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玄海原発３、４号炉パブリックコメント２１通のまとめ 

２０１６年１２月１９日 

中西正之 

 

１．水蒸気爆発問題（ＩＡＥＡ安全基準の深層防護の第４層無視） 

案件番号201611100000382491 

審査書案１９３、１９４ページ、３．審査過程におけるその他の確認事項、（１）水蒸気

爆発が実機において発生する可能性について１ 

＜審査書案はＩＡＥＡの安全基準「原子力発電所のシビアアクシデントマネジメント計

画」の水蒸気爆発対策を無視している＞ 

『実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。これに

より、規制委員会は、原子炉容器外のFCIで生じる事象として、水蒸気爆発は除外し圧力ス

パイクを考慮すべきであることを確認した。』と判定されているが、これは間違いと思わ

れる。 

 過酷事故時の水蒸気爆発の危険性は、諸外国では深刻に認識されている。ＩＡＥＡはス

リーマイル島原発の過酷事故の発生、チェルノブイリ原発の過酷事故の発生後、５層の深

層防護の安全思想を基にして、安全基準を体系的に整備している。 

 そして、各層は１層だけに過大に投資を行ったり、どれか１層のみは対策を手薄にする

ことは適正な選択ではないとし、各層ごとの対策を取りまとめている。そして第４層につ

いても、詳細な安全基準を制定している。 

 日本では、福島第一原発の過酷事故が発生するまでは、深層防護は第１層、第２層、第

３層までを重点として対策を行えば、第４層、第５層は重要ではないとされてきた。 

 しかし、福島第一原発の過酷事故の発生後、再度日本の原発を再稼働する為に、新規制

基準は建前としては、第４層を新規に採用するとされたが、実質は、過酷事故対策（重大

事故対策）は深層防護第１層の外部事象対策と内部事象の電源対策を強化する事で良しと

され、第４層は放水砲、シルトフェンス、電源車、可搬型ポンプ車等の簡単な設備の採用

とされた。 

 ＩＡＥＡの安全基準は、元独立法人原子力安全基盤機構により、かなりの安全基準書が

日本語に翻訳されている。第４層の安全基準は、第１層、第２層、第３層の基準と同時に

記述されているものもかなり有るが、第４層単独のものも有る。そして、「ＩＡＥＡ安全指

針NS-G-2.15「シビアアクシデントマネージメント計画」は特に第４層に特化された安全指

針である。この安全指針に過酷事故対策の基本方針が記述されているが、この安全指針と

新規制基準を読み比べると、新規制基準が如何にＩＡＥＡ安全指針NS-G-2.15「シビアアク

シデントマネージメント計画」を取り入れなかったかが良く分かる。たとえば、１８ペー

ジに「3.25．発電所のある損傷状況の下で、どの方針が適切な対応となるかの判断のため

の根拠を提供する為に、プラスとマイナスの両方の影響を与える方針には特別の考慮が払

われるべきである。一例は、格納容器の過圧による破損に至る時間を引き延ばすために、
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原子炉キャビティに水を供給しないでおくことである。すなわち、これは、不可逆的にな

ることもある炉心とコンクリートの相互作用にマイナスの影響がある。さらなる例は、キ

ャビティの冠水で有り、これは、圧力容器外での水蒸気爆発が起こり得るというマイナス

の影響がある。」とあり、大量の格納容器下部への冠水は、水蒸気爆発の危険性が大きい事

を警告している。『実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠

を示した。これにより、規制委員会は、原子炉容器外のFCI で生じる事象として、水蒸気

爆発は除外し圧力スパイクを考慮すべきであることを確認した。』と判定されているが、

これは間違いと思われる。 

 

２．水蒸気爆発問題（ロシアのカベンスキーらの論文無視） 

受付番号201611100000382495 

 審査書案１９３、１９４ページ、３．審査過程におけるその他の確認事項、（１）水蒸

気爆発が実機において発生する可能性について２ 

＜審査書案はロシアのカベンスキーらの論文の水蒸気爆発対策の新知見を無視している＞ 

『実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。これに

より、規制委員会は、原子炉容器外のFCIで生じる事象として、水蒸気爆発は除外し圧力ス

パイクを考慮すべきであることを確認した。』と判定されているが、これは間違いと思わ

れる。 

 ２００９年４月１４日にロシアのカベンスキーらによって「VVER-1000のシビアアクシデ

ントマネジメント概念とるつぼ型コアキャッチャにおけるコリュウム保持の有効性」

（SEVERE ACCIDENT MANAGEMENT CONCEPT OF THE VVER-1000 AND THE JUSTIFICATION OF 

CORIUM RETENTION IN A CRUCIBLE-TYPE CORE CATCHER）の論文が発表されている。 

 この論文に、原子炉にメルトダウンが発生した場合の、ＭＣＣＩ（コリウムコンクリート

反応）対策、水蒸気爆発対策、水素爆発対策、再臨界防止対策の世界レベルにおける発展が

詳しく説明されている。 

 特に水蒸気爆発については『現在開発中の別のコンセプトは、圧力容器外コリウム保持

（EVR、Ex-vessel Corium Retention）である。これについては、研究開発の方向がいくつ

もある。開発初期のコンセプトはBWR型原子炉[6]においてスウェーデンで受け入れられてい

る。この方法は、原子炉下部のキャビティの水で満たされたコンクリートピットに溶融炉心

を落とし込むものである。炉心をキャッチしてそこにとどめるこのコンセプトは、溶融燃料

と冷却水との熱的相互作用（FCI, Fuel-Coolant Interaction）による水蒸気爆発の危険性

のために広範な人びとの賛同を得られていない。 

現在二つのEVRのコンセプトの開発が完了し、実用化されている：  

- VVER-1000原子炉[7-9]をもつロシアの原発のために開発されたるつぼ型キャッチャ 

- 欧州EPR原子炉[10]のために開発された、溶液拡散キャッチャ。』と説明されている。 

これらのコアキャッチャによる、原子炉にメルトダウンが発生した場合の、ＭＣＣＩ（コリ

ウムコンクリート反応）対策、水蒸気爆発対策、水素爆発対策、再臨界防止対策は、新規制

基準では、検討されていないものばかりである。特に、水蒸気爆発対策には細心の注意が払
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われている。 

 福島第一原発の過酷事故の発生により、１号炉、２号炉、３号炉にコリウムコンクリート

反応が起こり、格納容器下部のコンクリート中に沈み込んだ溶融燃料の冷却のためにこれま

でに大量の汚染水が発生し、今日でも汚染水が毎日大量に発生している。しかし、ＭＣＣＩ

を防止するために、大量の貯水の中に溶融燃料を落とし込めば、水蒸気爆発の可能性が有り、

玄海原発３、４号機のように、コンクリート製格納容器が水蒸気爆発で吹き飛んだ場合、１

００トンもの溶融燃料はＰＭ２．５となって空中に飛散すると、海外では考えられている。 

 『実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。これに

より、規制委員会は、原子炉容器外のFCI で生じる事象として、水蒸気爆発は除外し圧力ス

パイクを考慮すべきであることを確認した。』と判定されているが、これは間違いと思われ

る。 

 

３．水蒸気爆発問題（「労働安全衛生規則」無視） 

受付番号201611100000382502 

 審査書案１９３、１９４ページ、３．審査過程におけるその他の確認事項、（１）水蒸気

爆発が実機において発生する可能性について３ 

＜労働安全衛生規則は溶融高熱物を取り扱うピットの中に水を侵入させない事としている

＞ 

『実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。これに

より、規制委員会は、原子炉容器外のFCIで生じる事象として、水蒸気爆発は除外し圧力ス

パイクを考慮すべきであることを確認した。』と判定されているが、これは間違いと思われ

る。 

岩波の「科学」２０１６年６月号の５１３ページから５１６ページまでに、『滝谷紘一氏の

「労働安全衛生規則」に反する過酷事故対策の原子力キャビティの水張りと水素燃焼用イ

グナイター』が掲載されている。この５１５ページに「労働安全衛生規則に反する過酷事

故対策」（１）水蒸気爆発の防止について、が説明されています。これは 

『 第四章 爆発、火災等の防止  第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止  

（溶融高熱物を取り扱うピツト）  

第二百四十九条  事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融した高熱の鉱物（以下「溶融

高熱物」という。）を取り扱うピツト（高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。）につい

ては、次の措置を講じなければならない。  

一  地下水が内部に浸入することを防止できる構造とすること。ただし、内部に滞留した地

下水を排出できる設備を設けたときは、この限りでない。  
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二  作業用水又は雨水が内部に浸入することを防止できる隔壁その他の設備を周囲に設ける

こと。  

（建築物の構造）  

第二百五十条  事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融高熱物を取り扱う設備を内部に

有する建築物については、次の措置を講じなければならない。  

一  床面は、水が滞留しない構造とすること。  

二  屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造とすること。』の事です。 

溶融高熱物等を取り扱う現場では、ピットの中に水が溜まっていて、その中に溶融高熱物が

落下した時、水蒸気爆発事故を度々経験されてきたので、このような法律ができたと思わ

れます。 

これらの事実からも、 

 『実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。これに

より、規制委員会は、原子炉容器外の FCI で生じる事象として、水蒸気爆発は除外し圧力

スパイクを考慮すべきであることを確認した。』と判定されているが、これは間違いと思わ

れる。 

 

４．水蒸気爆発問題（北九州市のアルミメッキ加工会社の水蒸気爆発事故無視） 

受付番号201611100000382506 

 審査書案１９３、１９４ページ、３．審査過程におけるその他の確認事項、（１）水蒸

気爆発が実機において発生する可能性について４ 

＜平成２７年９月１日，北九州市のアルミメッキ加工会社でアルミニウムの溶解作業中に

漏出したアルミニウムと付近にたまっていた水が接触し，水蒸気爆発が起きている＞ 

『実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。これに

より、規制委員会は、原子炉容器外のFCIで生じる事象として、水蒸気爆発は除外し圧力ス

パイクを考慮すべきであることを確認した。』と判定されているが、これは間違いと思わ

れる。 

大津地裁の平成２６年（ヨ）第３１号 大飯原発３，４号機及び高浜原発３，４号機運転停

止仮処分命令申立事件の第 １ ５ 準 備 書 面～水蒸気爆発及び水素爆発の危険性～ 

の１５ページ、１６ページに 

『（5） 債務者の申請書は水蒸気爆発の引き起こす深刻な事態に対する適切な認識を欠い

ていること 
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原子力規制委員会が「考え方」で示したように，「実験では（外部トリガーなしの）自発

的な水蒸気爆発が起こっていないから，過酷事故時の水蒸気爆発発生可能性を考慮する必

要がない」というのであれば，火山におけるマグマ水蒸気爆発も，金属工場での鉄やアル

ミニウムなどによる水蒸気爆発事故も起こらないことになってしまう。ところが，過去に

はこれら水蒸気爆発事故は現実に発生している。実際に，平成２７年９月１日，北九州市

のアルミメッキ加工会社でアルミニウムの溶解作業中に漏出したアルミニウムと付近にた

まっていた水が接触し，水蒸気爆発が起きたとみられる。これを受けて，北九州消防局

は，溶解炉のある市内の全２３事業所（計９５施設）へ一斉指導を始め，溶解炉周辺に水

気や可燃物がないかを点検しているという（平成２７年９月８日付け西日本新聞朝

刊）。』 

 とあるように、玄海原発の３、４号炉に過酷事故が発生し、水蒸気爆発が起こり、格納

容器が破裂して大量の溶融核燃料が微粒子となって飛散する可能性の有る北九州市の消防

署管内のアルミ工場で、水蒸気爆発が起きており、消防署が水蒸気爆発防止対策の指導と

点検を管内の全２３事業所（計９５施設）に行っている。 

 原発の過酷事故の発生は、この事故に比べて比較にならないほどの被害をもたらすと思

われる。 

これらの事実からも、 

 『実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。これに

より、規制委員会は、原子炉容器外の FCI で生じる事象として、水蒸気爆発は除外し圧力

スパイクを考慮すべきであることを確認した。』と判定されているが、これは間違いと思

われる。 
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５．水蒸気爆発問題（チェルノブイリ原発の水蒸気爆発対策無視） 

受付番号201611110000382521 

 審査書案１９３、１９４ページ、３．審査過程におけるその他の確認事項、（１）水蒸

気爆発が実機において発生する可能性について５ 

＜チェルノブイリ原発は地下プールに大量の水があり、水蒸気爆発防止のために犠牲者を

出して水抜きしたのに、日本ではわざわざ水を入れている＞ 

『実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。これに

より、規制委員会は、原子炉容器外のFCIで生じる事象として、水蒸気爆発は除外し圧力ス

パイクを考慮すべきであることを確認した。』と判定されているが、これは間違いと思わ

れる。 

 チェルノブイリ事故の発生時、当時のソ連の関係者が水蒸気爆発を如何に恐れたかは、日

本で発刊されている書籍にも幾らか記載されている。ただ、過酷事故の発生したチェルノブ

イリ４号炉の地下プールの図面が殆ど見当たらない。 

 しかし、『LIGHT WATER REACTOR (LWR) SAFETY BAL RAJ SEHGAL Nuclear Power Safety 

Division, Royal Institute of Technology (KTH)Alba Nova University Center, SE-10691 

Stockholm, Sweden E-mail : bsehgal@ Received November 26, 2006』には図面が掲載さ

れている。 

 旧ソ連は独力で原発を開発した国である。そして、チェルノブイリ事故の発生について

は、極めてお粗末な過酷事故対策実験からひきおこされているが、一たび事故が起きた事

が分かってからは、即座にすさまじい対策を行っている。過酷事故が発生したと分かって

からは、すぐさまにメルトダウンによりチャイナシンドロームが発生し、地下プールの水

と、溶融核燃料が接触し水蒸気爆発が起きることを心配して、命がけで地下プールの水を

抜いている。 

 原子炉の技術を海外から移植した日本では、原子炉が開発された本当の経緯をあまり知

らないようで、わざわざ格納容器に大量の水を入れて、水蒸気爆発を引き起こそうとして

いる。 

これらの事実からも、 

 『実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。これに

より、規制委員会は、原子炉容器外の FCI で生じる事象として、水蒸気爆発は除外し圧力

スパイクを考慮すべきであることを確認した。』と判定されているが、これは間違いと思

われる。 



 

   チェルノブイリ原発の巨大な地下プール図面 

 

         Fig. 17. Chernobyl Containment 
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６．水蒸気爆発問題（柏崎刈羽原発６、７号機の適合性審査の見解無視） 

受付番号201611110000382559 

 審査書案１９３、１９４ページ、３．審査過程におけるその他の確認事項、（１）水蒸

気爆発が実機において発生する可能性について６ 

＜第２７４回適合性審査会では、柏崎刈羽原発６、７号機の過酷事故対策において、水蒸

気爆発の起きる可能性を認めて、ペデスタル床面の水位の検討を行っている＞ 

『実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。これに

より、規制委員会は、原子炉容器外のFCIで生じる事象として、水蒸気爆発は除外し圧力ス

パイクを考慮すべきであることを確認した。』と判定されているが、これは間違いと思わ

れる。 

『原子力規制委員会の第２７４回適合性審査会合の議事録の７１ページから８１ページ

に資料２－１の６／９ページの審査２６６の「ＦＣＩ、ペデスタル床面の水位の設定の妥当

性について説明する事」の論議が記録されている。資料２－３「重大事故等対策の有効性評

価について（補足説明資料）」の７１ページから７８ページに詳しい説明がある。 

 東京電力は大水蒸気爆発をできるだけ少なくするには、初期水張りの水位は低いほうが良

いが、初期水張りの水位は低いとＭＣＣＩ反応が大きく成るので、両方のバランスを取って

２ｍが良いと説明している。 

 更田原子力規制委員会委員や規制庁の担当官は、初期水張りの水位が高いのは危険と考え

ているようで、ＩＡＥＡの深層防護の第４層の安全対策の見解を持っているようだ。 

 水位の検出方法を質問すると、東京電力からは、１ｍ間隔で温度計を設置しており、温度

計の指示値より水中か気中かの判断をするそうである。 

 水位が高くなりすぎると、大水蒸気爆発で格納容器破裂の危険が大きく成るので、水位管

理はもっと厳密に行う必要がある。１．５ｍの位置にも温度計が必要と指摘している。』 

第２７４回適合性審査会合は平成 27年 9月 15日に開催されており、沸騰水型の原子炉を

所有する東京電力が、柏崎刈羽原発６、７号機の過酷事故対策において、水蒸気爆発の起き

る可能性を認めて、ペデスタル床面の水位の検討を行っている。それに付いて、適合性審査

会合の原子力規制委員会委員の更田委員長代理や原子力規制庁の担当官も意見を表明して

いる。しかし、平成 28年 11 月９日に発表された「玄海原発３、４号炉の発電用原子炉設置

変更許可申請書に対する申請書案」では、加圧水型原子炉では「水蒸気爆発の発生の可能性

は極めて低いとすることは妥当である」との矛盾する見解を示している。 

これらの事実からも、 

 『実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。これに

より、規制委員会は、原子炉容器外の FCI で生じる事象として、水蒸気爆発は除外し圧力

スパイクを考慮すべきであることを確認した。』と判定されているが、これは間違いと思

われる。 
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７．水蒸気爆発問題（沸騰水型原発も水中の溶融核燃料のクレスト破壊モデル無視） 

受付番号201611120000382581 

 審査書案１９３、１９４ページ、３．審査過程におけるその他の確認事項、（１）水蒸

気爆発が実機において発生する可能性について７ 

＜第２３６回適合性審査会の沸騰水型原子炉の適合性審査資料が、水蒸気爆発対策問題の

不備を明快にした＞ 

『実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。これに

より、規制委員会は、原子炉容器外のFCIで生じる事象として、水蒸気爆発は除外し圧力ス

パイクを考慮すべきであることを確認した。』と判定されているが、これは間違いと思わ

れる。 

 今回の玄海原発３、４号炉の適合性審査書案の水蒸気爆発対策問題やＭＣＣＩ対策問題

の検討資料は、加圧水型原発を持つ関西電力、北海道電力、九州電力、四国電力が合同で

制作した、平成25年12月17日開催の「第58回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査

会合」における「資料2-2-6、溶融炉心と冷却材の相互作用についてと」と「資料2-2-7溶

融炉心とコンクリートの相互作用について」である。 

 これらの資料の主要な論旨は引き継がれているが、第２３６回適合性審査会合における

資料１－２「重大事故対策の有効性評価に係わるシビアアクシデント解析コードについ

て」では、より多くの検討資料が追加されている。これらの資料は、東北電力、東京電

力、中部電力、中国電力の合同で作成された。 

 この資料１－２の５－５３ページから５－５４ページに『(6)格納容器下部での溶融炉心

の挙動、下部プレナムに溶融炉心が堆積し，溶融炉心を冷却できない状態が継続し，原子

炉圧力容器が破損すると，溶融炉心は，原子炉圧力容器と格納容器の圧力差及び水頭に応

じた速度で格納容器下部への落下を開始する(「デブリジェット」を形成する)。・・・な

お，FCIに伴う水蒸気爆発については，MAAPではモデル化されていないが，国内外の知見か

ら，発生可能性は小さいと判断されている。』と説明されているように、「国内外の知見か

ら，発生可能性は小さいと判断されている。」としか説明されていない。 

しかし、この資料は、加圧水型グループの資料に比べると、かなり詳細な説明がある。 

そして、落下して水中に堆積した溶融炉心がどうなっているかの説明図が５－７８ページ

示されている。溶融炉心は水中でクレストに囲まれて大量に溶融状態のまま存在してい

る。この大量の溶融炉心が水素爆発や大地震の余震などがトリガーとなり、クレストが破

れて大量の水と接触すると、格納容器が破裂するような大水蒸気爆発が起きるのは明らか

である。 

これらの事実からも、 

『実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。これに

より、規制委員会は、原子炉容器外の FCI で生じる事象として、水蒸気爆発は除外し圧力

スパイクを考慮すべきであることを確認した。』と判定されているが、これは間違いと思わ

れる。 
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８．水蒸気爆発問題（加圧水型原発も水中の溶融核燃料のクレスト破壊モデル無視） 

受付番号201611120000382585 

 審査書案１９３、１９４ページ、３．審査過程におけるその他の確認事項、（１）水蒸

気爆発が実機において発生する可能性について８ 

＜第３６５回回適合性審査会の資料１－２－１の適合性審査資料が、水蒸気爆発対策問題

の不備を明快にした＞ 

『実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。これに

より、規制委員会は、原子炉容器外のFCIで生じる事象として、水蒸気爆発は除外し圧力ス

パイクを考慮すべきであることを確認した。』と判定されているが、これは間違いと思わ

れる。 

 今回の玄海原発３、４号炉の適合性審査書案の水蒸気爆発対策問題やＭＣＣＩ対策問題

の検討資料は、加圧水型原発を持つ関西電力、北海道電力、九州電力、四国電力が合同で

制作した、平成25年12月17日開催の「第58回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査

会合」における「資料2-2-6、溶融炉心と冷却材の相互作用についてと」と「資料2-2-7溶

融炉心とコンクリートの相互作用について」である。この時の資料は、あまり詳しい内容

の説明がない。しかし、第３６５回回適合性審査会の資料１－２－１の適合性審査資料で

は、玄海原発３、４号炉についての水蒸気爆発対策問題やＭＣＣＩ対策問題がかなり詳し

く説明されている。 

 この資料の添3.5.3-1ページから3.5.3.114ページの「添付資料3.5.3 原子炉下部キャビ

ティ室への溶融炉心落下後における格納容器の閉じ込め機能について」はＩＡＥＡの深層

防護の第４層の中心部分の検討書である。この資料の添3.5.3-82ページに、玄海原発３、

４号炉にメルトダウンが発生時、キャビティ内の大量の水中に２６００℃にもなった溶融

核燃料を１００トン程度落下させたときの状態が示されている。 

 水中でも、２６００℃にもなった溶融核燃料１００トンは周りをクレストで包まれて、

溶融状態にある事が分かる。この大量の溶融炉心が水素爆発や大地震の余震などがトリガ

ーとなり、クレストが破れて大量の水と接触すると、格納容器が破裂するような大水蒸気

爆発が起きるのは明らかである。 

これらの事実からも、 

 『実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。これに

より、規制委員会は、原子炉容器外の FCI で生じる事象として、水蒸気爆発は除外し圧力

スパイクを考慮すべきであることを確認した。』と判定されているが、これは間違いと思

われる。 

 

 

 



 

添 3.5.3-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-12 原子炉容器破損（約 1.4 時間）から 1,000 秒間の熱バランス 

熱伝導 

侵食 

溶融プール 

コンクリート（床）

原子炉下部キャビティ水 

熱伝導、 

侵食 

水への伝熱（限界熱流束） 

ガスの放出 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
（
側
面
）

熱伝達 

熱伝達 

熱伝達 

上部クラスト 

下部クラスト 

側
面
ク
ラ
ス
ト  

侵食に伴うガス (H2O,CO2 他) の発

生、溶融プールへの侵入、金属との

反応（反応熱）を考慮している 

また、Zr 以外に Cr,Fe 等の酸化反応

を考慮（Zr 反応が支配的） 

コンクリート内

部の温度分布を

考慮 

クラスト内部は厚さ方

向の２次関数で温度分

布を考慮 

水がない場合は 

対流・輻射を考慮 

ガス 

デ
ブ
リ
ジ
ェ
ッ
ト 水への伝熱：2×1010 J 

崩壊熱：1.3×1010 J 

ｴﾝﾀﾙﾋﾟ差：7.9×109 J 

反応熱：1×1010 J 

ｺﾝｸﾘｰﾄへの伝熱(床)：2.8×10９ J 

ｺﾝｸﾘｰﾄへの伝熱(側面)：4.9×10９ J 

侵食、ｺﾝｸﾘｰﾄの吸熱反応：3×10９ J 
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９．水蒸気爆発問題（ＴＲＯＩ実験無視） 

受付番号201611130000382593 

 審査書案１９３ページ、３．審査過程におけるその他の確認事項、（１）水蒸気爆発が

実機において発生する可能性について９ 

＜適合性審査においてＴＲＯＩの実験をほとんど審議していない＞ 

『申請者は、原子炉容器外のFCI のうち、水蒸気爆発は、実機において発生する可能性は

極めて低いとしている。その根拠として、実機において想定される溶融物（二酸化ウラン

とジルコニウムの混合溶融物）を用いた大規模実験として、COTELS、FARO、KROTOS 及び

TROI を挙げ、これらのうち、KROTOS、TROI の一部実験においてのみ水蒸気爆発が発生し

ていることを示すとともに、水蒸気爆発が発生した実験では、外乱を与えるか、溶融物の

過熱度を高く設定することにより、液－液直接接触を生じやすくしていることを示した。

さらに、大規模実験の条件と実機条件とを比較した上で、実機においては、液－液直接接

触が生じるような、外乱となり得る要素は考えにくいことを示した。』について。 

 九州電力は、平成28年06月28日の第３７４回適合性審査会の配布資料の「資料１－５－

１、玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 指摘事項に対する回答一覧表」の８ページで、

「【雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）】炉外のFCIについて、水蒸気

爆発はないとした根拠を示すこと。また、MCCIについてコードの不確実性を踏まえた上

で、問題の無いことを示すこと。溶融炉心とキャビティ水との界面の熱伝達について説明

すること。」に対して「平成26年4月3日解析コード審査会合資料1-1-1の5-2」で説明と回

答している。この資料の内容は「・第５８回審査会合にて説明資料を提出。 

・資料１－２－７「添付２溶融炉心と冷却水の相互作用について」の「3.2(2)原子炉容器外

FCIにおける水蒸気爆発の可能性」において、国内外実験の分析結果を記載している。 

・資料１－２－８「添付３溶融炉心とコンクリートの相互作用について」の「4.(2)溶融炉心の

冷却過程」において、溶融炉心とキャビティ水との界面の熱伝達についての説明を記載してい

る。」である。この資料は、意図的にＴＲＯＩ実験を削除したと非難されてきたもので有る。 

 この問題は、岩波の「科学」２０１５年９月号の８９７ページから９０５ページに、高島武

雄、後藤政志「原子炉格納容器内の水蒸気爆発の危険性」及び岩波の「科学」２０１５年１１

月号の１０４５ページから１０４７ページに、高島武雄「格納容器機内の水蒸気爆発の危険性

についての補足」で厳しく指摘されている。またこれらの論文は、２０１６年３月９日の大津

地裁の山本善彦裁判長の「高浜原発３、４号機運転差し止め決定」で高浜原発３、４号機運転

が停止された事件の大きな論旨の一つになっている。 

 このようなだれにも良く知られた新しい重要な知見が表れても、平成25年12月17日の第

５８回適合性審査会と、平成26年4月3日の第１０２回適合性審査会との、その資料と審議

を基礎とし、新しい知見への検討を行わずに、『さらに、大規模実験の条件と実機条件とを比

較した上で、実機においては、液－液直接接触が生じるような、外乱となり得る要素は考えにくい

ことを示した。』との結論を出すことは、科学的、技術的審査とは思われない。 
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１０．格納容器下部のキャビティをモルタルで補強する計画は適切ではない 

受付番号201611130000382608 

 審査書案１７２ページ、１７３ページ、四－１．２．２ 格納容器破損防止対策、（b）

原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下回ることについ

て 

＜格納容器下部のキャビティをモルタルで補強する計画は適切ではない＞ 

審査書案１７３ページに『具体的には、プレストレストコンクリート製格納容器(以下

「PCCV」という。)を構成するライナプレート、鉄筋及びテンドン（鋼線）並びに実機条件

下でリークパスとなる可能性があると考えられる機器搬入口、エアロック、配管貫通部等

を対象とした健全性評価等により設定の根拠と妥当性が確認された値である最高使用圧力

の2 倍（2Pd）、200℃としている。』と説明されている。 

 この部分の検討は、平成２８年５月３１日の第３６５回適合性審査会でかなり検討が行

われている。この審査会の配布資料の「資料１－２－１ 玄海原子力発電所３号炉及び４

号炉重大事故等対策の有効性評価に係わる補足説明資料」の添3.5.3.41に示されているよ

うに、川内原発1、２号炉は鋼板製格納容器とコンクリート製原子炉建屋で構成されている

が、玄海原発３、４号炉はガスシールの為の６．４ｍｍの薄い鉄板を内張りしたプレスト

レスコンクリート製の格納容器のみで構成されており、原子炉建屋を持たない。 

 そのために、川内原発1、２号炉の格納容器と玄海原発３、４号炉は格納容器の構造が全

く違うので、設置変更許可申請書の格納容器部分は全く別の申請書になっている。 

 そして、格納容器の適合性審査が、この適合性審査会から始まっている。 

「資料１－２－１」では、プレストレストコンクリート製格納容器(以下「PCCV」とい

う。)の説明が詳しく行われている。 

 この資料の添3.5.3.11に、メルトダウンが発生し、溶融炉心が大量にキャビテイに大量

に貯水された水中に落下した時、格納容器キャビティ下部側壁のライナーが約１１００℃

になると推定されるので、キャビティ下部側壁のライナーの保護が必要と説明されてい

る。そして、キャビティ下部側壁のライナーの保護の為に、高さ１．２ｍ、厚み３０ｃｍ

にグラウト材を打設すると説明している。この改造工事の為に、工期が７ケ月かかると説

明している。この時の適合性審査会では殆ど討議は行っていない。 

 平成28年6月30日の第３７５回適合性審査会の議事録の７０ページから８１ページで詳し

く説明と討議が記録されている。更田委員長代理は、このグラウト材はコンクリかと質問

しているが、九州電力はモルタルと説明している。グラウト材の物性も示さない状態で、

審査を合格としている。このようなあいまいな審査で合格とする事は、不適切な判定と思

われる。 
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プレストレストコンクリート製格納容器と鋼製格納容器の比較について 

 

 プレストレストコンクリート製格納容器と鋼製格納容器の比較について、下

図のとおり示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼製格納容器（SCV） 

基礎版

鋼板 

内部 

コンクリート 

プレストレストコンクリート 

ライナプレート 

（内面に設置） 

内部コンクリート 

基礎版 

 

 

コンクリート 

原子炉容器 

ライナプレート 

プレストレストコンクリート製格納容器（PCCV） 

参考１ 

機能 PCCV SCV 

耐圧機能 
プレストレストコンクリート

基礎版 
鋼板 

漏えい防止機能 ライナプレート 鋼板 

支持機能 
基礎版 

内部コンクリート 

基礎版 

内部コンクリート
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表 4.3.1 防護壁を構成する各構造部材の機能 

構造 

部材 

炉心溶融時の 

ライナプレート保護機能 
構造維持機能 

コンク 

リート 

溶融炉心の侵食深さに対する

必要厚さ、及び溶融炉心堆積

高さに対する必要高さを有す

ることが必要 

溶融炉心による侵食時の構造

維持機能を有する。（溶融炉心

により鋼板が損傷し、コンクリ

ートが侵食されたとしても、侵

食量は約５mm であり、自立で

きる形状である） 

鋼板 期待される機能はない。 
溶融炉心による侵食がない場

合の構造維持機能を有する。 

支持材 期待される機能はない。 
溶融炉心による侵食がない場

合の構造維持機能を有する。 

アンカ 

ボルト 
期待される機能はない。 

溶融炉心による侵食がない場

合の構造維持機能を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1 防護壁構造図（断面図及び平面図）

原子炉下部キャビティ底部平面図 

鋼板・支持材設置後
グラウト打設 

鋼板

支持材

アンカーボルト

ライナプレート
Ａ－Ａ’ 

厚さ 
30cm

防護壁高さ
1.2m 

鋼板 

支持材 

支持材ベース

アンカーボルト

ライナプレート

防護壁構造（グラウト打設前）

〔Ａ－Ａ’断面図〕 

原子炉下部キャビティ断面図 

原子炉容器 

コンジットサポート

炉内核計装ｺﾝｼﾞｯﾄ

底面からの 
高さ 5.0m 

ライナプレート 

通路足場

防護壁高さ 
1.2m 

原子炉容器 

計装用案内管外周 

Ａ

Ａ’ 

5.0m

4.8m 

3.2m 

防護壁 



添 3.5.3-110 

原子炉下部キャビティ防護壁設置工程（案）について 

 

 原子炉下部キャビティ防護堰設置に係る工程案については、図 12-1 のとおり

である。 

 

 
工程(案) 

 －２ヵ月 －1 ヵ月 1 ヵ月 ２ヵ月 ３ヵ月 ４ヵ月 ５ヵ月 ６ヵ月

        

 

図 12-1 原子炉下部キャビティライナ防護堰設置に係る工程案 

 

参考 12 

防護壁設置工事 

現場調査(２ユニット) 

モックアップ材料手配 

モックアップ製作 検証(トレーニング)

工場製作着手

本体設計

現地施工着手

本体材料手配，製作 

検証結果反映

鋼板設置

グラウト充填

鋼板設置

１ユニット目完了

２ユニット目完了

グラウト充填

現地施工完了

非常に狭隘かつ高線量の区画であり、
現場での作業環境の確認及び被ばく低
減のための作業効率向上を目的とし、
キャビティ壁、歩廊等を模したモック
アップを作成し、トレーニングを実施 

○作業員の被ばく低減のため、習熟に
トレーニングを要する 
○非常に狭隘な区画のため、現場への
資機材の搬入、設置位置等の確認を含
め、施工要領の検証も併せて実施 

【凡例】
：本体材料手配・製作
：モックアップ製作／トレーニング
：現場作業

干渉物の現地確認 
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１１．格納容器下部のキャビティをモルタルで補強する計画はコリウムシールドに比べて

著しく悪い 

受付番号201611130000382617 

 審査書案２０４ページ、四－１．２．２．６溶融炉心・コンクリート相互作用、３．審

査過程における主な論点、（１）溶融炉心落下後における原子炉格納容器の閉じ込め機能

への影響について 

＜格納容器下部のキャビティをモルタルで補強する計画はコリウムシールドに比べて著し

く悪い＞ 

『規制委員会は、原子炉下部キャビティ室内に落下した溶融炉心が側面ライナプレートに接触した

としても、原子炉格納容器外に通じる貫通リークパスが生じる可能性は小さく、仮に貫通リークパ

スを想定したとしても、外部への漏えいは有効性評価で設定している漏えい率の保守性に包絡され

ることから、原子炉格納容器の閉じ込め機能は確保されると判断した。なお、申請者は、さらなる

安全性向上対策として、自主的に原子炉下部キャビティ室内に防護壁を設置し、原子炉下部キャビ

ティ側面ライナプレートと溶融炉心の接触を防止する』としている。 

 平成28年6月30日の第３７５回適合性審査会の議事録の７０ページから８１ページに詳し

く説明と討議が記録されている。更田委員長代理は、このグラウト材はコンクリかと質問

しているが、九州電力はモルタルと説明している。グラウト材の物性も示さない状態で、

審査を合格としている。 

 柏崎刈羽原発７号機のコリウムシールドの説明は第２７４回適合性審査会合で説明され

ている。この適合性審査会の配布資料「資料２－３、柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７

号炉、重大事故等対策の有効性評価資料について（補足説明資料）の通しページの６４ペ

ージから、７０ページに、「５３．溶融炉心・コンクリート相互作用に対するドライウエル

サンプの影響について」が説明されている。通しページの６７ページに 

『(2)仕様 コリウムシールドの仕様を補足表 1 に示す。コリウムシールドの耐熱材には，

高い融点を有するジルコニアを選定した。コリウムシールド高さについては，全溶融炉心が

格納蒋器下部に落ドしたとしても，コリウムシールドを乗り越えてドライウェルサンプへと

流入することがないように適切な高さを選定した。また，コリウムシールド厚さについては，

落下してきた溶融炉心によりコリウムシールドが溶融，破損し，溶融炉心がドライウェルサ

ンプに流れ込むことがないよう，適切な厚さを選定した。』と説明されている。ジルコニア

煉瓦やジルコニアコンクリートは融点が約２７００℃の超高級耐火煉瓦、耐火コンクリート

であるから、東京電力はフランスのコアキャッチャと同じ材質を選定したようだ。コリウム

シールドを設置する事は、悪い事では無いが、全体的な過酷事故対策は、大問題がたくさん

ある。東京電力のは使用量が少ない事が問題だが、ペデスタルの補強にジルコニアを使用し

ている。一方九州電力は材質不明のモルタルを使用している。明らかに、モルタルの使用は、

不適切でありジルコニアコンクリート又は、耐火コンクリートを使用すべきである。 

 このような審査書案は認められない。 
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１２．加圧器逃がし弁の耐熱計算検討は関数電卓計算レベル 

受付番号201611150000382810 

 審査書案１８９ページ、『四－１－２－２－３ 高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加

熱、４．審査過程におけるその他の確認事項、審査の過程において、規制委員会が確認し

た点は以下のとおりである。 

（１）加圧器逃がし弁による1 次系強制減圧の継続性 

申請者は、加圧器逃がし弁による・・・ダイヤフラムへの熱負荷が小さいことから減圧継

続に支障となる熱負荷ではないと結論づけている。これにより、規制委員会は、申請者の

熱応力等の評価手法は適切であり、評価結果は構造物を健全と判断する応力・温度を下回

ることから、加圧器逃がし弁による1 次系強制減圧の継続は可能であると判断した。』に

ついて。 

第３７４回適合性審査会において、ＩＡＥＡの深層防護の第４層の安全対策の大きな項目

の一つの加温破損については、何が一番弱いのかの審議になった時、九州電力が「加圧器逃

がし弁のダイヤフラム部の加温破損の検討」として持ち出している。更田原子力規制委員会

委員から、議事録２１ページに示されているように、「資料１－１－２の添 3.1.2.2-18の別

図２の温度評価結果の内部構造物温度とフレーム温度が逆転しているのではないか、伝熱計

算にどのようなモデルを使用したか」の質問があった。 

第３７７回適合性審査において、九州電力より新しい検討資料が提出され、かなり詳しい

審議が行われている。資料１－１－２の別紙２の添3.1.2.2-19ペーシから添3.1.2.2-22ペ

ージに「評価式と評価モデル及び条件」が記載されている。問題となっているような解析

の為の計算式には、材料の伝導伝熱、表面からの輻射伝熱、表面からの対流伝熱を含む基

礎式を使用するのが常識である。しかし、九州電力が使用した式は全く意味の無い式と思

われる。また、モデルの作り方も全く違っている。 

 第３８３回適合性審査会の会議資料１－１－３玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 

重大事故等対策の有効性評価に係わる補足説明資料の別紙２で九州電力は改めて詳しい説

明を行っている。別紙２の添3.1.2.2-21ページと添3.1.2.2-22ページに初めて伝熱計算の

モデルが示されている。九州電力の使用したモデルは伝熱工学資料にあるようなフィンの

モデルとフィンの式である。初めて、伝熱計算のモデルが何かが、この審議で分かった

が、更田委員長代理も原子力規制庁の審議官も、このモデルはだめだと厳しく指摘してい

る。 

 高温領域の伝熱計算において、加圧器逃がし弁のダイヤフラム部の伝熱計算について

は、伝熱は伝導伝熱、対流伝熱、輻射伝熱のつり合いから求められるが、伝導伝熱係数、

対流伝熱係数、輻射伝熱係数は温度による変化が大きく、特に輻射伝熱係数は温度のより

非常に大きく変動します。計算の為に分割されたエレメントの殆どの伝導伝熱係数、対流

伝熱係数、輻射伝熱係数は変動する。 

 したがって、このようなモデルと式で計算を行う事は、現在の技術では極めて不適切で

ある。有限要素法モデルの使用も考えられるが、高温領域の伝熱計算にとっては困難が伴

うと思われる。ＮＡＳＡ（アメリカ航空宇宙局）がロケットやスペースシャトルで使用し
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ていたような伝熱回路網モデルのほうが適切なように思われる。 

 第３８８回適合性審査で「加圧器逃がし弁の温度評価について」は『更田委員 質問、コ

メントありますか。これは、むしろ結果というよりも、そちらがこちらの指摘をきちっと

キャッチしたかどうかというのが怪しげだったので改めて説明を求めたのであって、その

ときにも言及していると思いますけれども、結果が一定程度保守的になっていることは計

算してみなくてもわかるけれど、ちゃんとこっちの言っていることがわかっていますかと

いう問いかけでしたよね。よろしいですか。じゃあ、次にいきましょう。』 

との審議結果で、九州電力の「加圧器逃がし弁の温度評価について」は了承されている。 

九州電力が伝熱工学資料にあるようなフィンのモデルとフィンの式を使用して、電卓で計

算したような結果から、「加圧器逃がし弁のダイヤフラム部の加温破損の検討」は安全性が

確認されたとして承認されている。 

 この項目の審査結果は不十分と思われ、重要な過酷事故対策の審査が十分には行われてい

ない、玄海原発再稼働には反対である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 3.1.2.2-18 

 

 

温
度(

℃)
 

熱源(弁箱)からの距離(mm) 

ダイヤフラム 

（EPDM） 

駆動部 

弁棒 

弁ふた 

弁箱：1,000℃を仮定 

弁体 

流路 

（開の場合） 

蒸気の流れ 

別図２ 温度評価結果及び評価モデルの概念図 

0mm 

700mm 

熱源(弁箱)からの 

距離 

フレーム経由の 

伝熱パス 

内部構造物経由の 

伝熱パス 
外気温度：120℃を仮定 



添 3.1.2.2-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェールクローズ型空気作動弁の構造例 

弁箱、弁ふ

た部は一律

1,000 ℃ と

設定 

当該部温度＝

ダイヤフラム

温度として評

価 

約
7
0
0
m
m
 

フレーム 

ヨーク 

弁棒 

評価点 

熱源（1,000℃） 

以下の構成要素について、各構成要

素内で断面積の大きい箇所を代表

してモデル化を 

①フレーム下部(２本の棒)  

②フレーム上部(矩形＋円筒の板) 

③弁棒(円柱) 

④ヨーク下部(直方体) 

⑤ヨーク上部(２本の棒) 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

別図２－２ 加圧器逃がし弁の温度評価の評価モデル 



添 3.1.2.2-21 

○評価式の導出 

根元の温度が既知で、矩形形状のフィンの長手方向（下図 x 方向）の温

度分布を求めることを考える。 

図に示す微小区間 dx の要素についてエネルギの釣り合いを考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dx
dTkAqx ・・・・・・・・・・・・・・・・・ａ） 

dx
dx

Td
dx
dTkA

dx
dTkAq

dxx
dxx 2

2

  ・・・・・ｂ） 

TThPdxq対流 ・・・・・・・・・・・・・・ｃ） 

 

ここで、kは熱伝導率、hは熱伝達率、Aは断面積、Pは周長、T∞は外

気温である。以上から、以下の微分方程式が導かれる。 

 

TThPdxdx
dx

Td
dx
dTkA

dx
dTkA 2

2

  ・・・ｃ） 

02

2

TT
kA
hP

dx
Td

　　 ・・・・・・・・・・・ｄ） 

 

なお、本式は矩形フィンとして導かれたものであるが、フィンの断面

積 A 及びフィンの周長 P のみに依存するため、どのような断面形状であ

っても、断面積及びフィンの周長が一定であれば適用できる式となって

いる。 

（左側からの入熱）qx＝ 

（右側からの放熱）qx+dx＋ 

（表面からの放熱）dq 対流 



添 3.1.2.2-22 

x1 

1 2 3

x2 
x3 

L1 L2 

○評価式 

端部の温度が固定された断面積が一定の構造物で、表面が外気と熱伝達

する場合は、軸方向の温度分布はフィンの温度評価式を基にした以下の解

析解で表される。 

x
kA
hPexpTTTxT w  ・・ｅ） 

Tw ：端部温度（=T(x=0）) 

T∞：雰囲気温度 

ｈ ：熱伝達率 

P ：構造物の周長 

A ：構造物の断面積 

k ：構造物の熱伝導率 
 

  断面形状が一定の間は、本評価式で温度分布を評価することが可能であ

る。途中で断面積が変わる場合には、その位置の温度を Tw とし、そこから

の距離を xと定義し直して評価することで、評価することが可能である。 

  例えば、下図のように途中で断面が変わる場合、端部からの距離をそれ

ぞれ x1、x2、x3 と定義しなおすことで、それぞれの領域の温度は、上記評

価式で計算することが可能である。 
 

 

 

 

 

 

 
 

1 の領域の温度分布（X1<L1）： 

1
11

1
w11 x

Ak
hPexpTTTxT ・・・・・ｆ） 

2 の領域の温度分布（X2<L2）：1の端部の温度 T1(L1)を根元温度とみなして 

2
22

2
1122 x

Ak
hPexpTLTTxT ・・・ｇ） 

3 の領域の温度分布：2の端部の温度 T2(L2)を根元温度とみなして 

3
33

3
2233 x

Ak
hPexpTLTTxT  ・・ｈ）
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１３．フィルター付きベントの設置されていない格納容器は格納容器が破壊する事もある 

受付番号201611150000382841 

 審査書案１７６ページ、四－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容

器過圧）１．申請内容、（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価、2解析結果 

『d. 原子炉格納容器から環境に放出されるCs-137 の放出量は、7 日間で約4.5TBq であ

り、100TBq を下回っている。なお、30 日間と100 日間では微増するものの、いずれも約

4.8TBqであり、放出が長期間継続しても、放出量は大きく増加しない。』について 

九州電力は、フィルター付きベントの設置を行わないままに、玄海原発３、４号炉の再

稼働を計画している。 

したがって、何かのアクシデントが起因となって、メルトダウンが発生した時、キャビ

ティに落下した１００トン程の２６００℃にもなった溶融核燃料を水蒸気爆発防止のため

に少量ずつの水で冷却しようとしても、大量に発生する水蒸気を格納容器外へ排出する手

段がなく、格納容器内のガス圧力が格納容器破壊強度よりも大きく成って、格納容器が破

裂するので、キャビティに大量の貯水を行い、水蒸気の発生量を少なくする処置を行って

いる。 

第９回適合性審査会の資料１－１の１３－８ページ及び１３－１２ページに示されてい

るように、大量のキャビティ貯水の蓄熱量を利用して、水蒸気の発生量を抑えても、格納

容器の圧力は０．４４４ＭＰａまで上昇し、設計圧力を超えて、限界圧力0.７８４ＭＰａ

に近くなっている。福島第一原発２号機は最後までベントが出来ずに、０．８ＭＰａにま

でなっていまい、格納容器の一部が破裂して、放射性物質が大気中に大量に放散された最

大の原因となった。 

玄海原発は水蒸気爆発が発生し、瞬間的に格納容器の内圧が格納容器の限界圧力を超え

て、コンクリート製の格納容器が破裂して、放射性物質が大気中に大量に放散される危険

性が大きい。 

「原子炉格納容器から環境に放出されるCs-137 の放出量は、7 日間で約4.5TBq」などに

は到底収まらず、福島第一原発の過酷事故（Cs-137 の放出量推定１万TBq）以上の放出量

が想定される。 

玄海原発３、４号炉にフィルター付きベントを設置せずに再稼働を行うような事は、到

底許されるものでは無い。 

玄海原発３、４号炉の再稼働には反対である。 
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５．有効性評価結果〔格納容器破損防止対策〕（３／５）

第７図 原子炉格納容器圧力の推移（MAAP） 第８図 原子炉格納容器内温度の推移（MAAP）

大破断LOCAにより１次冷却材が原子炉格納容器に放出されることで原子炉格納容器圧力・

温度は上昇するが、常設電動注入ポンプによるスプレイ注入、及び自然対流冷却により圧

力・温度の上昇は抑制されることから、原子炉格納容器過圧破損は発生しない。

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0
484032241680

時　間　(時)

原
子
炉
格
納
容
器
圧
力

(MPa[gage])

格納容器限界圧力（0.784MPa[gage](最高使用圧力の2倍)）

最高値約0.444MPa[gage]
（約15時間）

（24時間）
・移動式大容量ポンプ車を用いた自然対流冷却
・常設電動注入ポンプによるスプレイ停止

・原子炉容器破損（約1.4時間）
・原子炉容器下部空間へ溶融炉心が落下

300

200

100

0
484032241680

時　間　(時)

原
子
炉
格
納
容
器
内
温
度

(℃)

格納容器限界温度（200℃）

・原子炉容器破損（約1.4時間）
・原子炉容器下部空間へ溶融炉心が落下

炉心露出による過熱蒸気の流出と格納容器内

ヒートシンクの熱吸収による温度低下

（24時間）
・移動式大容量ポンプ車を用いた自然対流冷却
・常設電動注入ポンプによるスプレイ停止
スプレイ停止により格納容器上部区画の温度が
一時的に上昇傾向となる
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＊1： 炉心内蓄積量はORIGEN2を用いて算出。

＊2： NUREG-1465は、当該シーケンスを含む、早期から１次系圧力が低く推移するシーケンス

を代表するよう設定されたものであるため、原子炉格納移容器への放出割合については、

NUREG-1465に基づき設定。

（Gap ReleaseからLate In-Vesselまでのフェーズを考慮)

＊3：スプレイによるCs-137 の除去速度を以下の式により算出

Ｃｓ－137放出量：約4.5×1012Bq

アニュラス

97％
3％

0.16％/d原子炉格納容器からの漏えい：

原子炉格納容器内のＣｓ－137

・常設電動注入ポンプのスプレイによる低減

SRP6.5.2の評価式*3に基づく除去速度

・原子炉格納容器内での沈着による低減

重力沈降の評価式に基づく除去速度

（NUREG-1465に基づく放出割合*2）

長時間運転した場合の

Ｃｓ－137の炉心内蓄積量

約3.5×1017Bq*1

大 気 へ

放出量は有効数字２桁に切り

上げ、

蓄積量は有効数字２桁に四捨

五入した値を記載。

アニュラス部以外ア ニ ュ ラ ス 空 気 浄 化

設 備 フ ィ ル タ

(フィルタ効率：99％)

(起動遅れ時間：60分)

単位：Bq（GROSS値）

3hFE

2VsD
λs＝

評価イメージ図

原子炉格納容器

原子炉容器

スプレイヘッダ

格納容器

再循環サンプ

ア
ニ
ュ

ラ
ス
部

ア
ニ
ュ

ラ
ス
部

６０分後復旧

アニュラス
空気浄化設備

　・　常設電動注入ポンプの
　　  スプレイによる除去
　・　自然沈着

アニュラス部へ漏えい

エアロゾル

アニュラス部以外へ漏えい

炉心

λs：スプレイ除去速度 h ：スプレイ液滴落下高さ
Vs：スプレイ領域の体積 F ：スプレイ流量
E：捕集効率 D ：スプレイ液滴直径

PWR を模擬したNUPEC 実験（「重要構造物安全評価（原子炉格納容器信頼性実証事
業）に関する総括報告書平成15年3月 財団法人 原子力発電技術機構」）によりス
プレイ効率(E/D)を7と設定図 Ｃｓ－１３７の大気放出過程

７．Cs-137の大気への放出量評価の概要 （１／３）
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１４．水素燃焼ではなく水素爆発問題 

受付番号201611160000382876 

 審査書案１９６ページ、四－１－２－２－５水素燃焼 

『本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち「（f）原子

炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。（水素濃度がドライ条件

に換算して13vol%以下又は酸素濃度が5vol%以下であること）」について、格納容器破損防

止対策に有効性があるかを確認した。』について１ 

 福島第一原発の過酷事故が起きる前の１９９０年８月３０日付けの原子力安全委員会決

定の「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針について」では、水素爆発対

策問題は想定事故時の水素爆発対策が注目されていた。２８ページに仮想事故の発生時の

ジルコニウム・水反応で水素が発生した時の、水素爆発対策が記載されている。 

『三・四・二 可燃性ガスの発生(PWR、BWR) 

(六) 判断基準としては、事象発生後少なくとも三〇日間は、原子炉格納容器内雰囲気中

の酸素又は水素の濃度のいずれかが、それぞれ五％又は四％以下であることとする。』と規

定されており、格納容器雰囲気内に５％以上の酸素がある場合には、水素の許容濃度は

４％以下と決められていた。 

 これは、岩波の「科学」２０１４年３月号の３５５ページから３６２ページの「炉心溶

融物とコンクリートとの相互作用による水素爆発、ＣＯ爆発の可能性」の３５８ページに

説明されているように、空気中における水素は発火温度５００℃、爆発下限４．０％、爆

轟下限１８．３％（１２．５％）、爆轟上限５９．０％、爆発上限７５．０％である。 

日本の原発の旧基準では、爆燃（燃焼波の前面の伝達速度が音速以下）も爆轟も起こさな

い事になっていた。新規制基準は、水素爆発の安全基準を緩くしており、爆轟は起こして

はいけないが、爆燃は起こしても良いとし、安全基準を実際には緩くしている。 

 また、水素が燃焼するのは空気中においては、その濃度が７５％以上の場合で有るの

に、水素爆発という言葉を使用すると一般市民に危険と受け取られかねないとの事で、水

素爆発に水素燃焼という誤った言葉をあえて採用している。これから日本も水素社会へと

向かっていくという時に、原発の再稼働だけを目的として、誤った知識を普及させて、国

民が水素爆発事故で危険な目に合うような事が起きるような方針を強行する事は許されな

い。水素爆発防止対策は、水素濃度の発生旧基準の４．０％以下とすべきである。 

 今の安全対策で、玄海原発３、４号炉の再稼働を行う事には反対である。 
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１５．水素爆発問題（部分的に短時間、水素濃度は１３．０％を超えている） 

受付番号201611170000382965 

 審査書案１９９ページ、四－１－２－２－５水素燃焼、３．審査過程における主な論

点、（１）局所的な水素濃度上昇による爆轟発生の可能性 

『申請者は、原子炉下部キャビティ区画において、原子炉容器破損時の溶融炉心の落下に伴う水素

発生により水素濃度が上昇することで一時的に爆轟領域に入るが、実機において爆轟が発生するこ

とはないとしている。・・・規制委員会は、爆轟の発生メカニズムから実機条件下における原子炉

下部キャビティ区画では直接起爆による爆轟又は火炎が加速され爆轟に遷移することは考えにく

く、爆轟が発生する可能性はないと判断した。』について。 

第３６５回適合性審査会で、九州電力の資料では、ＭＣＣＩによる水素発生を考慮する

と水素発生が１２．８％になっているが、資料にごまかしがあり、実際には１３．８％に

なる所があり、１３．０％を超える爆轟範囲に入ってしまっている事が更田原子力規制委

員会委員と原子力規制庁担当官から指摘された。九州電力は、僅かな場所が短時間だけ１

３．０％を超える爆轟範囲に入ったところができるが、ほんの僅かだから問題ないいと返

答した。 

 第３６９回の適合性審査会では、議事録２２ページに、九州電力は、配布資料１－２－

２の添３．４．２－９ページで原子炉キャビィティ区画の水素濃度が約６～７分で５０％

ほどに達して、爆轟領域に入るが、狭い空間のほんのわずかの時間であるので、問題ない

と説明している事が記録されている。そして、添３．４．２－６ページに『また、原子炉

下部キャビティ区画の体積は原子炉格納容器自由体積の1％未満であり、その90％程度がス

プレイ水で満たされ気相部は極めて小さい。爆轟領域に入るのは、GOTHIC コード上の扱い

及び発生した水素がこの狭小な気相部に放出されるためであるが、実機では以下の理由に

より水素燃焼の危険性は非常に小さく、たとえ水素燃焼が生じたとしても原子炉格納容器

への影響はない。』と説明されている。 

 爆轟か発生するのは、原子炉下部キャビティ区画の９０％の水以外の１０％の空間にお

けるわずかな体積において、約６～７分程度の時間なので、安全性に問題はないと説明で

ある。また、原子炉圧力容器とキャビティとの間の空間形状から、水素濃度が１３．０％

を超えていても、これまでの各種実験結果から、直接の爆轟の発生や、爆燃から爆轟に遷

移するＤＤＴは起こらないと説明している。 

しかし、水素による爆轟防止のために、原子炉下部キャビティ区画の９０％に大量の水

を入れて、水蒸気爆発の危険を限りなく高めるような方法は、ＩＡＥＡの深層防護の第４

層の安全対策に真っ向から反対する方法であると思われる。 

玄海原発３、４号炉の再稼働には反対である。 
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図 7 水素濃度の推移 

 

  

図 8 原子炉下部キャビティの 3元図 

 

⑦原子炉下部キャビティ

へ落下した溶融炉心によ

り、水が熱せられて水蒸

気発生。水蒸気濃度が上

昇して、不燃領域へ移動 

①事象開始 

②破断流により

水蒸気濃度上昇 

③スプレイにより

水蒸気濃度低下 

④炉心溶融に伴うジルコニウム-水反応

の増加により水素濃度上昇 

⑤原子炉容器破損時の溶融炉

心の細粒化に伴う水素発生に

より水素濃度上昇 

⑥水素濃度最大 

 事象開始～炉心溶融開始 

 炉心溶融開始～溶融炉心下部ヘッド移動開始 

 溶融炉心下部ヘッド移動開始～原子炉容器破損 

 原子炉容器破損～爆轟領域侵入終了 

 爆轟領域侵入終了～12 時間（※事象開始～と同じマーカ） 

12 時間～24 時間

― 原子炉下部キャビティ 

― El.3.7m の D,A ループ室外周部 

― El.3.7m の B,C ループ室外周部 

炉心溶融開始 
溶融炉心下部ヘッド
移動開始 

原子炉容器破損

爆轟領域侵入開始

爆轟領域侵入終了
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添 3.4.2-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図 6 原子炉容器及び原子炉下部キャビティの断面図 

 

   内は商業機密に属するものですので公開できません 

 

燃料取替キャビティ

ホットレグ下端 

約3m 

原子炉容器破損

デブリ水 素 ・

約5.5m 

水素・水蒸気発生 

原子炉容器胴部の直径:約   m 

原子炉容器胴部と壁との隙間：約6cm



 

18 

 

１６．震源を特定せず策定する地震動問題に大問題 

受付番号201611170000382996 

 審査書案１８ページ、１９ページ、３．震源を特定せず策定する地震動、『（１）地震

規模がモーメントマグニチュード（以下「Mw」という。）6.5 以上の地震については、

2008 年岩手・宮城内陸地震と2000 年鳥取県西部地震を検討対象とした。・・・規制委員

会は、審査の過程において、震源を特定せず策定する地震動の評価で収集対象となる内陸

地殻内の地震の例として地震ガイドに示している16 地震について観測記録等を収集してい

なかったことから、これらすべての地震について観測記録等の分析・評価を実施すること

を求めた。・・・これに対して、申請者は、2000 年鳥取県西部地震の観測記録を収集し、

その地震動レベル及び地盤特性を評価し、震源近傍の観測記録を「震源を特定せず策定す

る地震動」として採用した。また、2004 年北海道留萌支庁南部地震については、佐藤ほか

（2013）で推定された基盤地震動に不確かさを考慮した地震動を、「震源を特定せず策定

する地震動」として採用した。』について。 

 日本列島には海洋プレートの移動エネルギーによって日本列島プレートの岩盤に応力と

歪が発生し、蓄積されたエネルギーによって岩盤に働く応力が増大し、岩盤の強度の限界を

超えると、最も弱い岩盤を起点に破壊が起こり、その時岩盤に蓄積されていたエネルギーが

大振動エネルギーとなって、大地震動がひきおこされると思われる。活断層が大エネルギー

を持っているのではなく、活断層は一番弱い岩盤が過去に割れてできたものという事だと思

われる。大地震が起きて、周辺の歪エネルギーが少なくなっても、又歪エネルギーが溜まっ

てくると、一番早く弾ける場所と思われる。 

 玄海原発の周辺の佐賀県や福岡県の岩盤は、海洋プレートの移動エネルギーの影響を受け

にくい位置にあるので、地盤の移動スピードも遅く、歪エネルギーの飽和時間が日本列島の

他の地域に比べると長いので、これまで大地震が発生し、活断層ができた場所が少なかった

のだと思われる。今日本列島は、２０１６年１０月２１日の鳥取県中部地震（M6.6）のよう

に、大きな活断層の観測されていない場所での大地震が増えてきている。 

 したがって、玄海原発３、４号炉の基準地震動の策定には、震源を特定せず策定する地震

動が非常に重要と思われる。 

発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム第１０

回会合は、震源を特定せずに算定する地震動について詳しく審議している。 

 議事録４６ページから「震源を特定せずに算定する地震動について」の詳しい説明が行わ

れている。日本の原発の建設が始まった頃は、基準地震動の算定は「応答スペクトルに基づ

く地震動評価」の方法で行われていたようだが、地震学の発達や各種の地震特性の測定装置

の発達と、測定装置の設置の整備が進んだことにより、基準地震動の算定は、「断層モデル

を用いた手法による地震動評価」と「震源を特定せず策定する地震動の評価」が重視される

ようになってきたよだ。なお、「震源を特定せず策定する地震動の評価」のほうが、策定が

遅れていて、新規制基準の制定の検討が始まった頃、「震源を特定せず策定する地震動の評

価」がまとまり始めたようで、第１０回会合に提出された会議資料震１０－３「震源を特定

せずに算定する地震動について」がまとめの資料だったようだ。この資料は、詳細な説明は
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あまり無いが、基本的な考えと、方針はかなり明確に記述されている。そして、この会議資

料震１０－３では、Ｍｗ６．５以上の比較用の地震は８ケになっていた。しかし、その後策

定された新規制基準のガイドラインでは 2008年岩手・宮城内陸地震と 2000 年鳥取県西部地

震の２ケにのみになっており、トータルのＭｗ６．５未満も含む比較地震は２２ケから１６

ケと減少されている。 

 そして、新規制基準のガイドラインのＭｗ６．５以上の比較用の地震が２ケのみとなった

ため、玄海原発３、４号炉の震源を特定せず策定する地震動が、６２０ガルと小さく算定さ

れた。このように、意図的に基準地震動を小さく算定した申請書を認定した審査書案は到底

認められない。玄海原発３、４号炉の再稼働には反対である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No 地震名 日時 規模 断層タイプ 

1 1995年兵庫県南部地震 1995/01/17,05:46 Mw6.9 S 

2 2008年岩手・宮城内陸地震 2008/06/14,08:43 Mw6.9 R 

3 2007年能登半島地震 2007/03/25,09:42 Mw6.7 R 

4 2000年鳥取県西部地震 2000/10/06,13:30 Mw6.6 S 

5 2004年新潟県中越地震 2004/10/23,17:56 Mw6.6 R 

6 2005年福岡県西方沖地震 2005/03/20,10:53 Mw6.6 S 

7 2007年新潟県中越沖地震 2007/07/16,10:13 Mw6.6 R 

8 2011年福島県浜通り地震 2011/04/11,17:16 Mw6.6 N 

9 2011年長野県北部地震 2011/03/12,03:59 Mw6.2 R 

10 1997年3月鹿児島県北西部地震 1997/03/26,17:31 Mw6.1 S 

11 2003年宮城県北部地震 2003/07/26,07:13 Mw6.1 R 

12 1996年宮城県北部(鬼首)地震 1996/08/11,03:12 Mw6.0 R 

13 1997年5月鹿児島県北西部地震 1997/05/13,14:38 Mw6.0 S 

14 1998年岩手県内陸北部地震 1998/09/03,16:58 Mw5.9 R 

15 2011年静岡県東部地震 2011/03/15,22:31 Mw5.9 S 

16 1997年山口県北部地震 1997/06/25,18:50 Mw5.8 S 

17 2011年茨城県北部地震 2011/03/19,18:56 Mw5.8 N 

18 2013年栃木県北部地震 2013/02/25,16:23 Mw5.8 S 

19 2004北海道留萌支庁南部地震 2004/12/14,14:56 Mw5.7 R 

20 2005年福岡県西方沖地震の最大余震 2005/04/20,06:11 Mw5.4 S 

21 2012年茨城県北部地震 2012/03/10,02:25 Mw5.2 N 

22 2011年和歌山県北部地震 2011/07/05,19:18 Mw5.0 R 

Mw 
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１７．耐震重要度分類の変更を行わなかった問題 

 審査書案２１ページ『三－１．３ 耐震設計方針、１．耐震重要度分類の方針 

（１）施設の分類 

設計基準対象施設については、耐震重要度に応じて、重要な安全機能を有する施設及び地

震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる

施設をＳクラス、これと比べて安全機能を喪失した場合の影響の小さいものをＢクラス、

これら以外の一般産業施設、公共施設と同等の安全性が要求される施設をＣクラスに分類

する。』について。 

 施設の分類の見直しは、福島第一原発の過酷事故後、必要とされてきて、「発電用軽水型

原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム第３回会合」で検討が

行われているが、「施設の分類の見直し」は過酷事故検討チームとの境界領域になっており、

そのチームの意見も聞くとなった。またその見直しができていなく、これからの会合で提起

していくとなっていた。しかし、重要な「施設の分類の見直し」が行われないままに、新規

制基準が策定された。 

 第７５回適合性審査会合で、玄海原発の開閉所設備の安全裕度が説明されている。この

会合は、更田豊志原子力規制委員会委員を座長とする過酷事故対策等の検討チームであ

る。福島第一原発は東日本大地震によって、開閉所設備が破損してしまい、外部電源を全

部喪失してしまった事が、メルトダウン事故の始まりと成った。この事故の経験が、玄海

原発３、４号炉の安全対策にどう生かされているのか、いないのかがここで説明されてい

る。島崎原子力規制委員が座長を務められた地震・津波対策検討部会が検討を行っている

基準地震動を基にして、玄海原発の開閉所設備の安全裕度が検討されている。予想される

地震の振動力は１２ページ、１３ページに示されている。玄海原発の開閉所設備の安全裕

度を求めるモデルが１４ページから１７ページに説明されている。１８ページに玄海原発

の開閉所設備の安全裕度が表示されている。 

３号主変圧器の最小裕度部の裕度は１．５９、３号所内圧器の最小裕度部の裕度は１．

３６、３／４号予備変圧器の最小裕度部の裕度は１．０４、４号主変圧器の最小裕度部の

裕度は１．５３、４号所内圧器の最小裕度部の裕度は１．１６、となっている。Ｓクラス

の安全裕度は３．０以上であるが、開閉所設備の安全裕度は極めて小さい。福島第一原発

の教訓はほとんど生かされていないと思われる。そして、この審査会合では、新規制基準

の規制値を僅か４％でもクリアーしておれば、法律的には何ら問題ないと思われているの

か、九州電力の説明が有っただけで、審議は全く行われていない。 

 このような不備な審査結果は、認めることができない。玄海原発３、４号炉の再稼働に

は反対である。 
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５．開閉所設備の耐震性評価結果（３／３）

（３）３号主変圧器、３号所内変圧器及び３/４号予備変圧器

評価の結果、基準地震動Ｓｓに対する耐震裕度は、下表のとおり１以上となった。

短径方向：21.2
長径方向：56.0

短径方向：24.0
長径方向：59.8

短径方向：19.7
長径方向：45.6

固有振動数(Hz)

149

638

687

許容荷重(kN)

1.36467
基礎ボルトコンクリート定着部

(短径方向、Ss-1）
３号所内変圧器

1.59431
基礎ボルトコンクリート定着部

(短径方向、Ss-1）
３号主変圧器

1.04

裕 度

144

発生荷重(kN)

基礎ボルトコンクリート定着部
(短径方向、Ss-1）

最小裕度部位

３/４号予備変圧器

（４）４号主変圧器及び４号所内変圧器

評価の結果、 基準地震動Ｓｓに対する耐震裕度は、下表のとおり１以上となった。

短径方向：26.1
長径方向：35.6

短径方向：21.5
長径方向：52.3

固有振動数(Hz)

４号所内変圧器
耐震金具溶接部

（短径方向、Ss-1）

耐震金具溶接部

（短径方向、Ss-1）

1.16137160SS400

1.53

裕 度

104

発生応力

(N/mm2)

160

許容応力

(N/mm2)

SS400

材 質最小裕度部位

４号主変圧器



 

21 

 

１８．玄海原発３．４号炉は４重の壁しかない問題 

受付番号201611190000383170 

 審査書案１７３ページ、『四－１．２．２ 格納容器破損防止対策、具体的には、プレ 

ストレストコンクリート製格納容器(以下「PCCV」という。)を構成するライナプレート、

鉄筋及びテンドン（鋼線）並びに実機条件下でリークパスとなる可能性があると考えられ

る機器搬入口、エアロック、配管貫通部等を対象とした健全性評価等により設定の根拠と

妥当性が確認された値である最高使用圧力の2 倍（2Pd）、200℃としている。』について。 

 日本の原子力発電所の安全対策は、長い間「燃料ペレット」、「燃料被覆管」、「原子炉圧

力容器」、「原子炉格納容器」「原子炉建屋」のの５重の壁で守られていると説明されてき

た。しかし、玄海原発３、４号炉は原子炉建屋が設置されずに４重の壁で建設された。 

 玄海原発３、４号炉の格納容器の詳細はこれまであまり説明されていなかったが、新規

制基準の適合性審査の資料が必要に成り、第３６５回適合性審査会の配布資料「資料１－

２－１、玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 重大事故等対策の有効性評価に係る補足説

明資料」で、格納容器の構造が詳しく説明された。 

 川内原発１、２号炉は鋼板製の格納容器とコンクリートの原子炉建屋で構成される５重

の壁構造であるが、玄海原発３、４号炉はプレストレスコンクリート製の格納容器にガス

シール用の６．４ｍｍ厚みの薄い鉄板を貼り付けた４重の壁構造であることが説明されて

いる。 

 この新しい設計は日本では、大飯原発３、４号炉と玄海原発３、４号炉で初めて挑戦さ

れた。この新しい格納容器設計の安全性を確かめるために、アメリカのサンディア研究所

で１／４モデルを使用して、破壊実験が行われている。 

 NUREG/CR-6906 SAND2006-2274P Containment Integrity Research at Sandia 

National Laboratories An Overview 

この実験結果によると、玄海原発３、４号炉のプレストレスコンクリート製の格納容器は

従来の鋼板製の格納容器に比べて、かなり弱い事が分かっている。 

福島第一原発の過酷事故の発生により、日本の原発は絶対にメルトダウンを起こさないの

ではなく、何が起因してメルトダウンが起きるかは分からないという事が明確になって、

新規制基準が策定されたので、プレストレスコンクリート製の格納容器のみの原発が安全

かどうかの審査が必要である。その審査の行われていない玄海原発３、４号炉の再稼働を認める

ことはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 3.5.3-2 

２．溶融炉心落下による格納容器閉じ込め機能への影響想定  

2.1 プレストレストコンクリート製格納容器の構造  

玄海３／４号炉の PCCV は、図 2.1.1 のとおりテンドンにより圧縮力を

付した鉄筋コンクリート部と内面に張られた鋼製のライナプレートで構

成されており、鉄筋・テンドンによって構造強度を確保し、ライナプレー

トにより気密性を確保する構造である。川内１／２号炉等の鋼製格納容器

（SCV）との比較を添付資料１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.1 PCCV 構造イメージ図 

   

(1) 円筒部及びドーム部の詳細構造  

円筒部及びドーム部のライナプレートはライナアンカによりコンクリ

ート部に固定される構造となっており、円筒部については鉛直ライナア

ンカに CT 鋼、水平ライナアンカに板材を使用している。また、ドーム部

については子午線方向アンカに板材、水平ライナアンカに L 型鋼を使用

している。（図 2.1.2）  

これらのライナアンカはあらかじめライナプレートに溶接された上で

設置され、その後コンクリートが打設される工法となっているため、コ

ンクリートとライナプレート・ライナアンカについては付着力が働く構

造となっている。 

基礎版 

ライナプレート 

内部コンクリート（I/C）

岩盤 

EL-12.9m▽

EL-5.2m▽ 

EL-15.0m▽ 

 ライナプレート 

ライナアンカ 

経線方向鉄筋 

フープテンドン 

鉛直逆Ｕテンドン

水平方向鉄筋 
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Figure 51 PCCV Model Construction 

 

Figure 52 Completed PCCV Model 



 

 85 

  
 (a) 0º Azimuth (b) 90º Azimuth 

 
 (a) 180º Azimuth (b) 270º Azimuth 

Figure 62 SFMT: Rupture of the PCCV Model 

 

Figure 63 PCCV Model after the Structural Failure Mode Test 
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１９．避難計画の作成が困難なので、規制委員会はセシウム１３７の放散限界目標値を百

分の一に下げたが原子力防災計画の専門委員会では拒否されてダブルスタンダードとなっ

た問題 

受付番号201611200000383265 

 審査書案１７６ページ『d.原子炉格納容器から環境に放出されるCs-137の放出量は、7日

間で約4.5TBqであり、100TBqを下回っている。』について。 

 ＩＡＥＡの安全基準は、深層防護の第４層目の安全対策を厳しくしながら、第５層目のＩ

ＡＥＡの５層目の放散量基準もＰＡＺ圏内で、ＯＩＬ１において最大は１０００ミクロンＳ

ｖ／ｈと見積もっている。 

 ところが、原子力規制委員会は平成 25年 1月 21日の第 6回原子力災害事前対策等に関す

る検討チームにおいて「防護措置の実施の判断基準（OIL：運用上の介入レベル）の設定（案）」

で福島第一原発の実績調査を参考にして、放散量基準もＰＡＺ圏内で、最大は５００μＳｖ

／ｈと見積もっている。ＩＡＥＡの安全基準は、フィルター付きベントの取り付け等、第４

層の防護対策を厳しく行いながらも、最大は１０００ミクロンＳｖ／ｈになることはあると

して、第５層の防護対策を規定している。ところが、日本の新規制基準では、加圧水型原子

炉にはフィルター付きベントの設置を５年間猶予としたり、水蒸気爆発対策を全く規制せず

に、福島の実績だからと言って、ＯＩＬ１を最大は５００ミクロンＳｖ／ｈとしている。 

 そして、「原子力災害対策指針」はＯＩＬ１を最大は５００ミクロンＳｖ／ｈと規定され

ており、佐賀県も「地域防災計画、原子力災害対策」では、その数値が採用されている。 

平成 26 年 10 月 2 日の第 8 回原子力災害事前対策等に関する検討チーム会合の時、「原子力

規制委員会が作成した、資料３ 緊急時の被ばく線量及び防護措置の効果の試算について」

を提出し、『本試算では、セシウム１３７が１００テラベクレル、その他核種がセシウム１

３７と同じ割合で換算された量、さらに希ガス類が全量、環境中に放出されるような仮想的

な事故を想定した。この想定は、東電福島第一原発事故を踏まえて強化された新規制基準へ

の適合性を審査する上で「想定する格納容器破損モードに対して、Cs-137の放出量が 100TBq

を下回っていることを確認する」とされていることを踏まえて設定したものである。なお、

本試算はこれ以上の規模の事故が起こらないことを意味しているものではない。』という試

算を持ち出して、この委員会で論議を行っている。 

 議事録を読むと、原子力規制委員会が、新規制基準への適合性を審査する上で「想定する

格納容器破損モードに対して、Cs-137 の放出量が 100TBq を下回っていることを確認する」

と後付で目標値を追加したことや、『実際に今、規制委員会のほうで適合性審査が行われま

した川内の 1・2 号につきましては、同じような条件の場合の放出量は 5.6 テラということ

で、100テラよりは桁違いに低い状態であるということ。それから、計算上で 80万 kWの出

力のものということで申し上げましたけれども、今申し上げたような、実際は 5.6 テラと

か、非常に桁違いに小さい値ですので、炉出力を大きくした場合でも、このグラフの傾向は

変わらないということが言えると思います。』と原子力規制庁担当官が説明し、論議が行わ

れている。 

 この第 8 回原子力災害事前対策等に関する検討チーム会合では、「原子力災害対策指針」



 

23 

 

のＯＩＬ１を最大は５００μＳｖ／ｈを変更する結論は全くありませんが、原子力規制庁担

当官は『今、関係自治体で地域の防災計画の策定というのが進んでおるんでございますけれ

ども、その策定づくりが結構難渋をしていると。特に 5km～30km 圏の UPZ といわれる領域

で、一斉避難とか、そういうふうな考え方で捉えられているような自治体もございまして、

それに対して、委員会のほうから一つの考え方を、合理的な計画をつくる上でと、そういう

趣旨で出されたものでございます。実際の原子力災害の様態というのは、事故の規模、それ

に事故の進展の状況によって多様であることから、その状況に応じて柔軟かつ適切な対応が

求められる』ということを説明し、避難計画を各自治体が作成するのが困難なので、規制値

を緩くしたいとの意見が表明されている。 

 この経緯を見ると明らかなように、このような見解は、「原子力災害対策指針」は福島第

一原発の過酷事故時の放射性廃棄物飛散量基準と決まったことにより、関係自治体の避難計

画が困難になっているので、その規制基準を大幅に緩くすることへ導くための誘導措置であ

る。 このような不備な審査結果は、認めることができない。玄海原発３、４号炉の再稼働

には反対である。 

［パブコメに追加資料］ 

＜原子力又は放射線の緊急事態への準備と対応に用いる判断基準 No.GSG-2＞ 

https://www.nsr.go.jp/archive/jnes/content/000120491.pdf 

 

２０．玄海原発の免震重要棟の設置は３回緩和された問題 

受付番号201611200000383272 

 審査書案３９８ページ『申請者は当初、重大事故等対処活動を指揮できるよう代替緊急

時対策所を設置するとともに、平成27年度に完成予定の免震重要棟内に新たに緊急時対策

所を設置することとし、代替緊急時対策所から免震重要棟内の緊急時対策所に機能を移転

する計画としていた。』について。 

 平成２５年３月１９日の「平成２４年度第３３回原子力規制委員会」で、田中原子力規

制委員会委員長の私案として、フィルター付ベントや免震重要棟等の５年間猶予が提案さ

れ、決定されている。 

 新規制基準の中の「シビアアクシデント対策やテロ対策」は、外部の専門家も含めた

「発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム」で行われている。しかし、この

ような重要な基本方針に係わる規制項目を、そこで検討を行わずに、原子力規制庁の担当

官が作成した法律案を、田中委員長私案として、５人の原子力規制委員会委員の多数決で

決めてしまう事は、新規制基準の私物化が行われた事を意味していた。 

 しかも、原子力規制委員会は２０１５年１１月２３日の第４０回審査会合で、 

『（１）経過措置の起算点 経過措置の起算点は、一律に新規制基準の施行時（平成２５年

７月８日）としていたが、新規制基準に適合するための本体施設等に係る工事計画認可の

日とする。』とフィルター付ベントや免震重要棟等の設置の大幅な延期を認めた。 

 これほどの甘い規制が行われたがその上に、九州電力は平成25年7月12日提出の設置変更

許可書を、免震重要棟で申請していたにも関わらず、途中から耐震構造の緊急時対策棟へ

https://www.nsr.go.jp/archive/jnes/content/000120491.pdf
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の変更申請書が提出した。この変更については、平成２８年５月３１日の第３６５回適合

性審査会以後、度々厳しい追及がなされたが、九州電力は言い逃れを続けて、耐震構造の

緊急時対策棟への変更を譲らなかった。 

 九州電力の主張は「免震重要棟を設置するためには、新たな仕様の免震装置の設計や性

能の実証が必要であり、現段階では免震装置の設計の成立の見通しを得ることができなく

なったとして説明を変更した。また、耐震構造であっても、免震構造と同様に基準地震動

に対して建屋を弾性範囲内に収めることにより、建屋の構造体全体の信頼性を確保するこ

と、地震時の居住性についても設計上の配慮により改善を図るとの方針を示した。」であ

る。 

 平成28年度原子力規制委員会第42回会議でも、委員からは疑問の提起もあったが、九州

電力の主張を認めてしまった。 

 福島第一原発の過酷事故の発生時、「免震構造が設置されていたからあれだけの被害で

収まったと思う」との元吉田所長の証言の有る免震重要棟の設置を３回にもわたって緩和

し、再稼働の安全対策ができたというような決定は到底認められない。このような不備な

審査結果は、認めることができない。玄海原発３、４号炉の再稼働には反対である。 

 

２１．玄海原発の原子炉圧力容器の炭素偏析による強度不足の検査を行っていない問題 

受付番号 201612080000383911 

審査書案４１１ページ『四 審査結果 九州電力株式会社が提出した「玄海原子力発電所

の発電用原子炉設置変更許可申請書（3 号及び4 号発電用原子炉施設の変更）」（平成25 

年7 月12 日申請、平成28 年9 月20 日、10 月28 日及び11 月4 日補正）を審査した結

果、当該申請は、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分

に限る。）、第３号及び第４号に適合しているものと認められる。』について。 

 福島第一原発の過酷事故の発生を経験して、新規制基準が策定され、玄海原発３、４号

炉の設置変更許可申請書の適合性審査が進められてきたが、その後フランスのフラマンビ

ル原発３号機の原子炉圧力容器の上蓋と下鏡に炭素偏析による強度不足が有ることが平成

２６年末に発覚し、フランスの原子力安全局（ＡＳＮ）が平成２７年４月に公表してい

る。その後フランスでの調査が進み、１２基の蒸気発生器水室の日本鋳鍛鋼株式会社製の

鍛造品に実機非破壊検査により炭素含有量の高すぎると思われる部品が確認されている。 

 原子力規制委員会は、フランスの原子力安全局（ＡＳＮ）から、その新しい知見の公式

連絡を受け、日本の原発の圧力容器の炭素偏析による強度不足の調査を始めていた。 

 何度かの原子力規制委員会を開催し事前調査と審議を続けて、平成２８年１１月２２日

の平成２８年度第４５回原子力規制委員会で、玄海原発３、４号炉の原子炉圧力容器も日

本鋳鍛鋼株式会社製の鍛造品が使用されているが、炭素偏析による強度不足は問題無しと

の結論を出している。 

 しかし、圧力容器の鍛造品炭素偏析による強度不足の新しい知見が得られたのは、新規

制基準の策定後であり、新規制基準には組み込まれていなく、玄海原発３、４号炉の適合

性審査会では一度も検討をされていない。それにも関わらず、平成２８年１１月２２日の
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平成２８年度第４５回原子力規制委員会の審議結果も待たずに、既に平成２８年１１月９

日に玄海原発３、４号炉の適合性審査書案を公布し、現在パブリックコメントの公募中で

有る。 

 また、平成２８年１１月２２日の平成２８年度第４５回原子力規制委員会の決定は、書

類調査とヒアリングのみを基にした審議によるもので、フランスの原子力安全局（ＡＳ

Ｎ）のような鍛造品の実機非破壊検査は全く採用されていない。 

 原発の再稼働の為の適合性審査に、海外で発見された重要な「圧力容器の炭素偏析によ

る強度不足」の新知見を採用せず、又書類調査とヒアリングのみの審査で、フランスの原

子力安全局（ＡＳＮ）のような鍛造品の実機非破壊検査は全く採用しない、審査書案は到

底認められない。玄海原発３、４号炉の再稼働に反対します。 
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