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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第274回 議事録 

 

１．日時 

 令和元年５月１６日（木）１３：３０～１４：３４ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ｂ、Ｃ 

 

３．出席者 

担当委員 

 田中 知   原子力規制委員会委員 

原子力規制庁 

 片岡 洋   原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長代理 

青木 昌浩  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長代理 

金城 慎司  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

長谷川 清光 原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

宮脇 豊   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

大島 俊之  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

平野 豪   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

小澤 隆寛  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

有田 隆也  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

宮坂 直行  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

田邉 翔   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

池永 慶章  原子力規制部 核燃料施設審査部門 技術参与 

日本原燃株式会社 

 鈴木 靖俊  濃縮事業部 副事業部長 

渕野 悟志  濃縮事業部 ウラン濃縮工場 濃縮保全部長 

八木橋 勝徳 濃縮事業部 濃縮保全部 施設計画課長 

坂本 真也  濃縮事業部 濃縮保全部 施設計画課（副長） 
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柴田 正行  濃縮事業部 濃縮保全部 施設計画課（主任） 

佐藤 朋彦  濃縮事業部 濃縮保全部 電気計装保全課（副長） 

株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン 

 磯辺 裕介  執行役員 兼 環境安全部 担当部長 

 吉崎 達也  製造部 副部長 

 成田 健味  環境安全部 副部長 

 小林 克樹  環境安全部 担当主任 

  

４．議題 

 （１）日本原燃（株）濃縮・埋設事業所（加工施設）の新規制基準に係る設計及び工事

の方法の認可申請について 

 （２）株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（加工施設）の新規制

基準に係る設計及び工事の方法の認可申請及び新規制基準対応に係る申請の進

捗状況について 

 

５．配付資料 

 資料１   新規制基準への適合性に係る設工認の申請概要について（非常用設備 デ

ィーゼル発電機等の変更（２次申請））【ウラン濃縮工場】 

 資料２－１ 新規制基準に係る設計及び工事の方法の認可申請 

 資料２－２ 新規制基準対応に係る申請の進捗状況 

 

６．議事録 

○田中委員 それでは、定刻になりましたので、ただいまから核燃料施設等の新規制基準

適合性に係る審査会合、第274回を始めさせていただきます。 

 本日の議題は二つありまして、一つ目は日本原燃濃縮・埋設事業所（加工施設）の新規

制基準に係る設計及び工事の方法の認可申請について、そして、二つ目は株式会社グロー

バル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（加工施設）の新規制基準に係る設計及び工事

の方法の認可申請及び新規制基準対応に係る申請の進捗状況についてであります。 

それでは、一つ目の議題に行きますが、これは先ほど申し上げましたが、日本原燃濃

縮・埋設事業所（加工施設）の新規制基準に係る設計及び工事の方法の認可申請について
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であります。日本原燃のほうから、資料の1でしょうか、説明をお願いいたします。 

○日本原燃（鈴木副事業部長） 日本原燃の鈴木です。 

ウラン濃縮工場の新規制基準への適合に係る施設の変更については、5回に分けて設工

認の申請をしていく計画としています。1次申請としては、2018年9月7日に分析設備の新

規制基準への適合確認及び更新に係る設工認の申請を行い、現在、審査をしていただいて

いるところでございます。これに引き続き、2次申請として非常用ディーゼル発電機の新

規制基準への適合確認とディーゼル発電機の制御盤の更新に係る設工認の申請を2019年4

月24日に行ったことから、本日は本申請内容について概要を説明させていただきますので、

審査のほど、よろしくお願いいたします。 

それでは、詳細を担当から御説明させていただきます。 

○日本原燃（坂本副長） 日本原燃の坂本でございます。 

資料1を御確認ください。資料1の2ページ目から、御説明させていただきます。 

2ページ目でございますが、設工認の分割申請の考え方を示しております。①番が新規

制基準への適合に係る施設の変更に関わる申請でございます。新規制基準への適合に係る

施設の変更については、申請範囲を5分割で申請いたします。この分割申請のうち分析設

備、こちらは1次申請および今回のディーゼル発電機の申請、これは2次申請、これらにつ

いては、不適合が発生した設備であるため、施設の維持管理の観点から先行して申請を実

施するものです。 

3次申請以降につきましては、ウラン濃縮を行う機器等の耐震性向上、竜巻対策、重大

事故に至るおそれがある事故への対策等の追加安全対策等について、各々の工事を適切な

時期に段階的に実施していくため順次申請を行う計画としております。 

また、②番でございますが、こちらは分離作業能力の削減等の施設の変更でございます。

分離作業能力の削減、あと廃棄物建屋の増設、また遠心分離機の更新等、これらの施設の

変更については、①の申請とは別に順次申請を行う計画としております。 

続いて、3ページ目でございます。こちらが、先ほどの①番の新規制基準への適合に係

る施設の変更の内訳と申請単位を示したものとなっております。右側に申請単位として①

番～⑤番を振っておりますが、こちらが1次申請から5次申請に該当します。1次申請では、

核燃料物質の検査設備、分析設備及び建物を申請しております。②番では、今回は非常用

設備としてディーゼル発電機、また、建物として、それを収納する補助建屋を申請してお

ります。 
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3次申請では、濃縮のメーンプロセスとなります濃縮施設、カスケードや均質・ブレン

ディング設備、高周波電源設備等、あとは収納する建物、残りの建物全てを申請する計画

としております。4次申請では、UF6処理設備、また搬送設備等の申請を予定しております。

また、5次申請においては、液体廃棄物の廃棄設備、また計量設備等の申請を計画してお

ります。 

続いて、4ページ目でございます。4ページ目が1次申請に対する指摘を踏まえた2次申請

への反映、展開ということで、下の表にございますが、1次申請として分析設備の申請に

おいては、2018年12月7日、2月28、4月24と3回の補正を実施しております。この中で、申

請体系の明確化だったり建物の設計、技術基準への適合に対する説明の追加、あとは保守

管理の考え方、また全社品質保証計画書の適合性の説明、設計プロセスの実績、計画等の

追加等の改善を図っております。これらの見直しにつきましては、今回、2次申請として

申請するDG制御盤の設工認に関しまして、全て反映した形としております。 

続いて、5ページ目でございます。5ページ目が、2次申請に係る設工認申請の概要でご

ざいます。平成29年5月17日付で許可を受けました事業許可に基づきまして、非常用ディ

ーゼル設備のディーゼル発電機及び本設備を収納する建物として補助建屋、これについて

新規制基準への適合確認を行うとともに設計条件の変更を行います。また、本設計条件の

変更等によって建物等の構造に変更はございません。また、2017年7月にディーゼル発電

機の構成機器であるディーゼル発電機の制御盤の電磁接触器の固着によって火災が発生し

た事象を踏まえまして、ディーゼル発電機の制御盤の更新を行う予定としております。 

下の表に申請の概要を記載しております。ディーゼル発電機につきましては、耐震設計

条件の変更、あとは外部からの衝撃に対する設計上の考慮の追加、また構成機器のディー

ゼル発電機制御盤の更新で、工事としてはディーゼル発電機制御盤の撤去、新設を計画し

ています。補助建屋につきましては、耐震設計条件の変更、外部からの衝撃に対する設計

上の考慮の追加を変更しております。 

続きまして、6ページでございます。6ページが、ディーゼル発電機制御盤の具体の仕様

となっております。台数としては2基、設置しております。変更の内容といたしましては

先ほど御説明のとおり、型式、主要な構造材、寸法等については、記載のとおりとなって

おります。また、その他の構成機器として、ディーゼル発電機制御盤は2基、サービスタ

ンク2基、軽油タンクを2基、燃料移送ポンプ2基、配管一式を含んでおります。また、性

能といたしましては、発電機の出力が2,500KVA、電圧が6,900V、運転可能時間といたしま
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しては設計負荷に対し3日間程度としております。 

 続いて、7ページがディーゼル発電機に係る電源の系統図です。ディーゼル発電機は非

常用の高圧母線にぶら下がっておりまして、非常時には、こちらの受電遮断器が投入され

て負荷に電力を供給する設計としております。負荷といたしましては、無停電電源装置、

直流電源装置、非常用照明、誘導灯等がございます。 

続きまして、8ページでございます。8ページが、建物、補助建屋の仕様ということです。

補助建屋については、鉄骨造2階建てで耐火構築物となっております。構造、寸法につい

ては、記載のとおりでございます。 

続いて、9ページ目でございます。補助建屋につきましては、③番、赤い矢印で示した

位置になります。UF6を取り扱うメーンプロセスの施設、2号発回均質棟とは離れた位置に

設置しております。 

続いて、10ページでございます。10ページが工事、検査の方法でございます。（1）が

工事でして、一つ目の矢じりですが、加工施設の生産運転を実施しない、この新規制基準

の工事対応期間中においても、外部電源からの電気の供給が停止した場合には、第1種管

理区域の排気、放射線監視設備、自火報、非常用通報、計測制御設備等を使用できるよう

にするため、ディーゼル発電機はディーゼル発電機制御盤の更新工事に係る試験・検査を

終えた後、加工規則に基づく性能検査を実施するまでの間、検査の状態を維持し運用を開

始するとしております。 

また、二つ目の矢じりですが、更新を行うディーゼル発電機制御盤は、A系、B系、2系

統を有しております。そのため、片系の更新工事後に残りの系統の更新工事を行うことで、

工事期間中においても、外部からの電源系統からの電気の供給が停止した場合に、必要な

電力を供給する機能を維持しながら工事を実施いたします。 

続いて、11ページでございます。検査ですが、今回の申請におけるディーゼル発電機は、

制御盤の更新、これらを伴うため性能検査を実施いたします。また、設工認の仕様表の技

術基準への適合の欄、これに示した仕様のうち工事を伴うもの以外にも、設計の変更はあ

るが工事を伴わないもの、設計変更がなく工事を伴わないもの、これらについても設備及

び建物、どちらも技術基準への適合を確認する検査を行うということとしております。 

続いて、12ページでございます。12ページがディーゼル発電機の工事フローでございま

す。ディーゼル発電機制御盤の新設、撤去を含む工事を示しておりまして、必要な段階で

検査を行って、最終的には加工施設の性能検査を行って完了としております。 
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下の13ページのほうですが、こちらは建物の工事フロー、こちらは工事はございません

が、検査として設計及び工事を伴わないものについても適合性の検査を行って、最終的に

は加工施設の性能検査を行って完了ということとしております。 

続いて、14ページでございます。14ページが技術基準への適合性を示しております。ま

ず、一つ目の表ですが、こちらはディーゼル発電機の技術基準への適合を記載しておりま

して、まず、火災に対する損傷の防止に対しては、主要な構造材として不燃性の鋳鉄、炭

素鋼等を使用する設計とすると。地震による損傷の防止に対しては、耐震重要度分類第2

類として、基礎ボルト、据付ボルト等を必要な本数、呼び径、材質を使用するとしており

ます。 

また、外部からの衝撃による損傷の防止に関しましては、低温・凍結に対して補機系統

の潤滑油及び冷却水については、設計上考慮する低温・凍結に対して、加熱器により温度

を保つように常に暖機運転をする設計とすると。高温に対しては、設計上考慮する高温下

についても動作可能な設計とするとしております。 

続いて、15ページでございます。安全機能を有する施設に対しては、全ての環境条件に

おいて、その機能を発揮できるようにすると。また、検査、試験、保守、修理、これが安

全機能を確認することができるように設計すると。また、非常用電源設備といたしまして

は、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、必要な設備に電力を供給す

るための容量、負荷容量が1,900kW、これに対しまして2,000kW、これを有する設計とする

と。また、外部電源からの電気の供給が停止した場合には、ディーゼル発電機を自動起動

して20秒以内に電圧を確立し給電を開始する設計といたします。 

続いて、16ページでございます。16ページが建物の適合性ということで、火災に対して

は防火区画を設定して、防火壁、防火扉、防火シャッターにより区画して延焼を防止する。

地盤に関しましては、N値50以上の地耐力を有する地盤に支持させる。地震に対しては、

耐震重要度分類第2類として適切に設計を行う。津波に関しましては、標高36m、海岸から

3km離れた丘陵地帯ですので、事業許可のとおり、津波が敷地に到達するおそれはないと

しております。 

外部からの衝撃による損傷の防止ですが、風、積雪に関しては、建築基準法に基づき設

計荷重を設定して安全機能を損なわない設計といたします。生物学的事象に対しては、補

助建屋には第1種管理区域の負圧、計空の外気取り入れ口がないことから、防護施設の対

象外としております。 
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以下、竜巻、火山の影響、森林火災、航空機墜落、近隣工場の火災等につきましては、

事業許可に基づきまして、補助建屋の機能喪失時のリスクレベル、これを踏まえて、許可

に基づいて防護対象外としております。 

続いて、18ページでございます。18ページが、安全機能を有する施設に対しては、先ほ

どの設備と同様に設計いたします。 

続いて、19ページでございます。今回の申請対象の建物について、次回以降の申請で技

術基準への適合を確認するものについて、こちらで示しております。次回確認するものと

して、自動火災報知設備、消火設備、排水設備、避雷設備、また建物のクリアランスと、

あと不法侵入防止設備、安全避難通路、通信連絡設備、これらについては次回以降、3次、

4次、5次の申請で適合性を確認いたします。 

続きまして、20ページでございます。20ページが品質管理の規則への適合性でございま

す。設計におきましては、当社において設計開発の計画、設計段階のレビュー・検証、調

達管理、あとは、それに基づいての設工認申請と。また、工事、検査の段階においては、

発注仕様書の作成、設計図書のレビュー・検証、調達管理の実施、また、工事の計画、こ

れに基づいて工事の実施、また、適合性確認の計画を立てて適合性の検査を実施して妥当

性を確認するというプロセスとしております。 

続いて、21ページでございます。21ページでございますが、こちらは2019年3月22に加

工事業の工事計画について変更の届け出を実施しております。実施した変更の届け出を表

として示しております。こちらの具体的な内容につきましては、次の22ページ、この22ペ

ージで設工認に関わる現在の進捗状況と、あと今後の計画を示しております。 

まず、1.の新規制基準対応の追加安全対策についてですが、こちら、1次申請について

は2018年9月7日申請で、4月24日に3次補正を実施しているところでございます。2次申請

の今回の申請ですが、4月24日に申請。今後、続きまして、2019年7月に3次申請、2019年

11月に4次申請、2020年3月に5次申請を予定しておりまして、これに基づき工事、追加安

全対策等を実施して2021年度に竣工。 

また、2.の使用を廃止する設備の対応ですが、こちらは2019年1月に廃棄物を収納する

ための廃棄物建屋、また2020年3月にRE-1の廃棄物化の設備、また2020年の下期に許可に

基づきます貯蔵能力の変更をして、必要な建物の工事、検査、あとはRE-1の保管廃棄の必

要な処置、これを実施して2021年度に完了と。 

また、3.でございますが、新型遠心機の更新等におきましては、2019年7月に75tSWU/y
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分の遠心分離機について製造等の申請、それに引き続いて製造、据えつけ等を実施しまし

て、300tSWU分を適宜、設工認を申請して2027年度の竣工を予定しております。 

資料の御説明は以上となります。 

○田中委員 ありがとうございました。 

それでは、ただいまの説明につきまして、規制庁のほうから質問、確認等、お願いいた

します。 

○平野チーム員 規制庁の平野です。 

今回、分割申請の第2回ということでしたけれども、分割申請に当たっては、第1回の申

請のときにおいても、どの範囲が申請範囲なのかといったことを丁寧に説明いただきたい

ということを求めておりましたが、今回の申請に関しても、技術基準への適合が今後のも

のも含めて網羅的に説明されるといったところの具体であったり、あるいは今回の設備の

範囲というんですかね。 

具体的に言いますと、例えば、7ページなんかを見ますと、今回申請のあったディーゼ

ル発電機と受電遮断器を介して非常用の高圧母線につながるというふうになっていますけ

れども、今回のディーゼル発電機と言っているものが、どこを取り合いにしてというか、

今回の範囲というのがどこなのかとかといったことも含めまして、今回の申請の範囲がど

こまでなのかといったことの具体と、あと、先ほどの繰り返しになりますけれども、技術

基準への適合で今回説明される範囲、あるいは今後、ここが説明されるので全体として埋

まるんだといったところにつきまして、きちんと説明をいただきたいというふうに思って

おります。 

○日本原燃（坂本副長） 日本原燃の坂本でございます。 

今回の申請範囲、及び今後申請する範囲等につきまして、整理の上、御説明させていた

だきます。 

○田中委員 あと、ありますか。いいですか。 

 はい。 

○有田チーム員 規制庁、有田です。 

6ページの発電機の仕様について伺いたいと思います。発電機の仕様ということで見さ

せてもらいますと、発電機本体については割と詳しく書いているんですが、気になるのは、

その他構成機器ということで制御盤、タンク、ポンプ、こういったものですが、ここにつ

いての記載があまりないなと。 
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 これらについては、一応、ディーゼル発電機の既認可の申請書についても、こちらのほ

うで調べたところ、あまり詳しく書いていないので、今後の審査において詳しく見ていく

必要があると考えております。 

とりあえず、今、この場で気になって幾つか指摘させてもらって、何か御説明できるも

のがあればいただきたいと思います。 

まず最初ですが、制御盤ということで、まずは、この制御盤というのは、一体、発電機

の具体的にどういった制御を行うのかというのがちょっとわからない。多分、起動すると

きの制御だと思うんですけど、そこについて教えていただけますでしょうか。 

○日本原燃（坂本副長） 日本原燃の坂本でございます。 

こちらの制御盤を使いまして、ディーゼル発電機の起動、停止、あと起動状況の確認等

を実施するものでございます。こちらにつきましても、詳細については今後、設計等の詳

細な中身を含めて御説明させていただきます。 

○有田チーム員 はい、承知しました。 

あと、ちょっと制御盤について追加で聞きたいんですが、もともと今回のディーゼル発

電機の申請については、制御盤の不適合とか火災があってということだろうと思うんです

が、不適合があった場合、この間の分析設備の申請の場合はダクトの腐食という不適合が

あったんで、ダクトを湿式から乾式に変えたというのがあったと思うんですけど、そうい

ったものを踏まえて、今回のディーゼル発電機の制御盤については、何か設計を変えたり

というのがあるのか。あるいは、単に古くなっているだけなんで、同じものを新品に変え

れば解決するのかどうか、その辺、ちょっと御説明いただけますでしょうか。 

○日本原燃（坂本副長） 日本原燃の坂本でございます。 

こちら、もともと保全の仕方におきまして、制御盤に関しては事後保全ということで壊

れたら交換するというような対応をしておりましたが、今回は保全計画等を定めまして定

期的に年1回、通常点検を行う、または15年に1回、本格点検で必要な電装品の交換を行う

ということで、保全の仕組み、こういったものを見直しております。設備につきましては、

大きな仕様変更はございません。 

○有田チーム員 つまり、設備のメンテナンスといいますか、保全のほうで見ていくもの

であって、設計の変更は必要ないということで承知いたしました。 

次なんですが、燃料移送ポンプについて、これもあまり詳細が書いていないのと、これ

は、つまりタンクから発電機にポンプで燃料を運ぶわけで、当然、これのスペック、輸送
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能力が一定以上ないと十分な燃料を送ることができないと思いますので、これについても

今後確認すべきかなと思っております。 

次が、タンクですね。タンクについては、こちら、数と容量を書いているので、それな

りに仕様は書いていると思うんですが、他方で耐震重要度分類というのがよくわからない

なというのがあって。当然、タンクが壊れてしまえば燃料はなくなってしまいますので、

ちょっと、これも今後確認すべきかなと考えております。 

最後が、あと、仕様には書いていなくて申請書の話になっちゃうんですけど、タンクの

置き場所って、オイルヤードという場所があったと思うんですけど、そこは建物ではない

んでしょうけど、他方で、そこの地盤とかなんかも。補助建屋については、地盤がたしか

N値50以上の固い岩盤に据え付けるとありましたけど、タンクもそれなりの岩盤にないと、

当然、地震とかに耐えられないということも想像できますので、オイルヤードでそもそも

どういう位置づけなのかというのもあるんでしょうけど、タンクの置き場所の地盤も含め

て、今後確認する必要があるんじゃないかと考えております。 

○日本原燃（坂本副長） 日本原燃の坂本でございます。 

地盤等も含めまして、今後、御説明させていただきます。 

○有田チーム員 承知いたしました。 

○田中委員 あと、ありますか。 

 はい。 

○宮坂チーム員 規制庁の宮坂です。 

すみません。工事の方法に関して質問させていただきたいんですけれども、資料でいい

ますと10ページのところなんですけれども。今回、工事の方法の中で検査の状態を維持し

て非常用発電機の運用を開始するというふうにしているかと思いますけれども、このとき

に設備を工事の状態に維持するに当たって、どのような管理方法を考えているのか、御説

明いただけますでしょうか。 

○日本原燃（坂本副長） 日本原燃の坂本でございます。 

こちらにつきましては、使用前検査等を受けた後に、必要な社内の保全に関わる計画、

これに基づきまして必要な点検、部品交換等を実施して、検査を受けた状態を常に維持す

るという管理をしていきます。 

○宮坂チーム員 規制庁の宮坂です。 

承知いたしました。そうしましたら、非常用発電機を運用するに当たって必要な保安措
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置については、今後、詳細に御説明いただければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○日本原燃（坂本副長） 日本原燃、坂本です。 

今後、御説明させていただきます。 

○宮坂チーム員 規制庁、宮坂です。 

すみません。続きまして、検査の方法に関しての質問なんですけれども、今回の資料で

はなくて申請書のほうになるんですけれども、申請書に既設設備の検査項目ですとか検査

方法を示した表があるんですけれども、こちらの表の中では、検査方法の欄に仕様表に示

す設計、構造を目視または記録等により確認するといった記載がございます。一方で、申

請書上で既設設備の設計とか構造といったものについて、仕様表上から見受けられないと

ころがあるんですけれども、ここについては具体的に何を、どんな項目を確認するのでし

ょうか。 

○日本原燃（坂本副長） 日本原燃の坂本でございます。 

一例を挙げますと、ディーゼル発電機につきましては、例えば、火災に対する損傷の防

止については、仕様表のほうで主要な構造材は不燃材、炭素鋼等を用いるとしております

ので、そちらを外観または記録等によって確認いただくと。地震による損傷防止に関しま

しては、耐震分類第2類としておりますので、それに関わるボルト、そういった記録及び

外観でそういったものを確認いただくと。この仕様表に沿って、外観と記録によって御説

明を行うということで考えております。確認をするということで考えております。 

詳細の内容については、今後、どういった検査をするのか、具体を示して御説明をさせ

ていただきたいと思います。 

○宮坂チーム員 規制庁、宮坂です。 

承知いたしました。ただいま御説明があったような内容につきましては、今後、詳細に

御説明をいただければと思います。 

それから、ちょっと別の観点からの質問なんですけれども、事業許可のほうで非常用発

電機の負荷が約1,840kWから約1,900kWというふうに変更になったというふうにされている

んですけれども、今回、非常用発電機に負荷を、接続した状態で起動試験を行うといった

ような起動試験の要否というのは、どのように考えていらっしゃるんでしょうか。 

○日本原燃（坂本副長） 日本原燃の坂本でございます。 

今の御質問は、実負荷での、実際に負荷を乗せた状態での試験・検査を行う必要がある
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のではないかという御質問と受け取りましたが、よろしいですか。 

それにつきましては、当社のほうで当然、無負荷で試験を行った後、段階的に負荷を上

げていきまして、最終的には実負荷で乗せた状態で試験・検査を行って健全性を確認して

おります。また、その方法等については、今後、御説明させていただきます。 

○宮坂チーム員 規制庁、宮坂です。 

承知いたしました。 

それから、ちょっと関連してなんですけれども、ちょっと細かい内容なんですけれども、

今回、1,900kWとして負荷が上乗せされているかと思うんですけれども、負荷が上乗せさ

れたことによって、非常用発電機の容量の余裕がちょっとなくなっているんじゃないかな

というふうに思っているんですけれども。この内容につきまして、発電機の例えば起動直

後などで想定より過剰に負荷がかかってしまうといった場合があったときに、発電機は、

それをカバーできるような十分な容量を持っているのかというところについて、御説明い

ただけますでしょうか。 

○日本原燃（坂本副長） 起動時の起動電流に対するDGの起動の考え方等につきましては、

整理の上、御説明させていただきます。 

○宮坂チーム員 規制庁、宮坂です。 

承知いたしました。 

○平野チーム員 規制庁の平野です。 

今の宮坂からの確認にちょっと関連してなんですけれども、先ほど負荷が変わったとい

うことで、まず無負荷の状態で確認を行った上で負荷をかけた状態もきちんと確認すると

いった御説明があったかと思うんですけれども、そちらというのは、例えばなんですけれ

ども、今回の資料でいう12ページのところでいくと、単体の検査が終わった後に加工施設

の性能検査みたいなことで全体の検査をやるというフローがございますけれども、例えば

なんですけれども、ここでやるということを意識されているのかというところと、あと、

もし、そうだとすると、今、申請書上、ここの最終的なところで、最終的というか、加工

施設の性能検査で拾うようなものというのが、何か申請書のところに明確になっていない

のではないのかというところが懸念しているんですけれども、その2点について現状のお

考えを説明いただけないでしょうか。 

○日本原燃（坂本副長） 日本原燃の坂本でございます。 

最終的な加工施設の性能検査におきましては、全ての施設がそろった段階でなければ確
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認できない項目、これを最後のステップで確認することとしております。なので、今回の

非常用電源の負荷等についても、この中で確認することで考えております。 

また、そういった検査の詳細等については、今後、ヒアリングの中で御説明させていた

だきます。 

○平野チーム員 規制庁の平野です。 

今後、整理の上、御説明いただけるということかと思うんですけれども、冒頭、分割申

請ということで、申請の範囲をきちんと明確にして説明していただきたいということとも

関連するかと思いますので、そういうところも気にした上で分割申請の範囲というところ

を整理いただいて説明いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○日本原燃（坂本副長） 日本原燃の坂本でございます。 

了解いたしました。 

○田中委員 あと、ありますか。 

○宮脇チーム員 規制庁、宮脇です。 

今回の申請、特に非常用DG、ディーゼル発電機を中心とした申請内容でありますけれど

も、先ほど来から御説明がありますように、ディーゼル発電機自体には設計変更はないん

だということと伺いました。この際、設計変更はなかったということなんですけれども、

申請に当たりまして、例えば設計変更の必要性の有無とか、そういったようなものとかを

検討された経緯というものは何かございますでしょうか。 

例えば、まだ、これは完結しておりませんけど、昨年、東電の柏崎刈羽発電所1号機で

は非常用ディーゼル発電機の、これは過給機というんですかね、ターボのところの回転機

器の軸が固着したというようなトラブルもございましたし。そういったようなものを例え

ば横目に見ながら、どこか設計の改良をするなり、変更するなりといったような検討とか

をされた経緯があるかどうか、その辺の経緯について、もし何かございましたら御説明い

ただければと思うんですが。 

○日本原燃（渕野濃縮保全部長） 日本原燃、渕野です。 

今、御指摘いただきましたような他施設で発生しています不具合、こういったものにつ

きましては、NUCIA等の情報ですとか、あと電力さんからいただいている情報等を収集し

まして、適宜、必要な改善が、当社に対して必要かどうかを検討して、反映が必要なもの

については反映をしていくということの活動はしております。 

これまで弊社で確認してきております他社さんで発生している不具合については、ハー
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ド上は今のところは変更する必要がないというふうに考えておりますが、まだソフト面、

管理面については、もう少し調査をして反映することが必要なところがあるんじゃないか

という点での調査を継続しておりますので、今後、必要なものが出てくれば、当社の保全

計画のほうに反映していくことを考えております。 

以上です。 

○宮脇チーム員 規制庁、宮脇です。 

了解しました。 

本件につきましては、まだ完全に解決済みという問題でもございませんし、必ずしも、

その結果が設計上、必要なのかということにはならないかもしれませんけれども、今、お

っしゃられたように、他の原子力事業者での事例等も参照しながら対応していただけたら

というふうに思います。こちらのほうはコメントでございます。 

以上です。 

○田中委員 あと、ありますか。よろしいですか。 

では、何点か事務局のほうから、さらなる説明を求めるところを指摘しましたので、こ

れについては説明をしていただき、また、事務局のほうで対応をお願いしたいと思います。

また、今回指摘した内容を含めて、技術確認を進めていく中で今後、新たな論点等があれ

ば、改めて審査会合を開催したいと思います。 

よろしければ、これで議題の1は終了いたします。ありがとうございました。 

ちょっと出席者の入れかえがございますので、数分間程度、中断いたします。 

（休憩 日本原燃退室 グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン入室） 

○田中委員 それでは、審査会合を再開いたします。 

二つ目の議題は、株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（加工施

設）の新規制基準に係る設計及び工事の方法の認可申請及び新規制基準対応に係る申請の

進捗状況についてであります。 

それでは、グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンのほうから、資料の2-1、

2-2につきまして、説明をお願いいたします。 

○グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（磯辺執行役員兼環境安全部担当部

長） グローバル・ニュークリア・フュエルの磯辺でございます。 

それでは、まず資料の2-1から、新規制基準に係る設計及び工事の方法の認可申請につ

いて御説明いたします。 
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まず、「はじめに」でございますけれども、今回の申請は、新規制基準で許可をいただ

きました加工事業変更許可を受けた施設に関わります2回目の設工認申請となっておりま

す。内容といたしましては、1次の設工認で認可を受けましたC型ペレット貯蔵棚と燃料棒

貯蔵棚といいます核燃料物質の貯蔵設備の工事に使用します搬送設備について、今回、申

請を行ったものでございます。 

なお、申請全体の分割の計画等につきましては、次の資料2-2のほうで細かく説明いた

します。 

続きまして、2番のこの設工認の申請の主な内容でございますが、まず、本申請におけ

ます申請対象の設備や内容につきましては、このページの表の1と、めくっていただいた

表の2に示してございます。 

まず、表の1のほうはC型ペレット貯蔵棚の工事に用います搬送設備ということで、設備

名は、ここに示しておりますように、搬送コンベヤ、チェーンリフト、搬送コンベヤⅡ、

チェーンリフトⅡという4種類の設備となっておりまして、工事内容としましては、アン

カーボルトの追加や搬送物でありますペレットトレイボックスの地震時の落下防止機構の

追加等を行うこととしております。 

めくっていただきまして、表の2のほうは燃料棒貯蔵棚の工事に用います搬送設備とい

うことで、対象は燃料棒運搬車という設備になります。これは、やはり地震時に設備が転

倒しないように転倒を防止するガイド等を設置するということを工事の内容としてござい

ます。詳細は、図をつけてございますので、後で御説明いたします。 

続きまして、2.2の工事の方法でございますけれども、後でつけておりますが、工事フ

ローを申請書の中につけておりまして、特徴といたしましては、当該の搬送設備の工事が

終了して検査に合格したら、それぞれ、最初に申しましたC型ペレット貯蔵棚及び燃料棒

貯蔵棚という貯蔵設備の工事において必要となる核燃料物質の搬送に使用しますというこ

とをフローの中に書かせていただいております。 

検査及び試験は、申請書に具体的には書いてございますが、外観、員数、配置、据えつ

け、材料、作動及び臨界防止等の検査を実施いたします。 

続きまして、3番の設工認技術基準との適合性でございますが、これも最後、この資料

の一番最後の表に適合性を確認するための表をつけてございますが、技術基準の中で臨界

防止、火災等による損傷の防止、地震による損傷の防止、溢水による損傷の防止、閉じ込

めまたは安全機能、あと搬送設備に関する技術基準に対して、適合性を確認してございま
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す。また、施設の地盤や津波、外部衝撃による損傷の防止及び不法侵入の防止等の項目に

対しましては、当該の設備を設置しております第2加工棟が十分な強度を有しておるとい

うことなどから、技術基準を満たしているということを確認してございます。 

4番目の品質管理技術基準との適合性につきましてですが、これも詳細は申請書の中に

書いてございますけれども、この技術基準に適合させるために保安品質保証計画書に従っ

て品質管理を実施しておるということを説明してございます。 

以降、申請書の図を抜粋した図を使いまして簡単に設備の概要を御説明いたします。 

まず、3ページ目の図の1-1は搬送コンベヤとチェーンリフトの配置の図でございまして、

色を示したところが今回の申請対象のコンベヤになっております。この上のほうにC型ペ

レット貯蔵棚ということで四つ、引き出し線を引いてございますが、これが一つ一つが多

段の棚になっておりまして、この四つの棚を工事するに当たりまして、まず一つの棚から

ペレットを全部、取り除いて、棚の工事を行って、検査を行った後、その棚にペレットを

戻して次の棚を空にするということを繰り返して工事をやる計画としておりまして、棚間

の移動の際に使うコンベヤ類を今回申請してございます。 

次のページはコンベヤの内訳でありまして、基本的に長さ等が異なるさまざまなコンベ

ヤが複数配置されておりまして、これを今回、申請しております。この中で、今回、工事

を行うのは、赤で示している28番という少し短いチェーンソータというものについて工事

を行います。 

5ページ目は、搬送コンベヤの典型的な例ということでレーン図を示しておりますけれ

ども、形鋼のはりと柱の上にローラーコンベヤが乗っているというのが基本的な構造で、

これはさまざまな長さのものを組み合わせてございます。 

6ページ目は、工事を行う部分ですね。これはコンベヤの根元、足のつけ根のところに

赤で示しました部材を追加いたしまして、ここに既存でついているよりも少し大きなボル

トを追加で取りつけるということにしております。 

7ページ目はチェーンリフトということで、これは、このコンベヤが全体として2層構造

になっておりますので、上と下の間を搬送物を運搬するためのエレベーターのような設備

を幾つか備えておりまして、このチェーンリフトということで外観図の例であります。 

8ページ目は、今度は被覆施設になります搬送コンベヤⅡ、チェーンリフトⅡでありま

して、その配置図を示しておりますが、これは2層構造の上の層ということで、個別のコ

ンベヤ等の構造は先ほどの成型施設のものとほぼ一緒でございます。 
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9ページ目は、その内訳でありまして、被覆施設の場合は赤で示したところを工事いた

しますが、アンカーボルトを追加するというものが1カ所と、あとは搬送中の搬送物が地

震の時とかに滑り落ちることを防止するためのガイドを取りつけるということを幾つか行

います。 

10ページ目は、そのガイドの一例でして、これは上にあるローラーコンベヤの絵があり

ますが、進行方向に直角な方向、側面にガードレールのようなものが取りついているんで

すが、数カ所、それが欠けているところがありますので追加するというものです。 

11ページ目は、もう一つ、今度はローラーコンベヤの端部、進行方向の端部に、そこか

ら搬送物が滑り落ちるのを防止するようなストッパーみたいなものがついていないところ

が数カ所ございますので、これを追加で取りつけるということにしております。 

12ページ、13ページは、これもチェーンリフト、上下をエレベーターのように動かす設

備ですけれども、これにつきましては13ページにありますようにアンカーボルトの追加が

必要だということを評価いたしましたので、2本、追加で取りつけるということにしてお

ります。 

続きまして、14ページ目は、今度は組立施設でございまして、14ページ目が部屋の見取

り図でありますが、緑色で示したところが対象の燃料棒運搬車ということで2台ございま

す。運搬車の間に左右に線を引いてありますが、これは軌道、レールを表しておりまして、

この軌道上を横行するようなフォークリフトのような構造をしておりまして、この図の上

に燃料棒貯蔵棚という四角が三つ書いてございますが、これも、やはり今回、更新工事を

行いますので、一つずつ燃料棒貯蔵棚を空にしては工事を繰り返すということで、そのと

きに使う運搬設備として燃料棒運搬車を申請してございます。 

15ページ目は設備の図でありますけれども、ちょっとわかりにくいですが正面図という

ところを見ていただきますと、このように燃料棒を上のほうに持ち上げた状態で重心が高

くなったときに地震の評価をいたしますと、運搬車全体が転倒するという評価になります

ので、その転倒を防止するために、ちょっと赤で細かいですけれども、根元のところにも

う一つレールを、もう一式、敷設しまして、そこにひっかかって転倒を防止するような細

工、工事をいたします。 

そこの詳細は16ページ目に書いてございますが、C部詳細という左下のところを見てい

ただきますと、赤で示したレールを敷設しまして、そこに転倒防止ガイドというものをか

み合わせて転倒を防止するという構造にしてございます。 
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17ページ目は工事のフローでありまして、先ほど申しましたように、今回申請しており

ます当該の工事は真ん中よりちょっと上にあります取りつけ工事というところになります

が、この工事を行って検査を行った後に、工事が終了したらペレット貯蔵棚の補強工事に

おいて必要となる運搬に使用しますということを書いております。その下につきましては、

さらに第2加工棟全体に対する適合工事等を行って、最後は加工施設全体としての性能検

査を行うということにしております。 

次のフローは同じような説明ですので割愛させていただきまして、最後のページの表が

技術基準への適合を確認するための申請書に添付しております確認の表でございまして、

ここに丸をつけておりますところが今回の申請対象の設備に対して適合確認が必要なとこ

ろというふうに認識しておりまして、それに対する適合性の確認の説明を行っております。 

この資料については以上であります。 

続きまして、資料2-2のほうで新規制基準対応に係る申請の進捗状況について御説明い

たします。 

まず、事業変更許可に関する状況でございますが、この時系列のところの1.1の時系列

の一番最後に書かせていただきましたように、昨今、事業変更許可をいただいた後の設工

認の進捗状況などを踏まえて工事計画の変更の届けを行いました。届けを行った変更後の

工事計画を1.2に示してございます。 

続きまして、2.1の設工認に関する申請の状況でございますが、これにつきましては、

前回、11月7日に同様の審査会合で進捗を御説明した後の状況といたしましては、第1次の

設工認が認可されまして、これに引き続き、今、御説明しました第2次の設工認を申請い

たしました。また、第1次設工認の認可を受けまして試用前検査申請を行いました。その

経緯を、ここの時系列に示してございます。 

2.2の申請の計画でありますが、前回の審査会合では設工認全体を5回に分割すると御説

明しましたが、これを第2次の設工認をさらに2回に分割しまして6回に分割する計画とい

たしております。1次の設工認については既に認可をいただいた内容で、主要な建物や大

型貯蔵設備の耐震補強等について認可をいただいております。 

ページをめくっていただきまして、3ページ目は、第2次設工認は今、御説明いたしまし

た貯蔵設備の工事に使用します搬送設備の補強について申請いたしております。第3次以

降でございますが、第3次につきましては、同様に、第1次申請で認可いただきました建物

の工事がございますが、この工事に先立って消防設備等を一時的に移設するなどの処置が
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必要になりますので、この移設等について申請させていただきたいと考えております。第

4次以降は、建物、設備等のいわゆる新規制基準に対応させるためのいろいろな申請を行

っていくという計画であります。 

続きまして、3番目が保安規定に関する状況であります。申請の状況は、新規制基準対

応のための加工事業変更許可と同時に申請を行っておりましたが、それに対する補正の申

請を行ってございます。このページの一番最後にありますように、昨年12月19日に1回目

の補正を行いまして、設備保全の位置づけの明確化や新規制基準対応として必要になる人

的対応の追加等を補正いたしました。 

さらに、4ページ目になりますが、4月19日付で再度補正をいたしまして、記載の適正化

や、あと、1次設工認で認可された設備の撤去や、固体廃棄物貯蔵場を増設いたしますの

で、そういうことを反映しております。保安規定につきましては、今、さらなる補正の検

討中でございまして、近々、もう一度補正をさせていただくという予定であります。 

3.2が保安規定に係る申請の計画でありまして、保安規定につきましても、設工認や工

事の進捗に応じて新たに実施可能となる人的対応や、また設備の新設がございますので、

それに対する管理方法などを複数回、変更申請で申請していきたいと考えてございます。 

最後のページが、保安規定、設工認及び工事を含めました全体の申請や工事の計画を示

してございます。 

説明は以上であります。 

○田中委員 ありがとうございました。 

それでは、ただいまの二つの資料の説明につきまして、規制庁のほうから質問、確認等

ありましたら、お願いいたします。 

はい。 

○小澤チーム員 規制庁、小澤です。 

今回、GNF-Jにおかれましては2次申請ということで、1次申請で規制庁とのやりとりが

あった事項については、概ね反映された状況で申請が、まずスタートとしては出されてい

るということは現状、確認しております。何点か、それを踏まえて確認させていただきた

いと思います。 

御説明があったとおり、今回、今までの説明ですと5分割にすると言っていたものを6分

割にしますと。その理由は、今回、今まで2次申請と言っていたものを二つに分割する。1

次申請であった核燃料物質の貯蔵設備を工事するに当たって使う搬送設備系を今回申請し
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て、もう一つ、3次に回したものというのは、1次の工事をするに当たっての撤去しなけれ

ばいけない設備などを分割したということは資料でわかるところなんですけれども、この

もともとの予定だと、2次申請というのが、もともとですと3カ月ぐらいを設工認で予定さ

れていて、今回、2次と3次に二つに分けたところで、およそ表を見ると6カ月ぐらいとい

うふうに、若干、倍になっているんですけれども、単純に内容としては2次申請のものを

二つに分けているだけで、何か期間が長くなっているということに理由はあるんでしょう

か。 

○グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（磯辺執行役員兼環境安全部担当部

長） GNF-J、磯辺でございます。 

期間が長くなっていることには、特に理由はございませんといいますか、これまでの審

査の経験から、我々の考えているよりも、いろいろ時間がかかるという傾向もありますの

で、それを加味しているということと、あと、申請の中身については、建物の工事とかで

直接、移設が必要だと思っているものが、まず、あるんですけれども、申請の区切りとい

いますか、申請の範囲としまして、同類の設備は一緒に申請したほうがいいということも

考えておりまして。 

例えば、消防設備ですと、本当に工事のときに動かすことが必要なものは一部なんです

けれども、第2加工棟に備えている消防設備は一括して申請したほうがいいのではないか

とか、そういうことを今、検討しておりまして、若干、申請の内容が増える可能性があり

まして、項目は変わらないですけれども、設備の数といいますか、そういうのが変わる可

能性がありますので、そこは若干考慮しています。 

以上です。 

○小澤チーム員 規制庁、小澤です。 

申請の中身を考慮しつつというところで、若干、計画を長くとっているというところは

理解しましたので。 

続いてなんですけれども、工事の方法についてというところです。工事の方法について

というところを、我々、どういう観点で審査していくかというところですけれども、技術

基準の各条文に適合するように工事が行われることを確認していくということで、臨界防

止であったり火災・爆発の防止であったり閉じ込め、放射線管理であったりと、そういう

観点で、どのように安全管理をしていくかというところを整理する必要があり、それに従

って申請していただくという必要があると認識してございます。 
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今の記載ですと、一般の注意事項的なものは書かれているんですけれども、いま一度、

今回は搬送設備だけの申請になっているものの、第1次申請との絡みで核燃料物質を移動

したりとか、そういうところもございますので、臨界防止の観点であったりとか閉じ込め

の防止の観点であったり、抜けがないかというところで若干追記が必要ではないかなとい

う認識でおりますので、そこを、そういう観点でいま一度、見ていただいて、必要に応じ

て追記が必要であれば追記していただきたいと考えているところです。 

○グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（磯辺執行役員兼環境安全部担当部

長） GNF-J、磯辺でございます。 

承知いたしました。よく精査いたしまして、必要なものは追加したいと思います。 

○田中委員 はい。 

○田邉チーム員 規制庁、田邉でございます。 

耐震関係について、2点ほど指摘をいたします。 

まず、コンベヤについてなんですが、複数の設備を一つの耐震計算モデルで代表してい

るものがありますが、各コンベヤの評価が代表モデルの評価結果に包括されている根拠は、

現在、不明瞭である。 

そして、次に、チェーンリフトとチェーンリフトⅡの耐震評価において、チェーンリフ

トⅡの(2)がチェーンリフトと同じ構造であるためチェーンリフトを評価対象としていま

す。ただ、工事で追加するアンカーボルトの仕様は、接着系と金属系でそれぞれ異なるた

め、引き抜き力やせん断応力等の許容値が適切に設置されているかどうか。 

以上の2点などについて事実確認が必要な点が幾つかございます。なので、こういった

事実確認が必要な事項については、今後、確認をさせていただきます。 

○グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（吉崎製造部副部長） グローバル・

ニュークリア・フュエル・ジャパンの吉崎です。 

耐震計算のほうは、コンベヤとチェーンリフトということで、今、御指摘がありました

とおり、ほとんど同じ形で幅と高さと積載する荷重というところが違いになります。コン

ベヤの例でいいますと、全く同じ形をしていますので、幅と高さが同じものについては、

一番、積載物が大きくなる部分が地震のときにも一番、負担が大きくなるということで、

それを包括して代表モデルということにしております。 

チェーンリフトのアンカーボルト等についても、細かくは、この後の御説明のところで

明確に説明していきたいと思います。 
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○田邉チーム員 規制庁、田邉です。 

承知いたしました。 

○田中委員 あと、ありますか。よろしいですか。 

では、何点か確認したいところが事務局のほうからあったかと思いますので、今回指摘

した内容について、事実確認を進めていただきまして、今後、新たな論点等があれば、改

めて審査会合を開催したいと思いますが、まず、事実確認のほうをお願いします。よろし

いでしょうか。 

よろしければ、本日の議題はこれでもって終了いたします。どうもありがとうございま

した 


