
 

  

原子力施設等におけるトピックス 

  （令和２年７月 20 日～７月 26 日） 

令 和 ２年 ７月 29 日 

原 子 力 規 制 庁 

〇令和２年７月２０日～７月２６日の間に発生した以下の法令報告事象に該当する事案は、下表のとおり。 

 原子炉等規制法第６２条の３又は放射性同位元素等規制法第３１条の２に基づく報告事案（発生に係る報告に限る） 

 

発表日 事業者名 事業所名 件名 備考 

   該当なし  

 

〇主要な原子力事業者（＊）の原子力事業所内で令和２年７月２０日～７月２６日の間に発生した以下に該当する事案は、下表のとおり。 

 保安規定に定める運転上の制限から逸脱した事案 

 原子炉等規制法第６２条の３に基づく報告事項に該当しないが安全確保に関係する事案で、事業者がプレス公表したもの 

＊････原子力発電所を所有する電気事業者、日本原子力研究開発機構及び日本原燃㈱ 

 

発表日 事業者名 事業所名 件名 備考 

7 月 20 日 関西電力株式会社 大飯発電所 大飯発電所３号機の一時的な運転上の制限の逸脱について 

・LCO逸脱 20日 6：20 

（保安規定第３３条） 

・LCO復帰 20日 6：33 

 

＜参考＞ 海外の原子力施設におけるトピックス  

該当なし 

 

＜その他＞ 

該当なし 
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現在位置

令和2年07⽉20⽇
原⼦⼒規制委員会

 原⼦⼒規制委員会は、令和2年7⽉20⽇に関⻄電⼒株式会社（以下「関⻄電⼒」という。）から、実⽤発電⽤原

⼦炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、⼤飯発電所3号機の運転上の制限（注）の逸脱に
ついて報告を受けました。

（注）運転上の制限
保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器（ポンプ等）の必要台数
等を定めているものです。⼀時的にこれを満⾜しない状態が発⽣すると、事業者は運転上の制限からの逸脱
を宣⾔し、速やかに修理等の措置を⾏うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違
反に該当するものではありません。

運転上の制限逸脱報告書【PDF : 388KB】

関⻄電⼒株式会社 ⼤飯発電所 規制法令及び通達に係る⽂書

緊 急 情 報 緊急時ホームページ／メール登録

情 報 提 供 緊急時ホームページ／メール登録

ホーム 法令・基準 原⼦⼒施設別規制法令及び通達に係る⽂書 原⼦⼒発電所の規制法令及び通達に係る⽂書 関⻄電⼒株式会社 ⼤飯発電所 関⻄電⼒
（株）から⼤飯発電所３号機における運転上の制限の逸脱に係る報告を受理

本⽂へ サイトマップ 新着履歴 English

   ⽂字サイズ変更

御意⾒・御質問

ページ PDF すべて 検索 標準 ⼤ 最⼤

ホーム 組織について 政策について 会議・⾯談等 原⼦⼒規制事務所 法令・基準 ⼿続き・申請

24時間以内に緊急情報はありません。

3⽇以内に情報提供はありません。

関⻄電⼒（株）から⼤飯発電所３号機における運転上の制限の逸脱に係る報
告を受理

関係資料

関係ページ

原⼦⼒規制庁
原⼦⼒規制部 検査グループ
安全規制管理官（実⽤炉監視担当）︓武⼭ 松次
担当︓実⽤炉監視部⾨ 吉野、⼩野
電話（直通）︓03-5114-2262
電話（代表）︓03-3581-3352

お問い合わせ先

原⼦⼒発電所の規制法令
及び通達に係る⽂書

北海道電⼒株式会社 泊発電
所

電源開発株式会社 ⼤間原⼦
⼒発電所

東京電⼒ホールディングス株
式会社 東通原⼦⼒発電所

東北電⼒株式会社 東通原⼦
⼒発電所

東北電⼒株式会社 ⼥川原⼦
⼒発電所

東京電⼒ホールディングス株
式会社 柏崎刈⽻原⼦⼒発電
所

東京電⼒ホールディングス株
式会社 福島第⼀原⼦⼒発電
所

東京電⼒ホールディングス株
式会社 福島第⼆原⼦⼒発電
所

⽇本原⼦⼒発電株式会社 東
海第⼆発電所

⽇本原⼦⼒発電株式会社 東
海発電所

中部電⼒株式会社 浜岡原⼦
⼒発電所

北陸電⼒株式会社 志賀原⼦
⼒発電所

⽇本原⼦⼒発電株式会社 敦
賀発電所

関⻄電⼒株式会社 美浜発電
所

関⻄電⼒株式会社 ⼤飯発電
所
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https://www.nsr.go.jp/data/000319440.pdf
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/ooi.html
https://kinkyu.nsr.go.jp/
https://kinkyu.nsr.go.jp/
https://www.nsr.go.jp/index.html
https://www.nsr.go.jp/law_kijyun/index.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/genshiryoku_index.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/index.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/ooi.html
https://www.nsr.go.jp/nra/site/sitemap.html
https://www.nsr.go.jp/news/index.html
https://www.nsr.go.jp/english/index.html
https://www.nsr.go.jp/cgi-bin/contact/
https://www.nsr.go.jp/index.html
https://www.nsr.go.jp/index.html
https://www.nsr.go.jp/nra/index.html
https://www.nsr.go.jp/activity/index.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/index.html
https://www.nsr.go.jp/jimusho/index.html
https://www.nsr.go.jp/law_kijyun/index.html
https://www.nsr.go.jp/procedure/index.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/index.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/tomari.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/ohama.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/tk_higashidori.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/th_higashidori.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/onagawa.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/kk.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/fukushima1.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/fukushima2.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/toukai_daini.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/toukai.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/hamaoka.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/shika.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/tsuruga.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/mihama.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/ooi.html
HOSOKAWA002
別紙



利⽤規約 プライバシーポリシー アクセシビリティについて

原⼦⼒規制委員会（法⼈番号 9000012110002）
〒106-8450 東京都港区六本⽊1丁⽬9番9号 TEL︓03-3581-3352（代表）

Copyright © Nuclear Regulation Authority. All Rights Reserved.

関⻄電⼒株式会社 ⾼浜発電
所

中国電⼒株式会社 島根原⼦
⼒発電所

四国電⼒株式会社 伊⽅発電
所

九州電⼒株式会社 ⽞海原⼦
⼒発電所

九州電⼒株式会社 川内原⼦
⼒発電所

ページトップへ

原⼦⼒に関するお問い合わせは
こちら

03-5114-2190
地図・アクセス

（原子力規制委員会HP掲載）

3

https://www.nsr.go.jp/nra/site/copyright.html
https://www.nsr.go.jp/nra/site/privacypolicy.html
https://www.nsr.go.jp/nra/site/accessibility.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/takahama.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/shimane.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/ikata.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/genkai.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/power_plants/sendai.html
https://www.nsr.go.jp/nra/gaiyou/map.html
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（原子力規制委員会HP掲載）
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2020年7⽉20⽇
関⻄電⼒株式会社

以 上

原⼦⼒発電について

公開情報

 ⼤飯発電所３号機（加圧⽔型軽⽔炉 定格電気出⼒１１８万キロワット、定格熱出⼒３４２万３千キロワット）は、第１
８回定期検査のため、本⽇３時４０分から出⼒降下中のところ、６時１２分に原⼦炉炉⼼の出⼒が不均⼀になったことを
⽰す警報（１／４中性⼦束偏差⼤）※が発信し、６時２０分に保安規定の運転上の制限の逸脱と判断しました。
 保安規定では、運転上の制限から逸脱した場合の対処の⼀つとして、原⼦炉出⼒を降下させる⼿順となっているため、
そのまま出⼒降下作業を継続し、６時３３分に原⼦炉出⼒が５０％以下となったため、運転上の制限から復帰していま
す。
 なお、警報が発⽣した原因については、今後、詳細調査を⾏う予定です。
 本件による外部への放射性物質の影響等はありません。

※原⼦炉では、炉⼼を上から円状に⾒て４分割し、４つの検出器により炉⼼出⼒を管理しています。保安規定上、原⼦炉出⼒が
50％を超える場合に、この４分割した炉⼼出⼒の差を⼀定の範囲(2％)内にすることを運転上の制限としていますが、今回は炉⼼
間で⼀定範囲を超える差(2.2%)が出たため、警報が発⽣したものです。

・添付資料︓⼤飯発電所３号機の⼀時的な運転上の制限の逸脱について [PDF 145.02KB]

原⼦⼒発電

エネルギー問題と原⼦
⼒

原⼦⼒発電の概要

あくなき安全性の追求

美浜発電所3号機事故に
ついて

関⻄電⼒の原⼦⼒関連
施設

放射線と放射能

公開情報

発電状況とモニタリン
グ

運転上の制限に関する
情報

緊急時対策⽀援システ
ム（ERSS）

原⼦⼒情報センター
（KNIC）

お知らせ

⽕⼒発電

再⽣可能エネルギー

送電・配電

エネルギー

電気の安全・安定供給

  >    >    >    >    >  
 >  ⼤飯発電所３号機の⼀時的な運転上の制限の逸脱について

サイトマップ 個⼈情報保護⽅針 サイトのご利⽤について
© KEPCO THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC.

HOME 事業概要 エネルギー 原⼦⼒発電について 公開情報 運転上の制限に関する情報

⼤飯発電所３号機の⼀時的な運転上の制限の逸脱について

事 業 概 要事 業 概 要

よくあるご質問  English  
 個⼈のお客さま  法⼈のお客さま

MENU

MENU

（関西電力株式会社HP掲載）
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https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/info/u_seigen/2020/__icsFiles/afieldfile/2020/07/20/0720_1_01.pdf
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/nowenergy/issue.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/shikumi/kakubunretsu.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/anzenkakuho/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/m3jiko/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/shisetsu/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/houshasen/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/info/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/info/monitor/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/info/u_seigen/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/info/erss/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/info/knic/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/news/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/thermal_power/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/newenergy/index.html
https://www.kepco.co.jp/souhaiden/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/supply/index.html
https://www.kepco.co.jp/
https://www.facebook.com/kanden.jp
https://twitter.com/KANDEN_Official
https://www.instagram.com/kanden.jp/
https://www.youtube.com/user/kandenofficial
https://www.kepco.co.jp/siteinfo/sitemap/index.html
https://www.kepco.co.jp/siteinfo/privacy/index.html
https://www.kepco.co.jp/siteinfo/index.html
https://www.kepco.co.jp/
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/info/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/info/u_seigen/index.html
https://www.kepco.co.jp/energy_supply/index.html
https://www.kepco.co.jp/
https://www.kepco.co.jp/siteinfo/faq/
https://www.kepco.co.jp/english/
https://www.facebook.com/kanden.jp
https://twitter.com/KANDEN_Official
https://www.instagram.com/kanden.jp/
https://www.youtube.com/user/kandenofficial
https://www.kansai-td.co.jp/
http://kepco.jp/home/
http://kepco.jp/biz/


（関西電力株式会社HP掲載）
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