
 

平成15年5月9日
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島根原子力発電所３号機の安全審査に係る 
追加地質調査の結果報告について

 
  当社は，平成１２年１０月４日に島根原子力発電所３号機の原子炉設置変更
許可申請書を国(通商産業省；現経済産業省)に提出し，現在，国による安全
審査が実施されているところです。その過程において国から，審査に万全を期
するため，最新の知見や技術の動向を踏まえ，申請時のデータを更に充実さ
せる必要があるとの指示がありました。 
  この指示を受けて，当社は，平成１４年１０月１１日から鹿島町古浦～中海北
部までの海域・陸域の追加地質調査を行いました。（平成１４年９月２０日  調
査計画について報道発表済み） 
  また，平成１４年１１月２９日から発電所敷地内において，岩盤の強度特性，
貫入岩の分布形態および褶曲構造を把握する調査を実施しました。（平成１４
年１１月２８日  調査計画について報道発表済み） 
  このたび，これらの現地調査と解析が終了し，本日，国に調査結果の報告書
を提出しましたのでお知らせします。 
  なお，当社としては，このたびの調査結果を踏まえても平成１０年の活断層
調査時の評価を変更する必要はないと考えております。 
 

記 
 

 

１．報告書提出日
    平成１５年５月９日  １１時００分 

 
２．提出先
    経済産業省原子力安全・保安院（原子力発電安全審査課） 

 
３．報告書の名称

（１）「島根原子力発電所３号機の安全審査に係る追加地質調査報告書」
      調査地点：八束郡鹿島町古浦～中海北部までの海域・陸域
      現地調査期間：平成１４年１０月１１日～平成１５年３月１４日
（注  概要は別紙１および参考１，２参照） 
 

（２）「島根原子力発電所３号機の安全審査に係る敷地内地質調査報告
書」
        調査地点：発電所敷地内
        現地調査期間：平成１４年１１月２９日～平成１５年２月２８日
（注  概要は別紙２および参考１参照）

以上

［添付資料］ 

・別紙１ 「島根原子力発電所３号機の安全審査に係る追加地質調査報告書



 

 

の概要」[ＰＤＦ：33ＫＢ]

・別紙２ 「島根原子力発電所３号機の安全審査に係る敷地内地質調査報告
書の概要」[ＰＤＦ：103ＫＢ]

・参考１ 「追加地質調査および敷地内地質調査に対する当社の評価」 
[ＰＤＦ：13ＫＢ]

・参考２ 「浅層反射法地震探査およびボーリング調査位置図」[ＰＤＦ：621ＫＢ]

用語解説[ＰＤＦ：12ＫＢ]

注 報告書は，本日より当社島根原子力館および本社３号館の原子力情報コ
ーナーにて公開いたします。

注  このＰＤＦファイルをご覧になるには Acrobat Reader4.0以上が必要です。
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島根原子力発電所３号機の安全審査に係る追加地質調査報告書の概要 
 
 当社は，申請時のデータを更に充実させるため，近年実用化・改良された調査方法等を用いて追加地質調査を実施しました。調査内容およびその結果の主な内容は以下のとおりです。 

 

１．調査範囲および調査内容 
(1) 調査範囲 

鹿島町古浦～中海北部までの陸域・海域 

 

追加地質調査位置図 

(2) 調査内容 

（陸 域） 

ａ．南講武 

平成 10 年のトレンチ調査で「原子力発電所の耐震設計に考慮すべき活断層」（以下「考

慮すべき活断層」という）が確認された箇所近傍において，Ｓ波による浅層反射法地震探

査（以下「反射法地震探査」という）調査を実施した。 

ｂ．南講武～尾坂間の平野部 

平成 10 年の調査の結果，考慮すべき活断層（七田断層）が通過しているとした南講武～

尾坂間の平野部において，反射法地震探査，ボーリング調査および速度検層を実施した。 

ｃ．佐陀本郷 

平成 10 年にトレンチ調査を実施した箇所の周辺において，反射法地震探査，ボーリング

調査および速度検層を実施した。 

ｄ．福原以東 

原子炉設置変更許可申請書に記載した当社判読のリニアメントおよびそれ以降に発表さ

れた文献に記載されている宍道断層沿いのリニアメントの成因を明らかにするために，は

ぎ取りを含む地表地質踏査を実施した。 

（海 域） 

ａ．中海北部 

中海北部では，平成 14 年に報告した中海・宍道湖地質調査において推定した２条の断層

について，複数の手法による音波探査を実施した。 

また，中海北部のうち手角湾では，宍道断層の想定されている通過位置を含む海域にお

いて，複数の手法による音波探査を実施した。 

ｂ．古浦沖 

古浦沖では，宍道断層の想定されている通過位置を含む海域において，複数の手法によ

る音波探査を実施した。 

 

２．調査結果 
(1) 陸 域 

ａ．南講武 

反射法地震探査によっても，平成10年のトレンチ調査の結果と同様な構造が捉えられた。 

ｂ．南講武～尾坂間の平野部 

約 2.5 万年前の姶良
あ い ら

丹沢
たんざわ

火山灰を含む地層を変位させている断層が確認され，その性状

から南講武で確認された断層の西方延長部（七田断層）であると判断した。 

ｃ．佐陀本郷 

約 10 数万年前の堆積物を含む地層がほぼ水平に分布しており，これらの地層に断層活動を

示唆する変位・変形は認められないことから，考慮すべき活断層は存在しないと判断した。 

ｄ．福原以東 

福原以東のリニアメントは，最近の断層活動を示唆する変位地形は認められなかった。

詳細な調査を実施した箇所においては，①リニアメントの成因は断層沿いの浸食や岩石の

硬軟の差と判断される，②リニアメントに対応する断層は存在するが固結している，③リ

ニアメントに対応する断層は認められない，の所見が得られた。以上のことから，福原以

東の宍道断層は考慮すべき活断層ではないと判断した。 

(2) 海 域 

ａ．中海北部 

中海北部では，平成 14 年に報告した中海・宍道湖地質調査において推定した２条の断層

の連続性が確認されたが，いずれも新第三紀中期中新世（約 1,000 万年前～約 1,600 万年

前）までに活動を終了したと考えられることから，考慮すべき活断層ではないと判断した。 

なお，中海北部のうち手角湾では，約 10 数万年前の堆積物を含む地層に断層活動を示唆

する変位・変形は認められないことから，手角湾で想定されている宍道断層は考慮すべき

活断層ではないと判断した。 

ｂ．古浦沖 

断層活動を示唆する変位・変形は認められないことから，古浦沖で想定されている宍道

断層は考慮すべき活断層ではないと判断した。 

別 紙 １

以 上 
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島根原子力発電所３号機の安全審査に係る敷地内地質調査報告書の概要 
 
 当社は，敷地内地質に関する申請時のデータを更に充実させるため，敷地における岩盤の強度特性，貫入岩の分布形態および敷地の褶曲構造を把握するための調査を実施しました。 

 調査内容およびその結果の主な内容は以下のとおりです。

 

１．調査範囲および調査内容 
(1) 調査範囲 

発電所敷地内（調査位置図参照）。 

(2) 調査内容 

ａ．岩盤の強度特性調査 

岩盤の詳細な強度特性を把握するため，試掘坑内から採取した岩石試料により岩種境界

の強度を調べる試験を実施した。 

ｂ．貫入岩の分布形態調査 

敷地内に分布する貫入岩の分布形態をより詳細に把握するため，分布域を対象とした試

掘坑調査，ボーリング調査および地表地質踏査を実施した。 

ｃ．敷地の褶曲構造調査 

敷地の褶曲構造を更に詳細に把握するため，ボーリング調査および地表地質踏査を実施

した。 

 
 
２．調査結果 
(1) 岩盤の強度特性調査 

岩石試験により，これまで把握されていた単一層の強度に加え，異なる岩種間の層境界強

度についても詳細に把握できた。 

(2) 貫入岩の分布形態調査 

試掘坑調査，ボーリング調査および地表地質踏査の結果，貫入岩の分布範囲，連続性，規

模等の詳細な分布形態が把握できた。 

(3) 敷地の褶曲構造調査 

ボーリング調査および地表地質踏査の結果，敷地内の褶曲に伴う各地層の分布，走向・傾

斜等の詳細な地質構造が把握できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調 査 位 置 図 

 

以 上 

別 紙 ２



 

 

追加地質調査および敷地内地質調査に対する当社の評価 
 
１．追加地質調査 
（１）陸 域 
  ａ．南講武～尾坂間の平野部 
  〔今回の調査結果〕 

・ 平成 10 年の調査により考慮すべき活断層(七田断層)が通過しているとした南講武～尾
坂間の平野部において，反射法地震探査，ボーリング調査および速度検層を実施した。 

・ 約 2.5 万年前の姶良
あい ら

丹沢
たんざわ

火山灰を含む地層を変位させている断層が確認され，その性
状から南講武で確認された断層の西方延長部（七田断層）であることが明らかとなった。 

  〔評 価〕 
・ 平成 10 年の調査では，南講武トレンチで確認された断層を考慮すべき活断層(七田断
層)であると判断し，断層の西端を更に西方で変位地形が認められない尾坂の尾根地形と
評価している。 

・ 今回の調査結果からも，七田断層は南講武から西方に直線的な分布を示すと考えられ
るが，この結果は平成 10 年の調査により考慮すべき活断層とした範囲内のものであり，
その延長方向は，今回改めて変位地形が認められないことを確認した尾坂の尾根地形に
相当する。 

  ｂ．佐陀本郷 
  〔今回の調査結果〕 

・ 平成 10 年にトレンチ調査を実施した箇所の周辺において，反射法地震探査，ボーリン
グ調査および速度検層を実施した。 

・ 調査範囲では約 10 数万年前の堆積物を含む地層がほぼ水平に分布しており，これらの
地層に断層活動を示唆する変位・変形は認められない。 

・ 基盤岩として古浦層の礫岩が広く分布し，この基盤岩上面深度に急激な高低差は認め
られない。 

  〔評 価〕 
・ 平成 10 年の調査では，この付近で変位量が最も大きい佐陀本郷においてトレンチ調査
を実施した結果，基盤岩中に地質構造を規制する断層が確認されたが，その上位の第四
紀層に少なくとも約 12 万年前以降の活動は認められないことから，この断層は考慮すべ
き活断層ではないと評価している。 

・ 今回の調査結果からも，平成 10 年のトレンチ調査で確認された断層以外には，基盤岩
中に地質構造を規制する断層は想定されず，調査範囲には考慮すべき活断層は存在しな
いと判断される。 

  ｃ．福原以東 
  〔今回の調査結果〕 

・ 原子炉設置変更許可申請書に記載した当社判読のリニアメントおよびそれ以降に発表
された文献に記載されている宍道断層沿いのリニアメントの成因を明らかにするために，
はぎ取りを含む地表地質踏査を実施した。 

・ 福原以東のリニアメントには，最近の断層活動を示唆する変位地形は認められなかっ
た。一部はぎ取り調査を実施した箇所においては，①リニアメントの成因は断層沿いの

浸食や岩石の硬軟の差と判断される，②リニアメントに対応する断層は存在するが固結
している，③リニアメントに対応する断層は認められない，の所見が得られた。 

  〔評 価〕 
・ 平成 10 年の調査では，福原以東のリニアメントは，佐陀本郷付近のリニアメントと比
較して不明瞭であることから，これより更に古い時代に形成されたものと判断し，七田
断層の東端を福原と評価している。 

・ 今回の調査結果からも，福原以東の宍道断層は考慮すべき活断層ではないと判断され
る。 

 
（２）海 域 
  ａ．中海北部 
  〔今回の調査結果〕 

・ 中海北部のうち，宍道断層の想定されている通過位置を含む手角湾の海域において，
複数の手法による音波探査を実施した。 

・ 約 10 数万年前の堆積物を含む地層に断層活動を示唆する変位・変形は認められない。 
  〔評 価〕 

・ 平成 10 年の調査では，音波探査およびボーリング調査の結果，各層に断層による変位
は認められないことから，考慮すべき活断層ではないと評価している。 

・ 今回の調査結果からも，手角湾で想定されている宍道断層は考慮すべき活断層ではな
いと判断される。 

  ｂ．古浦沖 
  〔今回の調査結果〕 

・ 宍道断層の想定されている通過位置を含む古浦沖の海域において，複数の手法による
音波探査を実施した。 

・ 各層に断層活動を示唆する変位・変形は認められない。 
  〔評 価〕 

・ 古浦沖で想定されている宍道断層は考慮すべき活断層ではないと判断した。 
 
（３）追加地質調査まとめ 
  以上の結果から，今回の調査箇所のいずれにおいても平成 10 年の評価を変更する必要は
ないと考えている。 

 
２．敷地内地質調査 
 〔今回の調査結果および評価〕 

・ 岩盤の強度特性調査，貫入岩の分布形態調査，敷地の褶曲構造調査により，敷地内の
地質・地質構造および岩石・岩盤物性に関するデータの精度向上が図れたと判断した。 

 
以 上 

参 考 １ 





 

 

用 語 解 説 
 
・原子力発電所の耐震設計に考慮すべき活断層 
  地質学の分野では，一般に第四紀に活動したものを活断層という。 
 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（昭和 56 年）」では，第四紀（約 180 万年前
以降）に活動した断層であって，将来も活動する可能性がある断層をいい，基準地震動Ｓ１

をもたらす設計用最強地震および基準地震動Ｓ２をもたらす設計用限界地震に考慮すべき
活断層としてａ．ｂ．のように示している。 

  ａ．基準地震動Ｓ１の発生源としては，以下の事項を評価上考慮する。 
    ① 歴史資料により，過去に地震が発生したと推定されるもの 
    ② Ａ級活断層に属し，１万年前以降活動したもの，又は地震の再来期間が１万年未

満のもの 
    ③ 微小地震の観測により，断層の現在の活動性が顕著に認められるもの 
  ｂ．基準地震動Ｓ２の発生源としては，以下の事項を評価上考慮する。 
    ① 上記②を除きＡ級活断層に属するもの 
    ② ＢおよびＣ級活断層に属し，５万年前以降活動したもの，又は地震の再来期間が

５万年未満のもの 
 
・リニアメント 
  線状に続く谷地形や崖，異なる種類の地形の境界などの地形的に続く線状模様のこと。リ
ニアメントは，道路などの人工的なもの，流水などによる表層的なものを除けば，地質的な
要因により生じる。さらにこれは，①（断層）変位地形によるもの，②（断層）組織地形に
よるもの，に分類される。 

 
・浅層反射法地震探査 
  地面を人工的に振動させて弾性波と呼ばれる波を利用して，地下の地質構造を明らかにす
る調査法であり，振動の種類にはＰ波（縦波）とＳ波（横波）とがある。一般的に，Ｐ波よ
りもＳ波の方が波長が短く，探査の分解能が高い。特にＳ波のポータブルバイブレータと呼
ばれる発振器は，最近になって多用されており，また地盤条件にもよるが分解能が改善され
ている。 

 
・ボーリング調査 
  敷地の地盤を構成する岩石などを棒状のコアとして連続的に採取し，これを観察して地質
状況を調査する方法である。 
  また，採取されたコアは，地質観察に用いるだけでなく，一軸圧縮試験のような力学試験
を行い，岩石の強度や，変形のしやすさなどを調査したり，年代測定などの分析試料として
も利用される。 
  また，コアを採った後のボーリング孔を利用して各種試験を行ったり，この孔にボアホー
ルカメラと呼ばれる小型カメラを挿入して内壁を撮影することにより，断層の位置や傾きな

どを調査することが可能である。 
・速度検層 
  反射法地震探査の解析結果における地層境界の精度をあげるために，ボーリング孔を利用
して弾性波速度を計測するもの。 

 
・音波探査 
  物理探査法のうち，海上において実施される反射法地震探査の一種で，海底下の地層の境
界で反射してくる弾性波を利用して，海底下の地質構造を明らかにするものである。 
  探査は海上からの探査船で行うため，発生させる弾性波は，エアガンと呼ばれる空気圧に
よるものや，ソノプローブなどの超音波による発振装置を船の近傍の水面に浮かべ曳航する。
また，受振装置についても同様に水面付近に設置する。 
  音波探査の測定方式には，海底近くの表層の構造を調べるシングルチャンネル方式と，深
部の地下構造を求めるマルチチャンネル方式とがある。 
  また，表層を調査するには，高周波・低エネルギーの発振源を用い，深部を調査するには，
逆に低周波・高エネルギーの発振源を用いる。 

 
・試掘坑調査 
  岩盤を直接観察し，地質状況を詳細に確認するため，岩盤に横杭等を掘削して行う調査方
法をいう。試掘坑内では，岩種，岩質，弱層等の状況を観察するほか，各種試験により岩盤
の強度等の力学的性質を求める。 

 
・貫入岩 
  地下深部で発生したマグマが種々の深さに上昇して形成された岩石のこと。貫入岩には，
比較的深部でゆっくりと冷却・固結して形成される深成岩と比較的浅部で冷却・固結して形
成される半深成岩とがある。 

 
・褶曲 
  地層が圧力を受けて，波を打ったように曲げられる変形のこと。褶曲の規模・形態には，
変形を受ける際の状況に応じて様々なものがある。 
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