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島根原子力発電所は，島根県松江市鹿島町に立地した当社で唯一の原子力発電

所です。昭和 49年３月に島根原子力発電所１号機（46万 kW）が営業運転を開始

し，その後平成元年２月に島根原子力発電所２号機（82万 kW）が営業運転を開

始したことにより総発電設備容量 128万 kWの原子力発電所となり，２号機運転

開始以降 23年が経過しています。 

新たに増設中である島根原子力発電所３号機（137.3万 kW）については平成

17年 12月に着工し，建設工事もほぼ完了している状態であり，営業運転開始に

向けた準備を進めています。 

 
島根原子力発電所２号機は，我が国 36番目，沸騰水型原子炉（以下「ＢＷＲ」

という。）で 19番目のプラントであり，原子炉の型式はＢＷＲ５，原子炉格納容

器の型式はマークⅠ改良型（上下部半球胴部円筒型）で，ＢＷＲ改良標準化の成

果を積極的に採用した原子力発電設備です。  
島根原子力発電所２号機の設計，建設，試運転に際しては，島根原子力発電所

１号機はもとより，国内外原子力発電所の建設，運転・保守および事故・故障等

の事例を参考にして各段階毎に設計の見直しを行い，設備の追加，改造等必要な

措置を講じました。  
また，営業運転開始後に得られた新たな技術的知見については，設備改造等に

適切に反映し，安全・安定運転に努力してきました。その結果，島根原子力発電

所２号機は累計で 79.6％（平成 22年度末までの累計値）という高い設備利用率

を維持しています。 

 
一方，平成 18年 10月に当社俣野川発電所土用ダムの測定値改ざん問題が発覚

し，発電設備については原子力・火力・水力発電設備に関してデータの改ざん，

法令上の手続き不備などの有無およびこれらの不適切な事案により設備の健全

性が損なわれていないことを確認する総点検を実施しました。 

総点検の結果，計 81事案（うち，原子力発電設備 29事案）の不適切事案が判

明し，再発防止対策として企業経営のあり方，企業風土や社員意識などに根ざす

潜在的な課題への対応も含めた全社的・抜本的な改革に取り組んできました。 

しかしながら，平成 22年１月に島根原子力発電所１，２号機の設備・機器に

ついて，自ら定めた「点検計画表」どおりに点検が実施されておらず，点検時期

を超過している機器が確認された「島根原子力発電所 点検不備に係る問題」が

発覚しました。当社はこの問題を厳粛に受け止め，運転中の島根原子力発電所１



序 

序－2 
 

号機を停止する必要があると判断し，平成 22年３月 30日に国へ報告するととも

に，平成 22年３月 31日に島根原子力発電所１号機を手動停止し，定期検査で停

止中の島根原子力発電所２号機の設備と合わせて点検および調査を徹底的に実

施することとしました。 

当社は点検不備に係る経緯・事実の調査，原因究明，再発防止対策の検討，点

検が適切に行われていない箇所を早急に点検する総点検を実施し，このような不

祥事を二度と起こさないため，また，失った信頼を回復するため，再発防止対策

を策定し，実施しており，今後も引続き安全を最優先する意識を徹底させ，安

全・品質の向上に努めていくとともに，オープンな企業風土を作り，地域や社

会の皆様から信頼いただける発電所を目指し，努力して参ります。 

 
また，平成 19年７月に発生した新潟県中越沖地震を踏まえた対応として，経

済産業省の指示文書「平成 19年新潟県中越沖地震を踏まえた対応について（指

示）」に基づき，島根原子力発電所における「自衛消防体制の強化」および「迅

速かつ厳格な事故報告体制の構築」に係る対策を実施するとともに，耐震上

の新知見に基づく耐震安全性評価および耐震補強工事を実施しています。  
さらに，平成23年３月に発生した東北地方太平洋沖地震による津波に起因す

る東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえた対応として，経済産業

大臣からの指示文書「平成23年福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた他の

原子力発電所の緊急安全対策の実施について（指示）」（平成23・03・28原第７

号）に基づき，島根原子力発電所２号機においても津波により３つの機能（交流

電源を供給する全ての設備の機能，海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての

設備の機能および使用済燃料プールを冷却する全ての設備の機能）を喪失したと

しても，炉心損傷および使用済燃料の損傷を防止し，放射性物質の放出を抑制し

つつ，原子炉施設の冷却機能回復を図るための緊急安全対策を策定し，実施しま

した。 

また，緊急時対応の更なる信頼性向上を図るための既設設備の強化や新たな

知見を踏まえた設備の設置等の対策についても合わせて策定し，現在，対応を継

続中です。 

 
 今回の島根原子力発電所２号機定期安全レビュー報告は，前回報告（平成 14

年７月に公開）以来２回目となり，前回報告後も，保安活動に係る自主的に行っ

た改善項目，内部評価および外部評価に対する改善項目を継続して行うととも

に，国内外原子力発電所の運転経験や最新の技術的知見等を，適宜プラントの

運転や保全活動に反映してきたことを確認しました。  
 今後もこのような活動を続けていくことにより，島根原子力発電所の安全・安
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定運転を継続していくとともに，日々の着実な運転管理・保守管理等に基づき協

力会社と一体となって設備の健全性確保に努め，これまでの運転経験や技術力を

確実に次の世代に引き継いで行きつつ，「発電所の透明性を高め，協力会社と一

体感のある職場と開かれた発電所づくり」を目指し，努力して参ります。  
 
 
 

平 成 ２ ４ 年 ６ 月 
中国電力株式会社  
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