
環境審査顧問からの質問事項への回答

平 成 ２ ４ 年 ９ 月 ６ 日

原 子 力 安 全 ・ 保 安 院

電 力 安 全 課

平成２４年７月３１日～８月１日に実施した現地調査、平成２４年８月２２日

に開催した大気環境分科会及びその後の審査過程における環境審査顧問からの質

問事項に対する事業者からの回答については、以下のとおりである。

質問事項 １： 大崎発電所 1－1号機の環境諸元の記載について

答： IGCC 実証試験発電所は、中国電力株式会社大崎発電所（以下「大

崎発電所」という。）構内に新たに発電所を設置するものとして環

境影響評価を実施しているが、準備書 2.1.2 対象事業の背景

（p2.1-4）に記載している第 2.1-3 表について、参考として既設の

大崎発電所 1－1号機の環境諸元を評価書に追記することとする。

質問事項 ２： 上層気象観測ドップラーソーダによる発生音について

答： 対象事業実施区域における上層気象観測については、「発電用原

子炉施設の安全解析に関する気象指針」（原子力安全委員会、平成

13 年一部改訂）に基づき、平成 22 年度にドップラーソーダを用い

て地上高 200m の風向及び風速の観測を行っているが、ドップラー

ソーダからの発生音に対して、騒音に関する苦情はなかった。

質問事項 ３： 建設機械の稼働による予測手法及び予測地点の考え方について

答： 建設機械の稼働に伴う窒素酸化物の予測に当たっては、設備毎に

建設機械の排ガスが作業時間内の９時～18 時の間において、連続

して同時に排出されるものとして、日排出量を算出し、気象条件は、

最寄りの一般局（大崎小学校）の二酸化窒素の日平均値が最も高く

なった日の地上気象観測結果（風向、風速等）により予測を行った。

その結果、環境基準が適用される地域のうち最も発電所から近

い寄与濃度は IGCC 実証試験発電設備工事（工事開始後 25 ヶ月目）

において 0.01399 ppm、CO2分離回収設備工事（工事開始後 72 ヶ月

目）において 0.01189 ppm となった。

なお、最大着地濃度地点は、対象事業実施区域内に出現するこ

とも考えられるが、対象事業実施区域及び海域においては、環境基

準が適用される地域ではないため民家が存在する地域とした。
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質問事項 ４： 煙突ダウンウォッシュに係る試算について

答： 強風時に発生する煙突ダウンウォッシュについては、平成 22 年

度の上層気象観測の結果、最大風速が 17.9m/s であり、発生条件で

ある排出ガス速度（38.2m/s）の 2/3 倍以上の風速（25.5m/s）が確

認されなかったため、予測を実施していなかったが、煙突頭頂部の

形状を踏まえ、定格負荷及び計画されている部分負荷（80％、60％）

での風速を設定し、試算を行った。

その結果、将来環境濃度は、最大で二酸化硫黄が 0.00719ppm、

二酸化窒素が 0.00819ppm、浮遊粒子状物質が 0.08510mg/m3となり、

いずれも環境基準値等に適合している。

なお、中国電力株式会社によれば、煙突の設計・設置を行った

メーカーの設計図書に煙突ダウンウォッシュに関する記述は確認

されていないと聞いている。

質問事項 ５： 気象観測結果の異常年検定について

答： 対象事業実施区域の最寄りの気象官署としては、広島地方気象台

（以下「広島」という。）、呉特別地域気象観測所（以下「呉」と

いう。）及び福山特別地域気象観測所（以下「福山」という。）が

あり、過去 10 年間（平成 12 年度～平成 21 年度）の気象データを

統計年とするＦ分布棄却検定法（出典：「NOX マニュアル」）によ

り、事業者が実施した気象観測の調査期間である平成 22 年度を検

定年とした異常年検定を行った。

その結果、平均風速の月別値では広島で１月以外は採択、福山

は全て採択、年統計でも全て採択されている。

風向別出現頻度については、16 風向と静穏（calm）のうち広島

は SW、WSW、W の３風向と calm 以外は採択、福山は WSW の１風速以

外は採択されている。

風速階級別出現頻度については、11 風速階級のうち広島で４階

級以外が採択、福山では全て採択されている。

なお、その他の項目についても月別値では概ね採択されており、

年統計値では全て採択されている。

以上のことから、平成 22 年度の気象観測結果は発電所の最寄り

の気象官署における過去 10 年間の気象と比べて有意な差はないと

考えている。



質問事項 ６： 内部境界層フュミゲーション発生時の気象条件に関する感度解析

結果について

答： 内部境界層フュミゲーション発生時の影響について、準備書

p8.1.1-159に記載のとおり内部境界層の出現した平成22年４月20

日の 16 時における気象条件（煙突頭頂部風速 2.2m/s、内部境界層

内の安定度 D、内部境界層外の安定度 F）を用いて予測を行ったが、

煙突頭頂部の風速について 2.0～6.0m/s とする感度解析を行った。

その結果、2.0～6.0m/s の風速範囲における最大着地濃度の最大

値は風速 3.1m/s の条件で、二酸化硫黄は 0.00407 ppm、二酸化窒

素は 0.00407 ppm、浮遊粒子状物質は 0.00203 mg/m3となり、準備

書p8.1.1-159に記載の風速2.2m/sの最大着地濃度の結果である二

酸化硫黄 0.00398 ppm、二酸化窒素 0.00398 ppm、浮遊粒子状物質

0.00199 mg/m3と比較して、2％程度の増加となっている。

なお、内部境界層内の安定度を B、B-C、C、C-D とした感度解析

も行ったが、結果は変わらないことを確認した。

質問事項 ７： 地形影響予測における気流モデルの訂正について

答： 施設の稼働（排ガス）における地形影響の予測については、準備

書 p8.1.1-161 の記載内容を、適切な文章に訂正し、評価書へ反映

する。

質問事項 ８： 大気拡散予測結果に係る発電所寄与率の記載について

答： 準備書 p8.1.1-168、170 の環境保全の基準等との整合性における

年平均値及び日平均値（実測高濃度日）の寄与濃度については、年

平均値最大着地濃度の桁数に合わせて小数点以下 5 桁として予測

結果を記載しており、発電所寄与率においては、寄与濃度に数値が

現れない場合は 0％、数値が現れる場合は 0.0％として記載してい

たが、施設の稼働による寄与濃度は限りなく小さいものの 0ではな

いため発電所寄与率を 0.0％と訂正し、評価書へ反映する。

質問事項 ９： 工事関係車両と発電所関係車両の搬出入の車両台数の平準化につ

いて

答： IGCC 実証試験発電所に係る工事用資材等の搬出入車両及び通勤

車両（以下「工事関係車両」という。）による影響を低減するため

に、工事関係者の通勤時間帯について、乗り合いの徹底を図るとと

もに、工事量が増大する時期には専用のバスで集団輸送を行い島内

道路の車両の低減を図る。さらに、必要に応じて専用のチャーター

フェリーを行い直接発電所の桟橋から搬出入を行い島内道路の車

両の低減を図る。



また、工事関係車両が集中する時間はもとより、それ以外の時間

帯においても工程調整を行い車両台数の平準化を図ることとして

いる。

IGCC 実証試験発電所の施設の稼働に係る資材等の搬出入車両（以

下「発電所関係車両」という。）の影響の低減についても、発電所関

係者の通勤時間帯において、乗り合い等の徹底を図る。

また、発電所関係車両が集中する時間はもとより、それ以外の時

間帯おいても事前に工程調整を行い車両台数の平準化を図ることと

している。

質問事項１０： 水の汚れ、富栄養化の予測･評価を中国電力株式会社大崎発電所

環境保全協定の記載値を用いた根拠について

答： 施設の稼働に伴って発生するプラント排水及び生活排水について

は、新設排水処理設備及び中国電力株式会社の既設排水処理設備で

適切に処理を行った後、大崎発電所が広島県及び大崎上島町と締結

している「環境保全に関する協定書」（以下「協定書」という。）

の記載値以下の濃度及び排水量で海域へ排出する計画としている。

水の汚れ及び富栄養化については、協定書の記載値を環境保全

の基準として予測・評価を行ったが、大崎発電所 1号系列に係る環

境監視調査結果によれば、周辺海域での COD、T-N、T-P 濃度は環境

基準値に適合していることから、運転開始前後で顕著な変化は認め

られないと報告されており、これらの実績から協定書記載値を環境

保全の基準とすることは妥当であり、基準値以下の濃度及び排水量

の管理を行うことで、周辺海域の水質に及ぼす影響は少ないものと

考えている。

なお、準備書 p2.2-36 に記載の一般排水に係る処理フロー（図

－１）については、IGCC 実証試験発電所が定常の状態で、大崎発

電所 1-1 号機が休止中の状態の収支を示している。大崎発電所はユ

ーティリティーについて IGCC 実証試験発電所へ供給する計画であ

るが、プラント排水として、純水設備、アンモニア供給設備等から

の排水が発生することとなる。

質問事項１１： 二酸化炭素の環境影響の回避・低減に関する評価の記載について

答： 準備書 p8.1.9-4 に記載している、温室効果ガス等における二酸

化炭素の評価の結果について、二酸化炭素の環境影響の回避・低減

に関する評価を評価書に追記する。



質問事項１２： 緑化計画に係る植栽の考え方について

答： 緑化計画に係る新規緑地の植栽については、準備書 p2.2-40～41

に記載のとおり、東側資材ヤード隣接の法面において、周辺の既存

緑地の植栽に合わせてクロマツ、アカマツ、アセビ、ハナゾノツク

バネウツギ等の緑化を計画しているが、動植物の生息・生育地の保

全を踏まえ植栽に努めることとしている。

質問事項１３： 主要な眺望景観に係る予測結果の記載内容について

答： 景観における主要な眺望景観にかかる予測結果については、準備

書 p8.1.6-15 の記載内容を適切な文章に訂正し、評価書へ反映す

る。


