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2013年 1月 30日 
 

2011年 5月 14日に発生した浜岡原子力発電所 5号機の主復水器細管損傷に伴う海水混入事象に

関し、2012年 3月 30日、原子力安全・保安院（当時）より、原子炉施設全体への影響について調査し、

その結果について報告するよう指示※を受けました。当社は、この指示に基づき、海水混入による 5 号

機の原子炉施設への影響調査結果および今後の計画をとりまとめ、原子力安全・保安院（当時）へ報

告しました。                                  （2012年 4月 25日 お知らせ済み） 
 
その後も引き続き海水が混入した機器の点検を進め、点検結果等について、当社が設置した設備

健全性評価検討委員会で専門家からのご意見をいただいてきました。また、原子力安全・保安院（当

時）主催の意見聴取会において説明を実施してまいりました。 

その後、1号機および 2号機の使用済燃料を 5号機へ搬入するため、5号機の原子炉圧力容器およ

び原子炉格納容器の上蓋の閉止が必要となったことから、上蓋再開放までの間に原子炉圧力容器の

漏えい防止機能に影響がないことを評価したうえで、原子炉圧力容器および炉内構造物の点検を一

時中断し、原子炉圧力容器および原子炉格納容器の上蓋を閉止しました。 

これを機に、これまでの調査結果を取りまとめ、本日、原子力規制委員会へ報告しましたので、お知

らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料：浜岡原子力発電所 5号機 主復水器細管損傷の影響の調査について（概要） 

 
※ 指示とは、「中部電力株式会社浜岡原子力発電所 5号機における復水器細管損傷の影響の調 

  査について（指示）」（平成 24･03･30原院第 10号）のことです。 

以 上 

浜岡原子力発電所 5号機 主復水器細管損傷の影響の調査について 

（原子力規制委員会への中間報告） 

 

 

1.原子炉施設への影響調査 

 原子炉圧力容器、炉内構造物および燃料等の点検および評価の結果は以下のとおりです。 

①設備の健全性評価について 

 これまでの点検の結果、原子炉圧力容器の内張り材に腐食を確認しました。腐食は内張り材に留まっ

ており、原子炉圧力容器の漏えい防止機能に影響はありません。 

 また、その他の機器についても、腐食や付着物等を確認しており、一部の機器については腐食や付着

物等の影響について評価を進めています。それ以外の機器については、手入れ等により機能が維持で

きることを確認しています。 

 これまでの点検で確認した腐食や付着物等については、現在の状態における原子炉およびタービン

設備の安全性に影響をおよぼすものではありません。 

 引き続き点検を実施し、健全性評価をおこなってまいります。 

②燃料の健全性評価について 

 海水混入時に原子炉圧力容器内に装荷されていた燃料を点検した結果、外観上、海水混入による燃

料への影響は確認されませんでした。 

 引き続き点検を実施し、健全性評価をおこなってまいります。 

 

2.今後の計画 

 原子炉圧力容器および炉内構造物の点検は、2号機の使用済燃料の搬入が完了次第、再開します。

原子炉圧力容器および炉内構造物以外については、引き続き点検を進めてまいります。 

 また、健全性評価は、社外の専門家からのご意見を踏まえながら進めてまいります。 

 

今回報告した内容 

項 目 
2012年度 

2013年度 2014年度 
下期 

設備の点検・評価 

 

 

燃料の点検・評価 

   

2号機からの使用済燃料搬入 
   

 

 

原子炉圧力容器および炉内構造物 

上記以外の設備 
（ 中 断 ） （ 再 開 ） 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

：実績 

：計画 

http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3184526_6926.html
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1.はじめに 

 浜岡原子力発電所 5号機は、2011年 5月 14日に原子炉停止後の冷温停止操作過程で発生した主復
水器細管損傷に伴い系統内に海水が混入したことから、塩分の除去作業および機器や燃料の点検・評
価をおこなっています。 

 
2.原子炉施設への影響調査 

 海水が混入した原子炉施設への影響を調査するため、原子炉圧力容器等、海水が混入した機器や、
海水混入時に原子炉圧力容器内に装荷されていた燃料の点検を進めています。これまでに実施した点
検および評価の結果は以下のとおりです。 
 
（１）設備の健全性評価について 
 ①原子炉圧力容器の点検結果について   

  原子炉圧力容器内面の内張り材に腐食を確認しました。内張り材は、原子炉圧力容器の母材の腐食 
 防止として母材表面に肉盛り溶接した金属です。当該腐食部の表面研磨および原子炉圧力容器外面 
 からの超音波探傷試験をおこない、以下のとおり、原子炉圧力容器の漏えい防止機能に影響はないと 
 評価しました。 

  ・腐食の面積が比較的大きかった箇所について表面研磨を実施した結果、一部については腐食を除 

   去できたことから、腐食は内張り材内部に留まっており、母材まで到達していないことを確認しました。 

  ・一部については腐食を除去できませんでしたが、超音波探傷試験により、腐食が母材まで到達して 
   いないことを確認しました。 

  ・原子炉圧力容器については、点検を中断することから、当該腐食の進展の可能性について評価を 
   実施しました。評価の結果、当該腐食は、水質の適切な維持により進展しないことを確認しました。 
   
  この腐食については、水質を維持し、腐食 
 が進展していないことを超音波探傷試験に 
 より、今後も確認していきます。 
 
 
 

②その他の機器の点検結果について 
 これまでの点検の結果、腐食や付着物等を確認しており、一部の機器については腐食や付着物等の 
影響について評価を進めています。それ以外の機器については、手入れ等により機能が維持できること 
を確認しています。 
  
 これまでに実施した機器の点検等で確認した腐食や付着物等については、現在の状態における原子 
炉およびタービン設備の安全性に影響をおよぼすものではありません。 
 
（２）燃料の健全性評価について 
 海水混入時に原子炉圧力容器内に装荷されていた燃料（以下、「海水経験燃料」という）の点検をおこ 
なってきました。これまでに、海水経験燃料 2体、また比較用として海水の混入がない燃料プールに貯蔵 
されていた燃料（以下、「海水未経験燃料」という）1体の外観点検を実施したところ、外観上、海水混入 
による燃料への影響は確認されませんでした。 
 なお、チャンネルファスナ※の一部に海水混入による影響と考えられる腐食が確認されましたが、燃料 
の健全性評価に影響を与えるものではありません。 
 
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.専門家からのご意見 
①設備健全性評価検討委員会 
 当社では、海水が混入した設備の健全性評価に際し、社外の専門家からの意見を聴くことを目的に、
「浜岡原子力発電所第5号機海水流入事象に係る設備健全性評価検討委員会」を設置しています。また、
この委員会傘下に原子炉・タービン材料ワーキンググループ（以下、「WG」という。）および燃料材料 WG
を設置しています。これまでに、委員会を 3回、WG をそれぞれ 1回開催し、専門家の委員から意見や知
見をいただいております。いただいた意見や知見については、適宜、点検等に反映しております。 

 委員会の議事内容（第 1回、第 2回、第 3回）、WGの議事内容 

②原子力安全・保安院（当時）の意見聴取会 
 原子力安全・保安院（当時）により設置された意見聴取会において、当社より説明をおこなっています。

（意見聴取会の議事内容については、原子力規制委員会のホームページをご参照ください。） 
 
4.今後の計画 
 1号機および 2号機の使用済燃料の搬入のために、5号機の原子炉圧力容器および原子炉格納容器の

上蓋を閉止したことから、原子炉圧力容器および炉内構造物については点検を一時中断しており、2 号機

の使用済燃料の搬入が完了次第、再開します。原子炉圧力容器および炉内構造物以外については、引き

続き点検を進めてまいります。 

 また、健全性評価にあたっては、社外の専門家からのご意見を踏まえながら進めてまいります。 

以 上 
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浜岡原子力発電所 5号機 主復水器細管損傷の影響の調査について（概要） 
添付資料 

原子炉圧力容器 

チャンネルファスナ 
（イメージ） 

※ 燃料とチャンネルボックスを固定させる部材 

腐食を確認 

腐食は除去された 腐食を確認 

腐食の一部が残留 
超音波探傷試験により、腐食

が母材まで到達していないこと

を確認した。 腐食を確認 

（腐食が確認されなかった例） 

（腐食が確認されたが、研磨により腐食が除去できた例） 

（腐食が確認され、研磨したが腐食が除去できなかった例） 

原子炉圧力容器母材 

原子炉圧力容器内張り材 

腐食 

内張り材の
研磨を実施 

原子炉圧力容器（胴部拡大イメージ） 

腐食 
（研磨により除去で
きなかったもの） 

燃料集合体（イメージ） 

 

 

http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_topics/__icsFiles/afieldfile/2011/12/06/hyoukakentouiinkaigiji.pdf
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http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_topics/__icsFiles/afieldfile/2012/01/25/231226kenzenseihyouka5u.pdf
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【事象発生 ～ 原因・対策について】 

・原子炉停止後の主復水器の導電率の上昇について 

（2011年 5月 15日 お知らせ済み） 

・主復水器の導電率上昇に関する点検について 

（2011年 5月 18日 お知らせ済み） 

・主復水器の導電率上昇に関する点検について（続報） 

（2011年 5月 20日 お知らせ済み） 

・主復水器細管損傷の調査状況について 

（2011年 6月 17日 お知らせ済み） 

・主復水器細管損傷事象に係る原因と対策について 

 （原子炉停止後の主復水器の導電率の上昇事象の続報） 

（2011年 7月 15日 お知らせ済み） 

【対応状況報告について】 

・主復水器細管損傷に係る対応状況について 

（2011年 8月 29日 お知らせ済み） 

・主復水器細管損傷に係る対応状況について（続報） 

（2011年 12月 6日 お知らせ済み） 

・浜岡原子力発電所 5号機における主復水器細管損傷に係る対応状況について 

 「プレスリリース：浜岡原子力発電所 5号機の定期検査について(添付資料）」 

（2012年 3月 21日 お知らせ済み） 

・復水貯蔵槽内張り材の腐食孔について 

（2012年 3月 30日 お知らせ済み） 

・復水貯蔵槽内張り材の腐食孔の原因と対策について 

（2012年 5月 28日 お知らせ済み） 

・タービン建屋内(放射線管理区域内)での復水回収ポンプ出口配管からの水の漏えいについて 

（2012年 7月 30日 お知らせ済み） 

・塩分除去装置の配管溶接部において確認されたごく微量なにじみについて 

（2012年 8月 17日 お知らせ済み） 

・タービン建屋内（放射線管理区域内）での復水回収ポンプ出口配管からの水の漏えいについて（続報） 

（2012年 11月 1日 お知らせ済み） 

・塩分除去装置の配管溶接部において確認されたごく微量なにじみについて（続報） 

（2012年 11月 1日 お知らせ済み） 

・浜岡原子力発電所 1、2号機の使用済燃料の搬出および 5号機主復水器細管損傷に係る対応につ  

いて 

（2012年 11月 19日 お知らせ済み） 

【報告書提出について】 

・主復水器細管損傷の影響調査について 

（2012年 4月 25日 お知らせ済み） 

【健全性評価検討委員会開催について】 

・第 1回「浜岡原子力発電所 5号機海水流入事象に係る設備健全性評価検討委員会」の議事内容に

ついて 

（2011年 9月 9日 お知らせ済み） 

・第 2回「浜岡原子力発電所 5号機海水流入事象に係る設備健全性評価検討ワーキンググループ」の

議事内容について 

（2011年 12月 26日 お知らせ済み） 

・第 2回「浜岡原子力発電所 5号機海水流入事象に係る設備健全性評価検討委員会」の議事内容に

ついて 

（2012年 6月 18日 お知らせ済み） 

・第 3回「浜岡原子力発電所 5号機海水流入事象に係る設備健全性評価検討委員会」の議事内容に

ついて 

（2012年 11月 12日 お知らせ済み） 

 

以 上 

浜岡原子力発電所 5号機 主復水器細管損傷に係る 

これまでのお知らせ内容について（参考資料） 
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http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_tenken/__icsFiles/afieldfile/2011/07/04/230520shuhukusuiki5u.pdf
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