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2015年 5月 12日 
 
当社は、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、原子力安全・保安院（当時）からの指示※に基づき、本日、これまでの調査結果につい

て原子力規制委員会へ報告（第 3回中間報告）をおこないましたので、お知らせします。 

 

＜これまでの経緯＞ 

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、2012 年 4 月 25 日に原子力安全・保安院（当時）へ報告（第 1 回中間報告）しました

（2012年 4月 25日 お知らせ済み）。また、2013年 1月 30日に、それまでの点検結果などについてと

りまとめ、原子力規制委員会へ報告（第 2回中間報告）しました（2013年 1月 30日 お知らせ済み）。 

その後、点検の状況を踏まえおこなうこととした追加の調査や点検に期間を要することから、2014年

9 月の完了を計画していた点検について、原子炉圧力容器および炉内構造物の点検期間については

2015 年度上期を目途に、その他の原子炉設備およびタービン設備の点検期間については 2014 年度

内を目途に変更しました（2014年 10月 3日 お知らせ済み）。 

2015 年 3 月に原子炉圧力容器および炉内構造物を除く設備について追加の点検が完了したことか

ら、このたび、同設備の機器レベルの健全性評価および燃料の健全性評価についてとりまとめ、本日、

原子力規制委員会へ報告（第 3回中間報告）しました。 

 

 

 

1 原子炉施設への影響調査 

（1）原子炉圧力容器および炉内構造物を除く設備の機器レベルの健全性評価 

 機器の分解・開放のサンプル点検のほか、機器の作動試験や材料試験などを実施した結果、原子

炉圧力容器および炉内構造物を除く海水が混入した範囲の全ての設備のうち、一部の機器について

は、腐食や付着物により、機器に要求される機能に影響をおよぼす可能性があることから、補修など

の措置が必要であると評価しました。 

（2）燃料の健全性評価 

 海水混入時に原子炉圧力容器内に装荷していた燃料の調査および材料試験をおこなった結果、海

水混入による燃料の健全性への影響は確認されず、これらの燃料の継続使用は可能であると評価し

ました。 

 

2 今後の計画 

 原子炉圧力容器および炉内構造物については、現在、点検や調査を進めており、2015年度上期末を

目途に健全性評価を完了する予定です。原子炉圧力容器の内張り材に認められた腐食は、研磨によ

り腐食の深さの調査をおこなった結果、腐食が母材と内張り材の溶け込み部で除去されたことから、原

子炉圧力容器の必要厚さは保持されていると推定しており、機能に影響をおよぼすものではないと評

価しています。原子炉圧力容器については、引き続き点検や調査を実施していくとともに、原子炉圧力

容器母材における腐食挙動を把握するための材料試験などを進めていきます。また、炉内構造物につ

いても、確認された腐食の深さの調査をおこない、機器の健全性を評価していきます。 

 原子炉圧力容器および炉内構造物を除く設備については、今後、補修などの措置が必要であると評

価した機器に対する必要な措置の具体的な検討や、系統レベルでの健全性評価方法などの検討を進

めていきます。 

  

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（原子力規制委員会

への中間報告）（概要） 

 

※ 指示とは、「中部電力株式会社浜岡原子力発電所第 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） 

今回報告した内容 

http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3184526_6926.html
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_topics/__icsFiles/afieldfile/2013/03/01/250130shuhukusuikisaikansonshou5u.pdf
http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3241478_19386.html
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1 事象の概要 

 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主復水器細管の損傷が発

生し、原子炉施設全体に海水が約 400m3混入しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 点検・評価のスケジュール 

 原子炉圧力容器および炉内構造物を除く設備の機器レベルの健全性評価、および燃料の健全性評価についてとりま

とめ、本日（5月 12日）、原子力規制委員会へ報告（第 3回中間報告）しました。 

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

(1) 原子炉圧力容器および炉内構造物

腐食が確認された部位の点検

上記以外の部位の点検

(2) その他の原子炉設備およびタービン設備

(3) 機器レベルの健全性評価（点検・評価）

(4) 燃料の健全性評価（点検・評価）

国への報告
▼第1回中間報告

▼第2回中間報告
▼第3回中間報告

▼追加点検完了
▼点検（追加分除く）完了

評価結果を
とりまとめ

 
 

3 原子炉施設への影響評価 

 原子炉施設への影響を評価するため、海水が混入した全ての設備（約 7,500機器）、および海水混入時に原子炉内に

装荷していた燃料について、健全性評価を進めています。 

項目 内容 

設備の健全性評価 

（原子炉圧力容器・炉内構造物、その他

の原子炉設備およびタービン設備） 

海水が混入した範囲全ての設備を対象として、機器レベル、系統レベル

およびプラントレベルでの健全性を評価する。評価にあたっては、サンプ

ルによる分解・開放点検のほか、機器の作動試験や材料試験などをおこ

なう。 

燃料の健全性評価 

海水混入時に炉内に装荷していた燃料について、「燃料調査」および「燃

料材料試験」をおこない、燃料の健全性への影響を確認し継続使用の可

否を評価する。 

  

（1）原子炉圧力容器および炉内構造物を除く設備の機器レベルの健全性評価 

原子炉圧力容器および炉内構造物を除く原子炉設備およびタービン設備について、分解・開放のサンプル点検（約

1,170 機器）を実施するとともに、一部の機器について、機能に影響をおよぼす可能性がある異常を確認したことから、

追加の点検（約 520 機器）を実施することとしました。これに伴い、点検期間を延長しています（点検期間の延長につい

ては、2014年10月3日 お知らせ済み）。また、機器の作動試験や材料試験などの結果もふまえ、機器レベルの健全性

を評価しました。 

評価の結果、原子炉圧力容器および炉内構造物を除く海水が混入した範囲の全ての設備のうち、一部の機器（表参

照）については、腐食や付着物により、機器に要求される機能に影響をおよぼす可能性があることから、補修などの措

置が必要であると評価しました。 

なお、一部の機器に確認された腐食などについては、腐食挙動に関する知見や文献、および材料試験の結果から類

推されるものでした。 

表 原子炉圧力容器および炉内構造物を除く設備の機器レベルの健全性評価結果 

主な系統 機器レベルの健全性評価結果 

原
子
炉
設
備 

主蒸気系 機器の健全性に影響はないと評価。 

原子炉冷却材再循環系 
ポンプに腐食を確認、補修などの措置が必要であると評価。また、一部の弁に付着

物を確認、機器内部の清掃が必要であると評価。 

原子炉冷却材浄化系 
ポンプに腐食を確認、補修などの措置が必要であると評価。また、ろ過脱塩塔に付

着物を確認、機器内部の清掃が必要であると評価。 

余熱除去系 一部の弁に付着物を確認、機器内部の清掃が必要であると評価。 

原子炉隔離冷却系 一部の弁に付着物を確認、機器内部の清掃が必要であると評価。 

高圧炉心注水系 一部の弁に付着物を確認、機器内部の清掃が必要であると評価。 

補給水系 

ポンプ、一部の弁および配管に腐食を確認、補修などの措置が必要であると評価。

また、復水貯蔵槽の一部に腐食を確認、補修などの措置が必要であると評価（補修

実施済み）。 

制御棒駆動系 制御棒駆動機構に腐食を確認、補修などの措置が必要であると評価。 

サプレッションチェンバ サプレッションチェンバの一部に腐食を確認、補修などの措置が必要であると評価。 

サプレッションプール浄化系 一部の弁に付着物を確認、機器内部の清掃が必要であると評価。 

タ
ー
ビ
ン
設
備 

復水・給水系 

一部のポンプ、弁および配管に、機器に影響をおよぼす可能性のある腐食・付着物

を確認し、補修などの措置が必要であると評価。また、一部のポンプおよび弁に付

着物を確認、機器内部の清掃が必要であると評価。 

復水ろ過装置系 機器の健全性に影響はないと評価。 

復水脱塩装置系 機器の健全性に影響はないと評価。 

給水加熱器ドレンベント系 
一部のポンプおよび弁に、機器の機能に影響をおよぼす可能性のある腐食を確認

し、補修などの措置が必要であると評価。 

蒸気タービン系 機器の健全性に影響はないと評価。 

復水器 
復水器の一部に腐食およびそれに伴う変形が確認され、補修などの措置が必要で

あると評価。また、復水器内部に付着物を確認、清掃が必要であると評価。 

グランド蒸気系 機器の健全性に影響はないと評価。 

空気抽出系 機器の健全性に影響はないと評価。 

気体廃棄物処理系 機器の健全性に影響はないと評価。 

湿分分離加熱系 機器の健全性に影響はないと評価。 

 

補修などが必要な機器  機器内部の清掃が必要な機器 

（例：復水回収ポンプ）  （例：余熱除去系の弁） 

 

 

 

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） 

（概要） 
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事象の発生箇所 

：海水の混入範囲（気相部含む） 

（手入れ前） （手入れ後） 

添付資料 

ポンプ吸込部 
弁体 

http://www.chuden.co.jp/resource/ham/2610035ukaisuihyouka6.pdf
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（2）燃料の健全性評価 

 海水混入時に原子炉圧力容器内に装荷していた燃料の調査および材料試験をおこなった結果、海水混入による燃料

の健全性への影響は確認されず、これらの燃料の継続使用は可能であると評価しました。 

 （燃料の健全性評価結果については、2014年 10月 3日 お知らせ済み） 

 

4 専門家からのご意見 

 当社では、「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」を開催し、専門家の委員か

ら意見や知見をいただいております。いただいた意見などについては、適宜、点検・評価などに反映しています（委員会

はこれまでに 8回開催、委員会傘下のワーキンググループは 2回開催）。 

 また、原子力安全・保安院（当時）の意見聴取会および原子力規制委員会の監視・評価検討会において、原子炉施設

への影響などについて、当社より説明をおこなっています。 

 

5 今後の計画  

 原子炉圧力容器および炉内構造物については、現在、点検や調査を進めており、2015 年度上期末を目途に健全性評

価を完了する予定です。原子炉圧力容器の内張り材に認められた腐食は、研磨により腐食の深さの調査をおこなった結

果、腐食が母材と内張り材の溶け込み部で除去されたことから、原子炉圧力容器の必要厚さは保持されていると推定し

ており、機能に影響をおよぼすものではないと評価しています。原子炉圧力容器については、今後、引き続き点検や調査

を実施していくとともに、原子炉圧力容器母材における腐食挙動を把握するための材料試験などを進めていきます。また、炉

内構造物についても、確認された腐食の深さの調査をおこない、機器の健全性を評価していきます。 

 原子炉圧力容器および炉内構造物を除く設備については、今後、補修などの措置が必要であると評価した機器に対す

る必要な措置の具体的な検討や、系統レベルでの健全性評価方法などの検討を進めていきます。 

以 上 

http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3241478_19386.html
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【事象発生 ～ 原因・対策について】 

公表内容 公表日 

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 

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 

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 

主復水器細管損傷の調査状況について 2011年 6月 17日 

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 

 

【対応および点検状況について】 

公表内容 公表日 

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 

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 

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 

復水貯蔵槽内張り材の腐食孔について 2012年 3月 30日 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

海水流入事象に係る設備の点検について 2013年 12月 12日 

海水混入事象に係る点検状況について 2014年 10月 3日 

 

【報告書提出について】 

公表内容 公表日 

主復水器細管損傷の影響調査について 2012年 4月 25日 

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） 2013年 1月 30日 

 

【設備健全性評価検討委員会の議事内容について】 

公表内容 公表日 

「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 

第 1回 2011年 9月 9日 

第 2回 2012年 6月 18日 

第 3回 2012年 11月 12日 

第 4回 2013年 9月 20日 

第 5回 2014年 3月 19日 

第 6回 2014年 10月 3日 

第 7回 2014年 12月 25日 

第 8回 2015年 3月 31日 

原子炉・タービン材料 WGおよび燃料材料 WGの議事内容 2011年 12月 26日 

 

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） 

http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_unten/__icsFiles/afieldfile/2011/06/30/230515douddenritu.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_tenken/__icsFiles/afieldfile/2011/07/04/230518shuhukusuiki5u.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_tenken/__icsFiles/afieldfile/2011/07/04/230520shuhukusuiki5u.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_tenken/__icsFiles/afieldfile/2011/07/21/230617shuhukusuiki.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_unten/__icsFiles/afieldfile/2012/06/08/230715saikangentai.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_tenken/__icsFiles/afieldfile/2011/09/15/2308295ushufukusuikitaiou.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_tenken/__icsFiles/afieldfile/2012/01/25/231206shuhukusuikisaikansonshou5u.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_tenken/__icsFiles/afieldfile/2012/04/23/240321saikansonshou.pdf
http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3181788_6926.html
http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3186776_6926.html
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_unten/__icsFiles/afieldfile/2012/08/16/240730ta-bintateyamizurouei5u.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_unten/__icsFiles/afieldfile/2012/09/28/240817enbunjyokyo5u.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_unten/__icsFiles/afieldfile/2012/12/21/241101hukusuiponpumizurouei.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_unten/__icsFiles/afieldfile/2012/12/21/241101enbunjyokyo.pdf
http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3202682_6926.html
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_tenken/__icsFiles/afieldfile/2013/12/12/2512135ukaisui.pdf
http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3241478_19386.html
http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3184526_6926.html
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_topics/__icsFiles/afieldfile/2013/03/01/250130shuhukusuikisaikansonshou5u.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_topics/__icsFiles/afieldfile/2011/12/06/hyoukakentouiinkaigiji.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_topics/__icsFiles/afieldfile/2012/07/23/240618kentouiinkai.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_topics/__icsFiles/afieldfile/2012/12/21/241112kenzenseihyoukakenntouiinnkai.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_topics/__icsFiles/afieldfile/2013/10/03/5ukaisuihyouka4.pdf
http://www.chuden.co.jp/resource/ham/2603195ukaisuihyouka5.pdf
http://www.chuden.co.jp/resource/ham/2610035ukaisuihyouka6.pdf
http://www.chuden.co.jp/resource/ham/2612255ukaisuihyouka7.pdf
http://www.chuden.co.jp/resource/ham/270331_5ukaisuihyouka8.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_topics/__icsFiles/afieldfile/2012/01/25/231226kenzenseihyouka5u.pdf
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