Summary of Press Conference Comments Made by Satoru Katsuno, FEPC Chairman,
on February 16, 2018

I am Satoru Katsuno, Chairman of the Federation of Electric Power Companies.
Today, I will be talking about the “use of risk information for improving nuclear
safety” and “Japanese version of Connect & Manage” for introducing and expanding
the use of renewable energies.

<Use of risk information for improving nuclear safety>
Today’s first topic is the “use of risk information for improving nuclear safety.”
The “Reference Material 1 (only Japanese)”, which has been circulated to you, was
used in my presentation at CRIEPI’s Nuclear Risk Research Center Symposium 2018,
held on February 8.

Under strong resolve to never allow a nuclear accident like the one at the Fukushima
Daiichi Nuclear Power Station to occur again, us nuclear plant licensees are striving to
appropriately respond to the New Regulatory R equirements and actively work in
partnership with CRIEPI’s Nuclear Risk Research Center (NRRC), Japan Nuclear
Safety Institute (JANSI) and other external organizations to attain an even higher level
of safety beyond the regulatory framework.

As shown on the bottom part of Page 2 of the reference material, in order to improve
nuclear safety, it is important to work on the notion that you can never completely
eliminate risks, and adopt “Risk Management,” in which nuclear licensees assume
primary responsibility in implementing voluntary actions for safety improvement,
expansion of emergency preparedness measures and appropriate risk management and
reduction.

As shown in Page 3, in order to continuously manage plant risks, we must make use
of risk information, identify plant equipment and administration that need to be
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reinforced, and implement truly effective measures in a timely fashion.
To this end, Risk-Informed Decision-Making (RIDM) is a very effective approach.
In order to adopt RIDM, we have decided to establish a self-regulated management
system for safety improvement at power stations of member licensees and compiled
basic policies and plans into the Strategic Plan and Action Plan.

For details, please refer to the reference material I mentioned earli er.

As shown in

the bottom part of Page 4, each of the licensees will enhance their technological and
organizational capabilities for correctly understanding the status of its power stations
and identifying issues to be addressed.

Everyone involved in pl ant safety will

correctly identify issues in terms of risk significance, make swift decision-making in
the order of priority and implement improvement measures.
Furthermore, quantified risks will be used to build positive relationship with society
and regulatory authorities.

As summarized in Page 8, nuclear licensees’ own capabilities must be improved as
the premise of RIDM introduction.
Under powerful leadership, we will continue to steadily implement necessary
initiatives, promote R&D and actively utilize advanced risk assessment technologies
for greater improvement of nuclear safety.

Through these self-regulated risk management initiatives for nuclear plants, we aim
to enhance plant performance and achieve S+3E.

<Japanese version of Connect & Manage for expanded introduction of renewable
energies>
Next, let me talk about the “Japanese version of Connect & Manage” for expanded
introduction of renewable energies.
Take a look at the “Reference Material 2 (only Japanese)”, which has been
circulated to you.

-2-

The Mass Renewable Energy Introduction and Next -Generation Power Network
Subcommittee, a panel of experts set up by the government late last year, is currently
exploring ways of expanding the introduction of renewable energies while making
maximum use of the existing power networks.
At its second meeting convened on January 24, the Subcommittee set forth its policy
of considering new grid-use rules after hearing electric utilities’ opinion about
difficulty in connecting such energy to transmission lines, significant burden of
connection costs, and extended time required for establishing connection.
With regard to the issue of connection difficulty to transmission lines, the
Subcommittee once again presented the concept of “Japanese version of Connect &
Manage,” which flexibly utilizes existing transmission lines’ capacity to enable
connection under certain conditions.

As shown in Page 1, connection to transmission lines has been managed under rules
set by OCCTO for details from consultation to contract signing.
More specifically, from the perspectives of fairness and transparency, the current
approach is “first come, first served,” offering connections in the order that
applications are received across all utilities.

The Subcommittee has also considered

the perspectives of maintaining reliable power supply, as follows:
･Ensuring the status of power transmission even if one transmission line becomes
faulty or suspended
･Assessing the anticipated electric current that flows through transmission lines
based on the severest scenario across the year, rather than the annual average
･Taking into consideration, when assessing the connection capacity of transmission
lines, operational power sources as well as power source s that existed before a
connection contract was signed

Let me reiterate that, as shown in Page 2, the operational capacity of transmission
lines is determined based on the concept of “maintaining the status of safe power
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transmission even if one transmission line becomes faulty” under the principle of
securing emergency capacity.

In light of this, the Subcommittee has begun exploring the establishment of the
Japanese version of Connect & Manage, shown in Page 4, in a mechanism suitable to
Japanese conditions, while referring to overseas examples.
More specifically:
･For “rationalization of anticipated current,” calculate the anticipated current of
transmission lines on a scenario close to the status of actual usage, rather than on the
premise of all power sources operating at full capacity, and utilize available capacity.
･For “N-1 power control,” restrict connection to transmission lines instantaneously
at the time of fault, and use part of the capacity reserved for emergency use.
･For “non-firm connection,” provide connection on the premise that transmission is
enabled when the current is small to leave available capacity in transmission lines, but
restricted when the operation capacity is exceeded.
Application for the “rationalization of anticipated current” and “partial operation of
the N-1 power control” is expected to commence in early FY2018.

The characteristics and operation status of individual transmission lines must be
taken into account in working out specifics.

Yet, we believe it very significant to

make effective use of existing power networks in working toward the introduction of
renewable energies to the maximum extent.
As an organization involved in practical administration, we will continue to provid e
active cooperation in examining details, while striving to make efforts to achieve
stable power supply.

This will conclude my segment today.

END
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資料1

原子力リスク研究センターシンポジウム2018

原子力発電の安全性向上における
リスク情報の活用について

2018年2月8日
電気事業連合会
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原子力発電所の再稼働状況

・新規制基準対応は道半ばであり、再稼働を果たしたプラントは５基のみ。電力需給、事業収
支の両面において、厳しい状況が続いている。
・日本において原子力発電は重要電源であり、安全確保を前提にプラントの再稼動ならびに再
稼動後の利用率向上に注力し、S+3Eを達成することで日本経済に貢献。
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安全性向上の取組みの基本的な考え方

福島第一原子力発電所事故の反省として、原子力発電所の安全性向上のため、原子力発電
所のリスクに向き合う仕組みの構築と、巨大地震や津波といった発生した場合の影響が大きい外
的事象への取り組み強化を進めてきた。
事業者の取り組み

①多重の安全対策
・多重防護
・安全を最優先とした運転保守管理

②設備対策の強化
原
子
力
安
全
リ
ス
ク

④それでも残るリスク
・安全に対する不断の努力

・設計基準対策
・重大事故対策

③現場対応力の強化
・体制の強化
・徹底した訓練、教育の実施

安全上重要な事項を抽出し、
効果的な対策を実施
○新たな知見（設備、運用等）の
積極的な活用
○発電所における技術力（運転、
保守等）の維持・向上
○緊急時対応能力の維持・向上
○PRA等のリスク情報を活用した安
全性向上対策の実施
（NRRCと協働）

○ピアレビューの結果を踏まえた対応
（WANO、JANSI等と協働）

ハード・ソフト両面からの安全性向上の取り組み

等

リスクはゼロにならないという考えに基づき、規制基準を満たすことに留まらず、事業者の一義的
責任の下、自ら安全性向上・防災対策充実を追求し、適切にリスクを管理すること（リスクマ
ネジメント）が重要。

リスク情報の活用に向けた戦略プラン～原子力事業運営の目指す姿
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発電所のリスクを継続的に管理していくためには、リスク情報を活用してプラントの設備や運用におい
て強化すべき点を特定し、有効な対策をタイムリーに実施する必要がある。
⇒リスク情報を活用した意思決定（Risk－Informed Decision-Making：RIDM）
を発電所のマネジメントに導入するため、RIDM導入戦略プランを取りまとめた。
自律的な安全性向上のマネジメントシステム
(1)
パフォーマンス
監視・評価

(3)
意思決定
実施

(2)
リスク評価

(4)是正処置プログラム（CAP）
(5)コンフィグレーション管理

技術基盤

プロセス

人材

注）是正処置プログラム（Corrective Action Program: CAP）：事業者における問題を発見して解決する取組み。 問題の安全
上の重要性の評価、対応の優先順位付け、解決するまで管理していくプロセスを含む。
注）コンフィグレーション管理：設計要件、施設の物理構成、施設構成情報の３要素の一貫性を維持するための取組み。

原子力事業運営の目指す姿
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RIDMを導入したマネジメントシステムに向けた課題
（３）意思決定・実施
（１）パフォーマンス監視・評価
■系統パフォーマンス監視、機器信頼性診断
技術等の運転、保守管理能力
■組織、個人のパフォーマンス向上プログラム

（２）リスク評価
■保守性をできる限り排除した、プラント固有の
PRA

■リスク評価の不確かさをふまえ、全体最適な解決策
を選択、実施できるマネジメント

（４）CAP
■通常と異なる状態を低いしきい値で、全職員から確
実に収集するプロセス
■リスク重要度に応じたスクリーニングプロセス

（５）コンフィギュレーション管理
■メーカー任せにならない設計管理能力
■施設構成管理情報を管理するシステム

全ての機能に対して、技術基盤やプロセスの整備、人材の育成が必要
リーダーシップ・組織の安全文化・組織一丸の取組み が重要
・発電所のパフォーマンスを正しく理解し、課題を抽出できる技術力・組織力を向上。
・発電所の安全に関わる全員が、リスクを共通の尺度に課題を正しく把握し、優先順位を
つけて幅広い知見をふまえて、速やかに意思決定し、改善を実施。
・PRAによりリスクを定量化し、リスクを共通言語とした社会や規制当局との関係を構築。
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ガバナンス体制の例（中部電力）
浜岡原子力安全
アドバイザリーボード
社内外の専門家

中部電力グループ原子力安全憲章
社長

報告

原子力安全向上会議

アドバイザリーボード

報告

社外の有識者

意見

内部監
査部門

指
示

監査結果
の報告

議 長：社長
構成員：副社長、
原子力本部長、
G経営戦略本部長、
他部門管掌役員

全社リスクマネジメント
取締役会

連携

重要なﾘｽｸ報告

G経営戦略本部
ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

各 部 門

リスク情報、対応策

原子力部門
リスク低減の取組み状況を確認・評価

社会の皆さまのご意見

社内外へのコミュニケーションの取組み
情
報

協
調

原子力リスク研究センター
WANO JANSI 他

コミュニケーション推進Ｇ

意
見

対話活動の実施

原子力リスクへの備え

自主規制組織による第三者レビューの活用

地域をはじめ社会の皆さま

リスクの分析・評価結果を踏まえ、必要な安全対策の実施に向けて
統合的な判断に基づいた意思決定をしていくことが経営として重要

リスクコミュニケーションの例（中部電力）
地域の皆さまとの相互理解の醸成に向けた積極的な対話活動を各地で展開。
⇒安全性を訴えるのではなく、リスクについて説明していく。
訪問対話

意見交換会
発電所の周辺自治会や女性団体等との意見交換会
を企画・開催するとともに、行政主催の意見交換会に
参加。

女性層対象「しゃべり場」
女性に関心の高い企画（アロマテラピー、ヨガ等）と
ともにエネルギーに関する情報提供を入口に意見交換。

立地市の御前崎市および周
辺3市にお住まいの方を対
象に実施。

発電所キャラバン
ショッピングセンター等の集客
施設にブースを設置し、対話
を実施。

発電所見学会
意見交換会

女性層対象「しゃべり場」

御前崎市をはじめとする周辺
11市町の住民の方々を対
象に公募見学会を実施。

リスク情報活用により、原子力発電所のリスクとその低減に向けた活動の全体像
（事故の影響の大きさと確率、多層に渡る防止策、緩和策等）をわかりやすく説明
していくことが重要。
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リスク評価の高度化に向けた取組み
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頻度は低いが大きな被害をもたらしうる自然外部事象の発生メカニズム及びその評価方法や、
PRAの高度化に関する技術開発については、電力中央研究所内にNRRCを設立し、一元的に
研究開発を進めている。
NRRCでの研究例
○内部火災：PRAガイド作成、国際研究、試験等を通じた高度化の実施、等。
○内部溢水：PRAガイド作成、溢水シミュレーションツールの開発、等。
○津波：浜岡4号をモデルとした津波PRAの開発、評価を通じた高度化の実施。
○シビアアクシデント：事故進展に関する知見拡充、格納容器健全性に関する知見拡充、等。
○その他外的事象：竜巻、火山他に関するリスク評価手法の確立。

発電所に遡上する津波の挙動の3次元流体解析

津波漂流物衝突力評価

プラントのふるまいを忠実に捉え、リスク評価の不確かさを低減するため研究（外的ハザード、
フラジリティ、人間信頼性、機器信頼性等）の成果を順次、各社のリスク評価に導入していく。
不確かさやプラントの脆弱性をできるだけ正確に認識し、安全性向上やレジリエンス向上のため
2016
の対策の実施に向けた統合的な判断、意思決定を行う。

まとめ

8

・発電所の運転に向けては、安全性向上に係る事業者の取組を『自律的・継続的に行
うこと』が重要であり、事業者の一義的責任の下、安全性向上・防災対策充実を追求
し、適切にリスクを管理する（リスクマネジメント）取り組みが必要。
・リスクマネジメントにおいては、確率論的リスク評価（PRA）によるリスクの定量化が重
要であり、必須のプロセスであるリスク情報を活用した意思決定（RIDM）を導入する。
・RIDMの導入には、事業者自身の能力向上が前提。強いリーダーシップのもと、原子力
事業運営の目指す姿に向け、必要となる取り組みを進めていく。
・研究開発を推進し、リスク評価技術の高度化の努力を継続し、高度なリスク評価を積
極的に活用して、安全性、レジリエンスの向上に努めていく。
・自律的な発電所マネジメントの取り組みを通じて、発電所のパフォーマンスを上げていき、
安全性や稼働率を向上させ、S+3Eを達成することで、日本経済に貢献していく。

（参考）原子力リスク研究センターシンポジウム2018（2018年2月8日）説明資料
「リスク情報の活用に向けた戦略プラン及びアクションプランについて」より抜粋
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再生可能エネルギーの導入拡大に向けた
日本版コネクト＆マネージについて

2018年2月16日
電気事業連合会

系統接続の現状の考え方

1

公平性・透明性確保の観点から、全電源共通で、接続契約の申し込み順に系統
接続の容量を確保する（先着優先）という考え方。
新規の接続契約申し込み時に系統に空き容量が無ければ、系統の増強が必要
になる。
（参考）電力広域的運営推進機関が定めるルール（送配電等業務指針）
・第92条『送電系統の暫定的な容量確保』
一般送配電事業者は、発電設備等に関する契約申込みの受付時点をもって、
当該時点以後に受け付ける他の系統アクセス業務において、送電系統へ契約申
込みを受け付けた発電設備等が連系等されたものとして取扱い、暫定的に送電
系統の容量を確保する。（中略）
・第97条『送電系統の容量の確保』
一般送配電事業者は、（中略）連系承諾の通知時点をもって、第92条に基
づき暫定的に確保した送電系統の容量を確定させる。（中略）

＜増強前＞

（出典） 第2回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会資料を基に作成

＜増強後＞

電力ネットワーク（送電線等）の空き容量について
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電力ネットワークの空き容量については、現在連系している電源だけでなく、今後
連系予定の電源（予約済み電源）も含めて、評価する必要がある。
また、単一設備（例えば、1回線送電線）の故障時にも対応できるよう、緊急時用
の容量を確保しておく必要がある。
（※1回線容量を基本として運用容量を設定している場合）
＜送電線等の利用イメージ＞

※
送電線は3本(3相）で1セット
(1回線)となっている。
上図は2回線の送電線。
（出典） 第１回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会資料を基に作成

広域機関 広域系統長期方針
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広域機関は、広域運用の観点から、全国大での広域連系系統の整備及び更新に
関する方向性を整理した長期方針（広域系統長期方針）を策定することとなって
おり、2017年3月に公表。
中長期的な設備形成に関する課題認識
○電力需要の伸びは鈍化している
○従来の設備形成や系統利用の考え方で新規電源連系ニーズを受け止めようとす
ると、膨大な流通設備の増強が必要
○結果として、流通設備効率が低下し、託送料金の上昇圧力につながる

電源連系容量に応じて系統増強してきた考え方から、大きく発想を転換し、

既存設備の最大限の有効活用を図ることを前提とした効率的な設備形成の
在り方を柱として、流通設備形成の考え方を取りまとめ。

（出典）第20回広域系統整備委員会資料を参考に作成

日本版コネクト＆マネージの検討
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日本版コネクト＆マネージの検討

（出典）第30回広域系統整備委員会 資料3
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