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島根原子力発電所２号機

新規制基準適合性審査の状況

２０２１年 ３月 ５日

中国電力株式会社

情報提供



11１．審査の全体像

 2013年12月25日，島根２号機の新規制基準適合性審査を申請しました。

 審査される分野は，大きく①地震・地盤・津波関係といった外部要因に関するも
のと②設備関係の２分野に分かれます。
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 2021年2月18日の審査会合をもって，現時点でいただいている審査会合コメントの回
答を完了しました。今後，新たにコメントをいただくことがあれば，引き続き適切に対
応してまいります。

 原子炉設置変更許可申請に係る審査は終盤を迎えており，これまでの審査結果を

踏まえ，補正の準備を進めているところです。

２．島根２号機の新規制基準適合性審査状況（２／２）

《島根２号機の審査状況（特定重大事故等対処施設等の審査を除く）》

＊現地調査および現地確認はカウントせず

2021年2月18日時点

回数 2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

総 論 6 2 1 2 1
地震・津波 47 2 8 9 4 7 9 5 1 1 1
設備 126 28 22 5 2 44 1 3 4 3 3 2 3 1 2 2 1

現地調査・確
認 (6) (2) (1) (1) (1) (1)

計 179＊ 4 36＊ 32＊ 11 7＊ 12＊ 49＊ 1 3 5 3 3 2 4 1 2 3 1
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主要な審査項目 審査状況 主要な審査項目 審査状況
審査の申請概要，主要な論点，審査会合の進め方 実施中

設計基準
事故対策

内部溢水 実施済

地震

敷地及び敷地周辺の地下構造 実施済 火災 実施済
震源を特定して策定する地震動 実施済 竜巻（影響評価・対策） 実施済
震源を特定せず策定する地震動 実施済 火山（影響評価・対策） 実施済

基準地震動 実施済 外部事象 実施済
耐震設計方針 実施済 静的機器単一故障 実施済

敷地の地質・地質構造 実施済 保安電源設備 実施済
地盤・斜面の安定性 実施済 誤操作防止，安全避難通路，

安全保護回路 実施済

津波 基準津波 実施済 原子炉冷却材圧力バウンダリ 実施済
耐津波設計方針 実施済 通信連絡設備 実施済

重大事故
対策

確率論的リスク評価 実施済 監視測定設備 実施済
事故シーケンスの選定 実施済 共用設備 実施済
有効性評価 実施済 人の不法な侵入防止 実施済
解析コード 実施済 全交流電源喪失対策設備 実施済

原子炉制御室 実施済 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設 実施済
緊急時対策所 実施済 放射性廃棄物の処理施設 実施済
フィルタ付ベント設備 実施済 その他 原子力事業者の技術的能力 実施済
水素爆発防止対策 実施済 品質管理に必要な体制の整備 実施済
有毒ガス防護 実施済 特定重大事故等対処施設 実施中

重大事故対応に必要な技術的能力 実施済 所内常設直流電源設備（3系統目） 実施中
残留熱代替除去系 実施済

 これまでに，179回の審査会合が開催されています。（2021年2月18日時点）

【参考】島根２号機の新規制基準適合性審査状況

赤字，赤枠は前回からの変更箇所
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 三瓶浮布テフラは島根半島（敷地含む）において確認されていないが，敷地は三瓶
山の風下側に位置し，風向によっては降灰が想定されること等から，町田・新井
（2011）による50cm等層厚線を保守的に考慮し，三瓶山からの距離に応じた層厚を
算定した結果，敷地における降灰層厚を「56cm」に見直すこととしました（2020年９月
18日審査会合において説明）。原子力規制委員会から，「三瓶浮布テフラの実績層
厚に関する地質調査結果を資料に反映させること」等のコメントを受けました。

 2020年７月７日～11月13日に実施した地質調査結果をとりまとめ， 2020年11月27日
審査会合において層厚評価の妥当性について説明した結果，概ね十分な回答がな
されたと評価されました。

 12月15日の審査会合において，施設が層厚の荷重に耐えられること，非常用ディー
ゼル発電機などが機能喪失しないことを説明しました。また，2021年1月19日の審査
会合において，排気筒の放射線モニタリング設備が機能喪失した場合の対応方法に
ついて，排気筒モニタ室の補強及びフィルタ設置により安全機能を損なわない設計と
すること等を説明し，追加の指摘事項はありませんでした。

 今後，保安規定の審査に合わせ，ディーゼル発電機のフィルタの目詰まり等を考慮
しても適切な安全対策の実施により必要な機能が維持できることを説明する予定です。

【トピックス】火山灰層厚評価の見直し（１／２）



5【トピックス】火山灰層厚評価の見直し（２／２）

三瓶浮布テフラ

地質調査状況（岡山県北西部（新見市神郷））
2020年9月18日審査会合資料



6【トピックス】津波漂流物

 2021年1月28日の審査会合において，発電所前面海域の漁業権の区分に加え，漁船の操業区域及び航行の不
確かさを踏まえて対象漂流物の総トン数を最大19トンに見直すとともに，基準適合状態の維持の観点から定期的
な調査を行うことを説明しました。

 原子力規制委員会からは，詳細設計段階において，津波防護機能に係る設計上の限界値に相当する漁船重量
を把握し，基準適合状態の維持の確認における管理値とするようコメントがありました。

 今後，工事計画認可申請において，漁船の操業区域及び航行の不確かさを考慮した対象漂流物による衝突荷重
に基づき，防波壁及び漂流物対策工の健全性を説明する予定です。

3号北側イメージ（波返重力擁壁）

19トン漁船イメージ（（有）福島造船鉄工所HPから引用）



7【トピックス】３号機安全対策の実施状況

軽油タンク格納槽平面図

軽油タンク 軽油タンク格納槽
（鉄筋コンクリート）

軽油タンク格納槽工事状況
（2020年12月1日現在）

・格納槽底版及びタンク基礎
ボルトの設定まで完了

・現在,格納槽側壁及び中壁
を施工中

軽油タンク水切・構内輸送状況
（2020年10月20～23日）

 非常用ディーゼル発電設備 軽油タンク設置工事（2015年９月着工）

 竜巻の飛来物による損傷防止を目的とし，非常用ディーゼル発電設備の 燃料タンク
を地下タンクとするため，工事を実施中です。タンク製作は完了し，2020年10月に製
作工場から海上輸送を行い， 現在，発電所構内で保管中です。（全12基）
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 これまでに，166回の審査会合が開催されています。（2020年8月28日時点）

主要な審査項目 審査状況 主要な審査項目 審査状況
審査の申請概要，主要な論点，審査会合の進め方 実施中

設計基準
事故対策

内部溢水 実施済

地震

敷地及び敷地周辺の地下構造 実施済 火災 実施済
震源を特定して策定する地震動 実施済 竜巻（影響評価・対策） 実施中
震源を特定せず策定する地震動 実施済 火山（影響評価・対策） 実施中

基準地震動 実施済 外部事象 実施済
耐震設計方針 実施中 静的機器単一故障 実施済

敷地の地質・地質構造 実施済 保安電源設備 実施済
地盤・斜面の安定性 実施中 誤操作防止，安全避難通路，

安全保護回路 実施済

津波 基準津波 実施済 原子炉冷却材圧力バウンダリ 実施済
耐津波設計方針 実施中 通信連絡設備 実施済

重大事故
対策

確率論的リスク評価 実施済 監視測定設備 実施中
事故シーケンスの選定 実施済 共用設備 実施済
有効性評価 実施済 人の不法な侵入防止 実施済
解析コード 実施済 全交流電源喪失対策設備 実施済

原子炉制御室 実施中 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設 実施済
緊急時対策所 実施済 放射性廃棄物の処理施設 実施済
フィルタ付ベント設備 実施済

その他
特定重大事故等対処施設 実施中

水素爆発防止対策 実施済 所内常設直流電源設備（3系統
目） 実施中

有毒ガス防護 実施済
重大事故対応に必要な技術的能力 実施中

残留熱代替除去系 実施済

【参考】島根２号機の新規制基準適合性審査状況
（第２４回原子力安全文化有識者会議時点）


