉施設外壁がががが加熱加熱加熱加熱されるものとしてされるものとしてされるものとしてされるものとして，，，，

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート表面温度表面温度表面温度表面温度をををを評価評価評価評価

【【【【評価結果評価結果評価結果評価結果】】】】

許容温度許容温度許容温度許容温度200℃℃℃℃以下以下以下以下であることをであることをであることをであることを確認確認確認確認

（（（（原子炉建屋原子炉建屋原子炉建屋原子炉建屋：：：：最大最大最大最大でででで約約約約181℃℃℃℃））））

（（（（１１１１））））原子炉施設外壁原子炉施設外壁原子炉施設外壁原子炉施設外壁

（（（（２２２２））））復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵タンクタンクタンクタンク 【【【【評価条件評価条件評価条件評価条件】】】】

火災発生火災発生火災発生火災発生からからからから航空機航空機航空機航空機およびおよびおよびおよび危険物施設危険物施設危険物施設危険物施設

のののの燃料燃料燃料燃料がががが各々各々各々各々燃燃燃燃ええええ尽尽尽尽きるまでのきるまでのきるまでのきるまでの間間間間，，，，

復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵タンクがタンクがタンクがタンクが加熱加熱加熱加熱されるものとしてされるものとしてされるものとしてされるものとして，，，，

復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵タンクタンクタンクタンク温度温度温度温度をををを評価評価評価評価

【【【【評価結果評価結果評価結果評価結果】】】】

許容温度許容温度許容温度許容温度66℃℃℃℃以下以下以下以下であることをであることをであることをであることを確認確認確認確認

（（（（復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵復水貯蔵タンクタンクタンクタンク温度温度温度温度：：：：最大最大最大最大でででで約約約約57℃℃℃℃））））
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５．適合性審査状況

外部火災影響評価外部火災影響評価外部火災影響評価外部火災影響評価についてについてについてについて，，，，当社当社当社当社はこれまでに３はこれまでに３はこれまでに３はこれまでに３回回回回，，，，審査会合審査会合審査会合審査会合においてにおいてにおいてにおいて説明説明説明説明しているしているしているしている。。。。

評価評価評価評価のののの保守性保守性保守性保守性，，，，防火帯防火帯防火帯防火帯のののの運用管理運用管理運用管理運用管理などなどなどなどにににに対対対対するするするする基本的事項基本的事項基本的事項基本的事項についてはごについてはごについてはごについてはご理解理解理解理解をいたをいたをいたをいた

だいておりだいておりだいておりだいており，，，，現在現在現在現在はははは残件残件残件残件コメントのコメントのコメントのコメントの対応対応対応対応をををを行行行行っているっているっているっている。。。。

質問・指摘事項 回答状況

FARSITE解析の入力パラメータ，感度解析

の保守性について説明すること。

ガイドに従い，森林火災の発生件数の多い月の

過去10年間の最小湿度，最高気温，最大風速を

入力していること，および，植生が燃焼しやすいよ

うに自主的に林齢を下げて入力することで保守的

な解析となるようにしていることを説明した。

航空機落下と危険物施設火災との重畳に

ついて説明すること。

重畳火災の最も厳しい評価となる想定シナリオとして，

航空機（B747-400）落下により女川３号炉軽油タンク

２基も誘発され同時に火災を生じた場合を考え，評価

を実施した結果，原子炉施設へ影響を及ぼさないこと

を説明した。

防火帯内の植生等の管理について，火災

防護計画等に定めるとしている具体的な方

針を説明すること。

火災発生時の対応，防火帯の維持・管理などを適切

に実施するための対策を火災防護計画に定めること

とし，組織内における責任の所在，防火帯の運用管

理などの項目があることを説明した。

女川２号に関する質問・指摘事項の残件分は１０件（平成２７年３月１９日審査会合時点）。
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《参考》 初期消火活動について

� 外部火災外部火災外部火災外部火災のののの覚知覚知覚知覚知

16

• 発電所敷地内発電所敷地内発電所敷地内発電所敷地内およびおよびおよびおよび敷地境界付近敷地境界付近敷地境界付近敷地境界付近においてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，24242424時間常駐時間常駐時間常駐時間常駐しているしているしているしている警備員警備員警備員警備員およびおよびおよびおよび運転員運転員運転員運転員によによによによ

るパトロールならびにるパトロールならびにるパトロールならびにるパトロールならびに通常勤務通常勤務通常勤務通常勤務のののの社員社員社員社員およびおよびおよびおよび協力会社社員協力会社社員協力会社社員協力会社社員によるによるによるによる覚知覚知覚知覚知。。。。

• 発電所敷地外発電所敷地外発電所敷地外発電所敷地外においてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，事務所内事務所内事務所内事務所内にににに設置設置設置設置しているしているしているしている近隣自治体近隣自治体近隣自治体近隣自治体のののの防災行政無線防災行政無線防災行政無線防災行政無線によるによるによるによる覚知覚知覚知覚知。。。。

なおなおなおなお，，，，監視監視監視監視カメラによりカメラによりカメラによりカメラにより，，，，中央制御室中央制御室中央制御室中央制御室においてにおいてにおいてにおいて森林火災森林火災森林火災森林火災のののの状況状況状況状況のののの把握把握把握把握をををを可能可能可能可能とするとするとするとする。。。。

• 自衛消防隊自衛消防隊自衛消防隊自衛消防隊のののの初期消火要員初期消火要員初期消火要員初期消火要員（（（（10101010名名名名））））がががが24242424時間常駐時間常駐時間常駐時間常駐しておりしておりしておりしており，，，，森林火災覚知後森林火災覚知後森林火災覚知後森林火災覚知後，，，，防火帯内防火帯内防火帯内防火帯内にににに配配配配

備備備備しているしているしているしている消防自動車消防自動車消防自動車消防自動車によりによりによりにより，，，，早期早期早期早期にににに防火帯境界付近防火帯境界付近防火帯境界付近防火帯境界付近などになどになどになどに予防散水予防散水予防散水予防散水をををを行行行行うううう。。。。

� 初期消火活動初期消火活動初期消火活動初期消火活動

図図図図 消防自動車消防自動車消防自動車消防自動車によるによるによるによる予防散水予防散水予防散水予防散水


