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１．【島根２号機】新規制基準適合性審査の概況 １１

内 容

第１回 １月１６日 適合性審査に係る申請の概要について

第２回 １月２８日 規制委員会から「申請内容に係る主要な論点」の提示

第３回 ２月２０日 発電所敷地周辺 陸域の活断層評価について

第４回 ３月１９日 発電所敷地周辺 海域の活断層評価について

第５回 ４月 ９日 発電所敷地周辺 海域の活断層評価について（コメント回答）

第６回 ４月１６日 発電所敷地内 地下構造について

第７回 ５月 １日
発電所敷地周辺 陸域の活断層評価について（コメント回答）
発電所敷地周辺 海域の活断層評価について（コメント回答）

実施回数 内 容 等

地震・津波 １０回
敷地周辺陸域・海域の活断層評価
敷地内の地質・地質構造及び活断層評価
敷地地盤の振動特性

プラント ２４回

■確率論的リスク評価
■外部火災評価
■原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大
■保安電源設備

 昨年１２月２５日，島根２号機の適合性確認審査を原子力規制委員会に申請。

 本年１月１６日より，原子力規制委員会（設備Dチームと耐震津波チーム）による確認審査
が開始され，審査会合は現在までに７回開催された。
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２．島根原子力発電所における設定基準地震動 ２２

 発電所敷地周辺の活断層等を考慮し設定している基準地震動（Ss-1～3)に加え，
「震源を特定せず策定する地震動」として北海道留萌支庁南部地震を考慮し，昨年１２月
に新たにSs-4(585ガル)を追加設定。

 島根原子力発電所敷地内に，破砕帯や活断層は確認されていない。

基準地震動
（ｶﾞﾙ）

設定の考え方

Ss-1 600 ・宍道断層（22ｋｍ）を標準的に評価したものに余裕を加味

Ss-2 586
・2007年新潟県中越沖地震の知見を反映
・宍道断層の評価に不確かさを考慮 （応力降下量1.5倍）

Ss-3 489
・東北地方太平洋沖地震の知見を反映
・敷地前面海域の活断層（Ｆ－Ⅲ～ＦＫ－２断層）が３連動した
もので評価

Ss-4 585 ・震源を特定せず策定する地震動のうち留萌地震を考慮

設定基準地震動
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３．【島根２号機】 適合審査対応状況 - 海域活断層 - ３３

 規制委員会からのコメントを踏まえ，データ拡充により評価の妥当性を確認するため，
音波探査等の追加地質調査を実施することとした。

対象 審査会合時のコメント 主な追加調査の概要

①
鳥取沖西部
断層

・事業者の音波探査記録等では端部の評価ができないので，最
新手法による精度の高い音波探査記録により評価を行うこと
・調査に当たっては，浅部と深部の両方の地質構造が把握でき
るよう留意すること

断層の西端部評価のための
音波探査

②
Ｆ－Ⅲ～
ＦＫ－２断層

・同一測線上でも音波探査音源の違いにより音波探査の見え方
が様々なので，複数のデータを用いて詳細に検討すること

断層の両端部評価のための
音波探査

③ 大田沖断層
・断層評価に当たっては，より詳細な地質の年代区分について
検討を行うこと
・年代区分に当たっては地質年代の直接的な測定を行うこと

断層付近の地質年代区分検討
のための音波探査，採泥調査

④ 敷地北東沖
・海底面に急崖地形及び傾斜地形が認められることから，最新
手法による精度の高い音波探査記録により評価を行うこと

敷地北東沖の地質構造の検討
のための音波探査

Ｋ－４

Ｋ－７

ＦＫ－２

Ｋ－４撓曲＋Ｋ－６撓曲
＋Ｋ－７撓曲

Ｋ－６

①鳥取沖西部断層の
西端付近の評価

追加調査範囲
②Ｆ-Ⅲ ～ ＦＫ‐２断層の
両端付近の評価

Ｆ－Ⅳ
③大田沖断層の
地質の年代区分
の検討

Ｆ－Ⅲ

④敷地北東沖の地質構
造の検討

島根原子力発電所
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３．【島根２号機】 適合審査対応状況 - 陸域活断層 - ４４

 規制委員会からのコメントを踏まえ，データ拡充により評価の妥当性を確認するため，
ボーリング調査等の追加地質調査を実施することとした。

宍道断層 22km
島根原子力発電所

①下宇部尾東

②森山
③古浦沖

④男島付近
⑤古浦沖～大田沖断層

対象 審査会合時のコメント 主な追加調査の概要

① 下宇部尾東
・断層が伏在している可能性を否定できないことから，幅広な
データの拡充を行うこと
・はぎ取り調査地点の地質分布に関するデータ拡充を行うこと

・ボーリング調査
・はぎ取り調査

② 森山
伏在断層の活動性を否定できないことから，断層の活動
性に関するデータ拡充を行うこと

・ボーリング調査 ・ピット調査
・はぎ取り調査

③ 古浦沖
海陸境界付近のデータ空白域を断層が通過する可能性
を否定できないことから，データ拡充を行うこと

・音波探査 ・地表地質踏査
・海底面調査

④ 男島付近
推定活断層の評価にあたっては，男島付近以西の地質・
地質構造を踏まえた検討を行うこと

・地表地質踏査

⑤
古浦沖～
大田沖断層

島根半島に沿って宍道断層が延伸していないか確認を行
うこと

・音波探査
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３．【島根２号機】適合審査対応状況 -フィルタ付ベント設備- ５５

 現在，炉心損傷時の格納容器破損防止対策として，地下埋設型のフィルタ付ベント設備
を設置工事中。

 第１回会合において，「有機よう素等の対策について検討すること」とのコメントを受け，
現在設置工事中のベント設備によう素除去用のフィルタの追加設置について検討中。

現在設置工事中の
フィルタ付ベント設備構造図

（島根２号機の例）

当該設備によう素除去フィルタの
追加設置について検討中
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４．島根原子力発電所における安全対策工事の状況 ６６

低圧原子炉代替注水ポンプ

台数 ２台（うち１台は予備）

容量 約230㎥／ｈ／台

吐出圧力 約190m地表

低圧原子炉代替注水槽

基数 １基

容量 １,３００㎥

低圧原子炉
代替注水ポンプ

低圧原子炉
代替注水槽

常設代替注水設備

免震重要棟 完成予想図

放射線防護壁

免震重要棟

 免震重要棟放射線防護壁の設置，常設代替注水設備の設置，火災防護対策などの対策
を追加実施することとしたことから，安全対策に係る設備投資額は2,000億円程度となる
見込み。

主な追加対策工事

免震重要棟 放射線防護壁の設置

常設代替注水設備の設置

取水堰の設置

火災防護対策

内部溢水対策
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参考．【島根２号機】主要論点別審査状況（１/３） ７７

№ 論点要旨 実施状況

地
盤
・
地
震

１ 敷地内の地下構造評価の詳細確認 ●

２ 基準地震動の妥当性等の確認

３ 敷地内のシーム（粘土質の薄い弱層）の詳細確認 ○

４ 宍道断層の端部評価に係わる地質調査位置および手法の妥当性確認 ●

５ 地震動評価に用いる評価手法の適切性・保守性の確認

６
「震源を特定せず策定する地震動」に係わる，検討対象地震の観測記録等の
分析・評価の実施

火山 ７ 火砕流等の影響評価に係わる，詳細な地形・地質調査結果の確認

津
波

８ 島根県による津波評価（震源：佐渡島北方沖）の基準津波への反映検討 ○

９ 津波評価の設定条件（波源位置・特性等）に係わる検討内容の確認 ○

10
地震以外（地すべり等）の津波発生要因との組合せの考慮に係わる検討結果の
確認

○

地震・津波等の自然災害に係る主要論点
○：審査会合前のヒアリング中
●：審査会合実施中（会合後ヒアリング含む）
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参考．【島根２号機】主要論点別審査状況（２/３） ８８

設備の健全性等発電所施設に係る主要論点①

区分 № 論点要旨 実施状況

竜巻 11
基準竜巻設定の信頼性（考慮している地域等）や飛来物防護策に
関する妥当性等の確認

火山 12 火山灰による建物・機器への影響や積雪重畳時の影響確認

内部火災 13 火災防護対策の妥当性確認

内部溢水 14 機器の自動制御機能追加等による既存施設への影響確認

確率論的
リスク評価

15 確率論的リスク評価の手法および実施結果の確認 ○

16
評価に用いる，事故ケース選出の妥当性や評価上考慮する安全
対策資機材・手順等の妥当性等について，発電所の特徴を踏まえ
た検討結果の確認

○

17
事故対策等のシナリオ（事故状態，使用できる設備等）を想定する
際の深層防護（対策の多重性）の考え方の確認

可搬型
重大事故等
対処設備

18
可搬型重大事故等対処設備（高圧発電機車，送水車等）の台数の
考え方の確認

○：審査会合前のヒアリング中
●：審査会合実施中（会合後ヒアリング含む）
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参考．【島根２号機】主要論点別審査状況（３/３） ９９

設備の健全性等発電所施設に係る主要論点②

区分 № 論点要旨 実施状況

フィルタ付
ベント

19
フィルタ付ベントの基本性能（除染係数，排気を妨げる要因がない
こと等）の根拠となる実験データ等の確認

20
フィルタ付ベントの運用方法，各運用方法に応じた放射性物質除
去性能，作業環境，操作性等の成立性の確認
事故後の作業環境等，復旧作業の制約要因有無の確認

21

・フィルタ付ベント使用時の一般公衆の被ばくをできる限り低減する
方策が取られていることの確認
・特に，水で除去が困難なガス状放射性物質の低減対策の検討内
容の確認

プルーム
通過中の
支障有無

22
プルーム（気体状の放射物質）通過中，運転員が被ばく防護装置
に避難している間，発電所の運転操作ができなくても支障がないこ
との確認

大規模
損壊時の
体制・手順

23
原子炉建物等が大きく損壊した際の対策に用いられる安全対策資
機材・手順等の妥当性等について，発電所の特徴を踏まえた検討
結果の確認

原子炉主任
技術者の
権限他

24
安全を確保・向上させるための原子炉主任技術者等の権限・体制，
協力会社を含め全社的体制の確認

○：審査会合前のヒアリング中
●：審査会合実施中（会合後ヒアリング含む）
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 当資料のいかなる情報も，当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。
また，当社は当資料の内容に関し，いかなる保証をするものでもありません。

 投資を行う際には，必ず当社が発行する有価証券報告書等の財務資料をご覧いただい
た上で，ご自身の判断でなされるようお願い致します。

 内容につきましては細心の注意を払ってはおりますが，掲載された情報の誤りおよび当
資料に掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害についても，当社及び情報提供
者は一切責任を負いかねます。

 当資料に記載されている当社の現在の計画，戦略などのうち，歴史的事実でないもの
は，将来の実績等に関する見通しであり，これらの将来予測には，リスクや不確定な要
因を含んでおります。そのため，実際の業績につきましては，記載の見通しと大きく異な
る結果となることがあり得ます。従って，当社として，その確実性を保証するものではあり
ませんのでご了承ください。

＜お問い合わせ先＞

〒730-8701  広島市中区小町4-33

中国電力株式会社 経営企画部門 ＩＲ担当

Tel 082-544-2786

Fax 082-544-2792

URL http://www.energia.co.jp/ir/index.html


