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女川原子力発電所2号機における
【新規制基準への適合性審査の状況について

平成27年2月19日

東北電力株式会社

1.新規制基準適合性審査･現地調査実績(1/2)
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1.新規制基準適合性審査.現地調査実績(2/2)
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前回以降に開催された審査会合,現地調査

2.審査会合く第20回)の概要

火災防護について<全体概要>

安全機能を有する構築軌系統および機器を火災から防護するため.火災発生防止,火災の感知
および消火.火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を実施｡

項目 �>�vR�例 

(か火災の発生防止 �9�,ﾈﾖﾉ{b�YmXﾄｩoｸ/�諍w�+X,�*(ｪ8�,ﾉ¥�8ｮﾒ�+X.)�ﾉKﾈ,ﾈ諍w�9�� 

②火災の感知および 唸ｬ(ｺｸ��ﾈ�靖WIlｨﾘ(+99鋳陷鞏�,ﾉ�ｸｭ�/�ﾖﾉ{h,��*b��(参考)熱感知線 
消火 唸��懆ﾚ)>�8�-h,ﾈ齷:顰�憺�ﾙOX,ﾉ�ﾙ'Y9��

③火災の彩管軽減 唸懆ﾝ�f夷ﾉ���ｸｴ�ｮﾘ*�.h-�5��ｸ7X8ｸ,���+X,Hｻ8蹌隗Y¥r� 
等による分社 ･原子炉施設内のいかなる火災によっても原子炉が安全 �(+X*ﾉ��鞋ｲ�



3.審査会合(第24回)の概要

基準津波の策定について<全体概要>

基準津波による最高水位は.地震の発生様式を踏まえた基準断層モデルを設定し.波源特性の
不確かさを考慮した評価の結果. 0 P+23 1mに設定｡ (従来はO P.+13･6m※1)

想定した津波波漁

発生様式 ��8��蕀7ﾙk��地表規模 

7○レ-ト同地ま ��Mw9.04 

(3_11地書) 

津波地震 蕃x�舶�2�

MwB.6 
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海域の活断層に よる地王 ��Mw6.2 -7.0 
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(注)｢op｣とは.女川の工事用基準面のこと.OP±00mは東京湾平均海面(TP)-074rnに相当｡

※1 2002年土木学会手法に基づく想定

X･2　すべりtの大きな領域

の不確かさの考BL (3 11聖地書による津波の

4.審査会合(第25回)の概要

火山影響評価について<全体概要>

発電所から半径160km圏内の第四紀火山※1(31火山)を調査し,発電所に影響を及ぼし得る火山 

(10火山)について.火山活動に関する個別評価および発電所に影響を及ぼし得る火山事象の 
抽出を実施○ 

【発電所に影響を及ぼし得る火山の火山活動に関する個別評価】

.設計対応が不可鮎火山事象については.敷地との位置関係等と

から,発電所に影響を及ぼさないと判断｡　　　　　　　　　　∃

【発電所に影響を及ぼし得る火山事象の抽出】

･発電所に影響を及ぼし得る火山事象については.降下火砕物※2

を抽出｡

･敷地における降下火砕物の層厚は,文献･地質調査結果

およびシミュレーションの鯖乗から10cmと評価｡

※1約258万年前以降に活動した火山

X･2　陣下火砕物については,半径160krn以遠の火山も調査

敷地を中心とする半径1 60kmの屯田の第四紀火山



<竜巻影苧評価の流れ>

発電所から半径180km(10万km2)の範囲内の太平洋側

海岸線に沿った陸側.海側5kmの範囲を設定し,周辺地

域との気象の類似性を確認

評価対象とした地域における過去最大の竜巻と竜巻
風速のハザ-ド曲線による最大風速から,基準竜巻

大風速を69m/Sに設定

地形特性による基準竜巻の最大風速の割り増しは不要
⇒設計竜巻の五大見速を69m/Sに設定

設計竜巻の最大風速等に基づいて移動速度,
最大気圧低下土等の特性を設定

黒雲諾若気圧差荷重個物の紳〕

設計竜巻荷重に対して,構造健全性等が維持され.
安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計
竜巻防護施設に影響を与える可能性のある飛来物
に対しては,防護ネットの設置や飛来物の固縛等

実施の方針

6.審査会合(第27回)の概要(1/2)

緊急時対策所について<全体概要>

重大事故等が発生した場合に適切な措置をとるため,緊急時対策所を設置｡

【緊急時対策所】
-設置場所3号機中央制御室に隣接した部屋※(0 P　22　5m以上)

⇒基準地震動　基準津波に対し機能を喪失しない

※2号機炉心から約21 6m

･建物･収容人数

対策本部宣乙亀(圭大事故等の対処に必要な指示を行う要員)

待機場所旦亘亀(発電所外への放射性物質の拡散抑制対箕の対処に必要な要邑)

(緊急時対策所レイアウト〉

対策本部(約100m2)

OOOOやOO

(注)木レイアウトは今鞍変更となるqL合がある｡

特捜場所(約78m2)

【
今
回
呪
明
】
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6.審査会合(第27回)の概要(2/2)

緊急時対策所について<全体概要>

緊急時対策所には.重大事故等が発生した場合に適切な措置をとるために必要な居住性.設備.
資機材等を確保｡

項目 ��陌��8ｻR�

電源設備 唳O��ﾙw��>�6Hﾋ�*�.x�96B�

生体達へい装置 唳5h撮ﾉ¥x*�.h-���-h�Zｨ,┬h+8,ﾈﾊﾙ¥��5(984�8ｨ�ｸ6r��

換気設備等 唸ﾘ)�ｹEﾈ4x4�7H4(8ｸ5篳6�885(�ｸ8ｸ7H4(8ｸ5�/��ﾘ曝+X+ﾘ�)L�ﾅ霑8ｴ8�(峪�ﾙOX/�GｩOR�
･プル-ム通過中の対策として,空気ボンベにより緊急時対策所内を加圧し,希ガス等の流入を防止 

(空気ボンベは約10時間加圧に必要な数量を設置) 

被ばく評価 唳�鞜Iwhｾ�,ﾈ��ﾏ�8�7�*｣y?ｨｭH,S���ﾕ7h/�+H*h,�*(+�,h/�ｦﾙDb�

(約62mSV/7日間) 

･緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染した場合,汚染の持ち込みを防止するため,作業服 

等の着替えを行う区画を入口付近に設置 

･2号捜制御連星に耐ZE型の安全パラメータ(原子炉水位,圧九モニタリングポスト等)表示.伝送シ 

ステムを設置し,緊急時対策所に表示装置を設置 
･デ-タ伝送は.棟数の有線(光ケーブル)の専用回線により多重化.無線回線により多様化○ 

･発電所内外への通信連絡設備を設置し多様化 

(衛星電話,トランシーバー,テレビ会議システム等) 

資禎材等の配備 唸晴,�*ﾘ,h.�､�H*�.x,ﾈ辷妾,�+X,鍍VﾈｭH,ﾈｨ�:�/��)Eﾈ,h+x.倬�ｴ�ﾝ�9�/�GｩOR�

(防護具,線I計.サーベイメータ,食料等) 
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tLl所第2回審査会合(平成26年1月28日)において原子力規制庁から示された論点
(書査会合では.上把論点以外にも.申請内容全般について書査される｡ )
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出所第2回辛査会合(平成26年1月28日)において原子力規制庁から示された論点

(書査会合では.上把論点以外にも,申請内容全般について書査される. )
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