柏崎刈羽地震で原発２号機がスクラム後水位異常、
緊急冷却装置が作動した問題
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表‐１ 柏崎刈羽原発 地震時運転状況
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. 、地震発生２００７年７月１６日
１０時１３分２２秒。気象庁発表）により、柏崎
刈羽原発では２００７年８月初旬では７基の原
発に１２００件の異常（不適合事象）が見つか
り、８月末には２０００件を超え、現在ではそ
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れをはるかに超えている。なお、原子力安
全・保安院の定義によれば、不適合事象と

に入って、起動中であったとされている。

は「本来あるべき状態とは異なる状態、も

停止中の原子炉も含め７基全ての原子炉

しくは本来行うべき行為（判断）とは異な

建屋では地震による激しい振動のため燃料

る行為（判断）原子力安全・保安院」とさ

貯蔵プール水（冷却水）が激しく波立ち、

れているが、わかりやすくいえば地震によ

飛散して床面に汚染した水が溢れた。６号

り原発に起こった原発の異常な状態、行為、

機では階下の放射能非管理区域にまで放射

判断である。使用済み燃料プールからの水

能で汚染した水が流れ、海に放出された。

漏れや変圧器火災、原子炉建屋の大型ク

３号機では変圧器が火災を起こした。また、

レーン破損などである。３月現在でも中越

１〜４号機のサイトでは原子炉緊急停止に

沖地震で被災した７号機低圧タービンで金

必要な所内のボイラーが１台しか運転でき

属製羽根（最大直径約５３
. メートル）の付

ない状態になった。通常の原子炉緊急停止

け根が２カ所で折れていたと東京電力は発

（スクラム）では原子炉内の蒸気を海水で

表している。
（新潟日報２００８年３月４日）

冷却する復水器で冷却するが、そのために

地震が発生した時、柏崎刈羽原子力発電

復水器内の真空を保つために原子炉の蒸気

所では表‐１に示したように７基の沸騰水

を使って式空気抽出系が運転されている。

型軽水原発（BWR）の内、４基の原発が

しかし、原子炉が停止して蒸気が使用でき

運転されていた。残る３基は夏場の電気需

なくなった時には所内のボイラーが１〜４

要増大に備えて定期検査のため停止中で

号機共用で４台準備されているが、２台が

あった。運転されていた４基は正確に言う

停止、検査中、残る２台の内１台が今回の

と３,４, ７号炉の３基が定格運転中で、原子

地震で停止した。わずかに１台が運転され

炉内の原子炉水温度約２８０℃、圧力約６６
.メ

ていたに過ぎない。そのため運転中の原子

ガパスカル Mpa（６５気圧）であった。２

炉３，４号機の原子炉冷却を同時に行う操作

号機は地震発生の約２日前に原子炉が運転

が出来なかった。３号機の原子炉冷却停止
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が先に行われ、その後４号機の
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原子炉冷却停止が行われた。

19時40分 冷温停止

１号機は運転停止中で、２号
機は後で詳細を述べるが、運転
停止操作ミスと思われる強引な

CRD注入水による
水位上昇

冷却停止を行ったためにこの装
置は必要でなかった。４基が全
てこの空気抽出系を必要とした
ら原子炉の冷却停止はどうなっ
たかわからない。
２号機で何が起っていたか

ＳＲＶ操作による水位変動

東京電力は２００７年８月１０日、

MSIV閉操作

経済産業大臣に計算機の打ち出

TBV閉操作

し、制御棒位置、中性子束 , 原

10時13分 地震発生

子炉圧力．原子炉水位．炉水温
度などを提出したが、その資料
では原子炉停止から原子炉温度
が沸騰の起こらない１００℃ に下
がるまでの時間帯に２号機の水
位異常（水位高）が起っている。
また、同原子炉は緊急炉心冷却

図‐１

装置（ECCS）を作動させてい
る。ここでは２号機で何が起っていたのか

ている。また、２００７年１２月２０日原子力安

を検討することにする。

全・保安院の「東京電力柏崎刈羽原子力発

８月１０日に提出された２号機の原子炉圧

電所における新潟県中越沖地震発生時の運

力．原子炉水位．炉水温度の公表記録計

営管理に係る評価結果」添付１
（２〜４

データを図‐１に示したが、意図したよう

/１７）
によれば、
「制御棒１４８本が全挿入で、
３７

に不鮮明ものであるため記録跡を上書きし

本が引き抜かれた状態であった」
とされて

強調した。変動の激しい時間の詳細は判断

いる。これらの説明では地震発生時に２号

できないものであるが、地震が発生した時

機はどのような状態にあったのか判らない。

点では、原子炉水温度約２４０℃、原子炉圧

図‐２に沸騰水型原発（BWR）の起動

力 約３３
. ４メ ガ パ ス カ ル（MPa、約３３気 圧

時の一般的な運転状況を示した。この図に

２

Kg/cm ）付近にあった。同資料によれば

地震時の２号機の原子炉水温度、圧力

２号基は起動中（未臨界）とのみ記載され

（２４０℃、３３
. ４メガパスカル）に合致する条
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件を矢印線で示すと原子炉の状態が推測出

順次、その経過を見てみることにする。

来る。おそらく地震の２０時間以前に制御棒

２号機の経過 （図‐１を参照）

が引抜かれ、臨界の達した後、原子炉温度、

①２００７年７月１６日 １０時１３分（２２秒）地震

圧力が定格の２８０℃、６８メガパスカルに達

発生

する暖気運転が行われ、その後、制御棒が

②２号機は地震発生の約２日前に原子炉が

挿入され原子炉が未臨界になった時点で地

運転に入り、未臨界状態に入り、制御棒

震が起こったと思われる。つまり、２号機

の引抜き操作に入った時に地震が発生し

が地震に見舞われたのは、起動中、未臨界

たと思われる。

という言葉から想定されるはじめの制御棒

③起動中の２号機は地震発生時には未臨界

の引抜き時ではない。暖気運転中に地震が

であったが、原子炉水温度は約２４０℃、

起こったのであろう。原子力安全保安院は

圧力３３
. ４メガパスカル MPa（約３３気圧

２００７年１２月２０日、
「運 転 中 の 原 子 炉 施 設

Kg/cm２）で、温度、圧力とも上昇して

（３、４機号機及び７号機）及び起動中の

いた。
④地震直後、原子炉緊急停止（スクラム）

原子炉施設（２号機）においては、除熱の

した。

ための各系統が正常に動作していること、
原子炉スクラムから冷温停止に至るまでの

⑤原子炉冷却材浄化ポンプが地震によると

原子炉の減圧等の運転操作が適切であるこ

思われる影響で自動停止した。このポン

とを確認した」と評価しているが、果たし

プは原子炉内の水位を下げる機能もある。
⑥スクラムによりいったん減少した原子炉

てそうか、問題が山積していたのである。

水位が徐々に増加したため
約１７分後に１台の給水ポン
プが自動停止した。
⑦地震発生から約４６分後に、
運転員は原子炉の冷却を行
うためと思われる手動で
タービンバイパス弁を開い
た。
⑧そのために原子炉内の圧力
が２メガパスカルまで急速
に下がり、原子炉内で減圧
沸騰が起こり、水位は急速
にさらに上昇した。
⑨さらに水位が上昇すること
を恐れ、手動で主蒸気隔離

図‐２
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弁を閉じたことで原子炉内の気泡（ボイ

起これば、水位が低下し他の ECCS などを

ド）が圧力でつぶされ水位が急速に減少

運転させるなど極めて危険な状態に追い込

した。

まれていたろう。原子炉冷却を急いだと思

⑩タービンバイパス弁を開くことは水位の

われるタービンバイパス弁の操作について、

急速な上昇をもたらし、主蒸気隔離弁を

原子力安全・保安院すらも２００７年１２月２０日

閉じることは水位の急速な減少を招くこ

文書で指摘している。

とであり、まったく矛盾した操作である。

なお、同原発の運転員のインタビューで

⑪原子炉冷却材浄化ポンプが自動停止して

は「非常に激しい揺れであったので、制御

いるため、水位は次第に上昇したため、

棒の引き抜き操作を実施していた主制御盤

以降主蒸気逃し弁を開いたり閉じたりし

にしがみついた」
、
「水位が上がる一方だ、

て水位を減少、上昇させることを３回に

という考えがあり、主蒸気隔離弁を閉めな

わたって繰り返し、その間２度にわたっ

いといけないと考えていた」などと答えて

て緊急炉心冷却システム（ECCS）の１

いるが、タービンバイパス弁を開いたこと

つである低圧炉心スプレー注入弁を手動

には何も触れていない。

で開き冷却水を注入した。

さらに、２号炉は原子炉の運転・動作自

⑫地震発生から９５
. 時間後に、原子炉は冷

動記録（アラームタイパ）のコンピュータ

温停止した。なお、制御棒駆動水から原

が地震のために故障した。地元の市民団体

子炉の注水が続き、水位は通常時より約

（プルサーマルを考える柏崎刈羽市民ネッ

３５
. メートル上昇した状態に達した。

トワーク）が行った質問に東京電力は次の

定格転の原子炉水温度が８５％， 圧力も

ように答えている。
「計算機が地震による

５３％に到達していたにもかかわらず、ター

影響でビット化けがおこって初期化した。

ビンバイパス弁を開いて水位を急速に上昇

復帰に２分間かかった。
」と地震の影響を

させたのであろうか。原子炉水位調整装置

受けて、重要な時間に運転・動作自動記録

が地震の影響と思われる原因で停止し、水

が欠落したことを認めた。

位が上昇していたのもかかわらず、さらに

さらに重要なことを指摘したい。事故後

水位が上昇する操作を行ったのである。原

の調査で運定員からの聞き取りで、運転者

子炉の冷却を急いで行った運転操作の誤り

本人から不利になることを聞くことが出来

としか思えない。そのために危険な水位急

ないことは当然である。現在、全ての原発

速減少を伴う主蒸気隔離弁を閉じ、圧力を

に運転者の声の記録、ボイスレコーダが設

逃すための主蒸気逃し安全弁を開いたり閉

置されていない。チェルノブイリ原発事故

じたりせざるを得なかったのである。さら

でも明らかなように原発大事故は甚大な被

に、水位が十分なのに水位調整のために

害を与える。飛行機の運転に義務付けられ

ECCS を運転させたのである。もし、主蒸

たと同様に、原発運転にもボイスレコーダ

気逃し安全弁が開いたまま閉じない事故が

が義付けなければならない。
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