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東海第二原発の水蒸気爆発問題まとめ  

２０１９年１０月１９日 

中西正之 

１．東海第二原発の水蒸気爆発問題１ 

＜第４６５回適合性審査会１＞ 

東海第二原発は既に、平成３０年７月５日に適合性審査案が公表され、パブリックコメン

トが公募され、平成３０年９月２６日に審査書が公布されています。 

 しかし、茨木県では東海第二発電所安全性検討ワーキングチームが設立されており、令和

元年 6月 26日に第 15回委員会が開催されています。 

そして、この委員会は原子力規制委員会の適合性審査会とは別に、県民の立場から東海第

二原発の安全性について、独自の検討を行っています。 

また、第 15 回委員会では、県民からの意見募集を行っており、それらの意見を基にして県

民意見の結果とワーキングチームにおける今後の進め方について（案）を発表しています。 

東海第二原発の水蒸気爆発問題も、今論議が必要に成っていることが分かりました。 

私は、東海第二原発のパブリックコメントの公募時には、適合性審査案の検討を行っていな

く、パブリックコメントの提出もしていませんでした。 

 そこで改めて、東海第二原発の水蒸気爆発問題の調査を始めました。 

舘野淳氏他著の「原発再稼動適合性審査を批判する」の 115 ページに、日本原燃、東海第二

の適合性審査会一覧が表示されています。 

この表を調べてみると、東海第二原発の適合性審査会は、2014 年の 119 回から始まってい

ますが、水蒸気爆発問題の概要は、119 回と 122 回に少し記述されているだけで、ほとんど

検討が行われていません。 

 しかし、2017 年の第 465 回審査会で、初めて水蒸気爆発問題についての非常に詳しい資

料が提出されており、議事録を調べると驚くべき内容が記録されていました。 

 http://www2.nsr.go.jp/data/000199115.pdf 

 議事録の 2 ページには、日本原子力発電の和智氏が挨拶を行っています。 

そして、「審査会合としては初めてのお話になりますので、丁寧に御説明申し上げたいと思

います。それでは始めさせていただきます。」と説明されています。 

 議事録の3ページから、日本原子力発電の中西氏の詳細な説明があります。 

13ページまでは、資料1-1のパワーポイント資料を使用して、全体の説明があります。 

 これまであまり良くは知らなかったのですが、東海第二原発は、Ｍａｒｋ－Ⅱ型格納容

器を持つ沸騰水型原発です。 

 資料1-1の4ページに示されているように、Ｍａｒｋ－Ⅱ格納容器は、格納容器下部に圧

力制御室が有り、原子炉圧力容器下部のペデスタルの下部にも、大量の貯水が行われてい

ます。しかも、ペデスタルと圧力制御室を仕切るペデスタルの床は鉄筋で補強されたコン

クリート壁に成っていますが、そのコンクリート壁の中に、床ドレンサンプが設置されて

います。 
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 このような構造を持つ東海第二原発にメルトダウンが発生し、圧力容器から落下した大

量の溶融核燃料が、床ドレンサンプ内に大量に溜まってしまうと、厚みの薄いコンクリー

ト壁を溶かして、下部の圧力制御室の大量貯水に落下し、大水蒸気爆発を引き起こし、圧

力制御室の機能を破壊してしまい、フイルター付ベントの機能さえも発揮できなくなる危

険が有ると報告されています。 

 それらの大事故を防止するために、床ドレンサンプをなくし、コンクリート床は窪みの

無い一体物に改造すると報告されています。 

 また、自発的な水蒸気爆発は起こらないと思われるが、万一起きた場合の強度計算を行

うと、安全にペデスタルに貯水できる水深は1mまでで有ると説明されています。 

 水深が1ｍまでしか貯水できないと、水中でもＭＣＣＩ（コアコンクリート反応）によ

り、仕切り壁のコンクリートの温度が高く成りすぎて、強度不足の可能性が有るので、ペ

デスタルにコリウムシールドを行い、補強すると説明されています。 

あまりにも恐ろしい事が起きている事が初めて分かりました。 

中西正之 

 

２．東海第二原発の水蒸気爆発問題２ 

＜第４６５回適合性審査会２＞ 

 議事録の13ページから、18ページまでは引き続き日本原子力発電の中西氏の資料1-2を

使用した詳細な説明があります。 

http://www2.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/power_plants/00000

216.html 

この部分では、メルトダウンが発生し、溶融核燃料が圧力容器下部を突き破り、ペデスタル

に落下するまでに、圧力容器下部に取り付けられている下鏡温度計などの各部の変化を検知

し、圧力容器破損の判断をし、短時間にペデスタルに注水を開始する手順が説明されていま

す。 

 それから、ペデスタルに貯水した水深が 1ｍ以上に成ると、万一水蒸気爆発が発生した場

合、水蒸気爆発圧力でペデスタルを構築しているコンクリート壁が損傷をする可能性が有る

が、水深が 1ｍではコンクリート壁が高熱になり破損する可能性が有るので、コンクリート

壁を保護するためのコリウムシールドの設置が説明されています。 

 資料１－２の53ページからの添付5．コリウムシールド材料の選定と60ページからのＺｒ

Ｏ２耐熱材の侵食開始温度の設定についての説明が行われています。 

 中部電力(株)，東北電力(株)，東京電力ホールディングス(株)，北陸電力(株)，中国電

力(株)，日本原子力発電(株)，電源開発(株)，(一財)エネルギー総合工学研究所，(株) 

東芝，日立GE ニュークリア・エナジー(株)が実施した共同研究の成果で、コリウムシール

ド材料にはジルコニア耐火材が最適と選定されたようです。 

 すでに、国際的には早くからコアキャッチャーの材質には、ジルコニア耐火材が最適と

選定されており、フランスのアレバー社のＥＰＲのコアキャッチャー付原子炉は中国で運

転が開始されています。既存の原発にコアキャッチャーを取り付ける事はなかなか難しい
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ようですが、コリウムシールドの取り付けはヨーロッパでは良く行われています。 

 しかし、大飯原発の3、４号機と玄海原発の3、４号機は生コンを使用して、コリウムシ

ールドを行い、再稼働が行われました。 

 ペデスタルに貯水する水の水深を1ｍ以下に抑える方法が詳しく説明されています。 

18ページからは、日本原子力発電の熊谷氏の説明が行われています。 

 119ページからの「添付12．ＳＥの発生を想定した場合の格納容器の健全性への影響評

価」が説明されています。 

 「SEの解析についてはJASMINE、それから構造解析については汎用有限要素解析コードの

LSDYNAを用いて解析を実施しております。」と説明されています。 

ペデスタルに貯水した水深が1ｍの場合の強度計算結果の報告が行われています。 

ペテスタルの円筒部や床部は鉄筋コンクリート構造に成っていますが、それらの各部分の

許容応力、許容歪と、発生応力、発生歪の説明が行われています、 

 発生歪にはある程度の余裕が有るようですが、せん断応力は限界に近い部分も有るよう

です。 

 しかし、強度計算上は、ペデスタルに貯水した水深が1ｍ以下の場合には、水蒸気爆発が

発生しても安全であると説明されています。 

 

３．東海第二原発の水蒸気爆発問題３ 

＜第４６５回適合性審査会３＞ 

議事録の 21 ページから 35 ページには、配布資料の説明について、原子力規制庁担当官

の質問や論議が記録されています。 

 日本原子力発電は、「ペデスタルでの物理現象発生に対する対応方針」について、パワー

ポイントによる簡単な説明資料と、詳細な説明資料を提出しています。 

 この問題は、東海第二原発の再稼動にとって、極めて重要な問題で、資料も詳細なものに

成っています。 

 そして、東海第二原発の適合性審査会が始まってから、水蒸気爆発問題等の初めての検討

会ですが、日本原子力発電の説明も、論議についても簡単なもので終わっています。 

 元々、沸騰水型原発を所有する東京電力、中部電力、東北電力、中国電力は新規制基準に

係わる設置変更許可申請書の作成に当たっては、グループを結成し、共同作業を行っていま

す。 

 そして、沸騰水型原発については、東京電力の柏崎刈羽原発６、７号機の適合性審査が先

行して行われています。 

 平成 27 年 9 月 15 日に行われた第 274 回適合性審査会などで、水蒸気爆発問題の詳しい

資料が提出され、大量の審議が行われています。 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11235834/www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yu

ushikisya/tekigousei/power_plants/00000076.html 

 加圧水型原発の水蒸気爆発対策については、適合性審査会は九州電力の川内原発が先行し

ていますが、キャビテイに大量貯水を行い、ＭＣＣＩ（コアコンクリート反応）対策を行い、
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しかも水蒸気爆発は起こらないとの強行策は、明らかに関西電力が先頭に立って強行してい

ます。 

 そして、福島第一原発のメルトダウン事故後も、日本の電力会社の護送船団方式は守られ

ているようで、沸騰水型原発グループも関西電力方式は尊重しているようです。 

 しかし、加圧水型原発と沸騰水型原発は格納容器の基本設計が大きく異なる事と、沸騰水

型原発が福島第一原発でメルトダウンを起こした原発で有ったため、沸騰水型原発グループ

の水蒸気爆発対策は、加圧水型原発グループの足を引っ張らない範囲で、幾らかの水蒸気爆

発対策の強化を行っています。 

 そして、水蒸気爆発は起こらないでは無く、水蒸気爆発の起きる可能性は極めて小さいが、

それでも安全の為に万一水蒸気爆発が起きた場合の、格納容器強度の検討を行っています。 

 その基本的な構成は既に、第 274 回適合性審査会など説明と論議が行われています。 

そのために、第４６５回適合性審査会では、主に柏崎刈羽原発６、７号機と東海第二原発の

構造が違う部分について、日本原子力発電から説明が行われていましたが、論議もこの部分

が中心に行われています。 

 審議の主なものの一つに、ペデスタルに貯水する１ｍ高さの水位の維持管理が検討されて

います。 

 それから、東海第二原発はペデスタルの構造物の強度が柏崎刈羽原発６、７号機に比べて

弱いので、水蒸気爆発発生時の強度の検討が詳しく論議されています。 

 これまでの新規制基準に係わる設置変更許可申請書の添付資料で、意図的に隠蔽されてき

た、水蒸気爆発時のペデスタル内の水中の爆発圧力やペデスタルコンクリート壁に掛かる水

圧力の質問が有り、口頭での一定の説明がありました。今後、資料でもう少し詳しく説明す

るとの回答が日本原子力発電より有りました。 

 

４．東海第二原発の水蒸気爆発問題４ 

＜第４７６回適合性審査会＞ 

平成２９年６月２０日に第４７６回適合性審査会が開催されています。 

http://www2.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/power_plants/00000

224.html 

この審議会は、午前中は柏崎刈羽原発６号、７号の審議が行われており、午後に東海第二

原発の審議が行われています。 

 そして、前回初めて行われた第４６５回適合性審査会において、問題となり、継続的な審

議が必要とされたことについて、提出資料の補強が行われ、再度審議が行われています。 

 議事録によると、東海第二原発の審議では、初めにコリウムシールドの検討が行われてい

ます。 

 東海第二原発はＭａｒｋ－Ⅱ原発で、格納容器下部に圧力制御室が有り、原子炉圧力容器

下部のペデスタルの下部にも、大量の貯水が行われています。 

 そして、ペデスタルの下部がスラブ構造に成っているので、ＭＣＣＩ（コアコンクリート

反応）やＳＥ（日本原子力発電は水蒸気爆発 Steam explosionをＳＥと呼んでいます）には
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非常に弱いので、ペデスタル内部を１ｍ以内に抑える貯水だけでは強度が不足すると判断し、

コリウムシールドの設置を検討しています。 

コリウムシールドの材質は、ジルコニア耐火物を選定し、施工厚みも決定していますが、

今回の資料では施工厚みは白抜きされており、施工厚みの情報は有りません。 

 それからＭＣＣＩ対策とＳＥ対策については、水深は相反する性質が有り、ＭＣＣＩ対策

にとっては、水深が深いと対策率が良好になるが、ＳＥ対策にとっては、水深が深いと水蒸

気爆発力が強大になる。そこで水深は 1ｍと決定し、水深の管理を如何に確実に行うかの説

明が行われています。 

 水深の管理が不十分になると、メルトダウン事故の発生時、大量に発生する事が予測され

るプルトニウム等を含むウラン燃料のミクロンオーダーの微粉の発生と、大気中への飛散量

が膨大になるので、慎重な検討が行われています。 

 それから、ペデスタルに貯水する冷却水の水深が１ｍなので、メルトダウン発生時、原子

炉圧力容器からペデスタルに落下する大量の溶融核燃料が、ペデスタル床に充分に広がって、 

全量水中に保持し、冷却ができるかの検討が熱心に行われています。 

 75 ページから 77 ページにＳＥ（水蒸気爆発）の発生時ペデスタルの水中でどのような爆

発圧力がかかるのかの説明が行われています。 

 資料 2-1-1 では、18 ページに簡単な説明があります。資料 2-1-2 では、255 ページから

259 ページに詳しい説明があります。 

ペデスタルの床の中心部では約 55MPa（約 550 気圧）側壁では約 4MPa（約 40 気圧）と

なっています。 

 水蒸気爆発が中心部底部付近で起きた場合ですから、トリガーの発生位置により水蒸気爆

発が側壁近くで発生したら、ペデスタル側壁にも巨大な圧力がかかると思われます。 

 

５．東海第二原発の水蒸気爆発問題５ 

＜コリウムシールドの設計＞ 

東海第二発電所 工事計画審査資料 

資料番号 補足-270-2 改7、平成30年8月24日、原子炉格納施設の設計条件に関する説明書

に係る補足説明資料、（コリウムシールドの設計） 

http://www.nsr.go.jp/data/000247134.pdf 

 東海第二原発の新規制基準に係わる設置変更許可申請書の提出資料には、コリウムシール

ドの構造や耐火層厚みは白抜きにされており、その内容は材質がジルニア（ＺｒＯ2）で有

る事しか説明がありませんでした。 

 しかし、工事計画審査資料には、コリウムシールドの構造や耐火層厚みの簡単な説明があ

ります。 

 補足 6-3 ページや補足 10-2 ページにコリウムシールドの厚みを 15ｃｍと仮定して、説明

が行われていますので、コリウムシールドの厚みは 15ｃｍと推定されます。 

この資料の「補足3 目地材がコリウムシールドに与える影響について」に、コリウムシ

ールドの取り付け構造が簡単に図示されています。 
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コリウムシールドの構造の詳細な説明は無いようですが、概略図とその説明によれば、コリ

ウムジルドは SUS のステンレス鋼板製のボックスの中に耐火煉瓦を二層構造で詰め込んで

いるようです。別の資料ではコリウムシールドの厚みは 150ｍｍとの説明がありましたが、

二層構造に成っているようです。それから推定すると、煉瓦層の厚みは３０ｍｍプラス１１

４ｍｍで構成されているようにも思われます。 

 材質はジルニア（ＺｒＯ2）煉瓦のようです。 

九州電力の川内原発 1、２号機や関西電力の高浜原発３、４号機、四国電力の伊方原発３号

機は、「ＴＲＯＩ実験の自発的な水蒸気爆発は、実機に比べて過熱度が異常に高いから発生

したが、実機に比べ比較的に過熱度が似ている実験では、トリガーを与えて水蒸気爆発が起

きたのである。しかし、実機には水蒸気爆発実験のようなトリガーは有り得ないので、実機

には水蒸気爆発は起こらない。 

 それなので、水蒸気爆発が起きた場合の、キャビティや格納容器の強度計算は行わない。 

また、キャビティには原子炉圧力容器の底部が浸かるまで、満水の大量貯水を行う。」と説

明し、原子力規制委員会に一歩も譲らず、適合性審査の許可を受けて再稼動を行っています。 

また、九州電力の玄海原発３，４号機や関西電力大飯原発３、４号機は、それらの条件上に、

水中で有っても、格納容器内部のコンクリート壁のガスシール用の６．４ｍｍ鉄板が溶融核

燃料で破ける可能性が有る事が分かると、生コンを使用してコリウムシールドを行っていま

す。 

 しかし、日本原子力発電は東海第二原発については、万一水蒸気爆発が起きる事も考えら

れるので、ペデスタルや格納容器の強度計算を行い、溶融核燃料冷却用貯水の１ｍの水位維

持管理を行っている。又融点が約２７００℃、耐熱が２２００℃程度のジルコニアのコリウ

ムシールドを行っています。 

 九州電力の玄海原発３，４号機や関西電力大飯原発３、４号機は融点が約１２００℃、耐

熱が２００℃程度のポルトランドセメントコンクリート（生コン）のコリウムシールドを行

っています。 

 日本原子力発電の東海第二原発は格納容器構造が非常に弱く、現在のメルトダウン対策で

も非常に危険と思われます。 

しかし、加圧水型原発のメルトダウン対策は、あまりにも危険な状態で再稼働が強行され

ていると思われます。 

 

６．東海第二原発の水蒸気爆発問題６ 

＜第 15回東海第二発電所安全性検討ワーキングチーム＞ 

茨木県では東海第二発電所安全性検討ワーキングチームが設立されており、令和元年 6月

26日に第 15回委員会が開催されています。 

http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/gentai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku

.html 

このワーキングチームの記録を調べてみると、このワーキングチームは、原子力規制委員

会の適合性審査会とは別に、県民の立場から東海第二原発の安全性について、独自の検討を
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行っていることが分かりました。 

 また、第 15 回委員会では、県民からの意見募集を行っており、それらの意見を基にして

県民意見の結果とワーキングチームにおける今後の進め方について（案）を発表しています。 

東海第二原発の水蒸気爆発問題も、今論議が必要に成っていることが分かりました。 

茨木県では 2019 年１月から 2 月に欠けて、県内で東海第二原発の再稼働についての住民

説明会が開催されています。 

その時行われた机上配付資料１、住民説明会（質疑及びアンケート）・意見一覧が報告さ

れています。 

 その後、茨木県は県民にたいして、東海第二原発の再稼働についての意見募集を行った

ようで、机上配付資料２、県民からの意見募集・意見一覧が報告されています。 

 それらの資料には、引き続く通し番号が付けられています。 

そして、これらの資料を一つにまとめて、項目ごとに整理し、資料３－２ 県民意見を踏

まえた論点（案）令和元年６月２６日として報告されています。 

この資料は、全部で1215件有ります。 

水蒸気爆発問題関係の項目は3-2-57ページの846番から3-2-60ページの1195番まで、１６件

有ります。 

 メルトダウンの発生時に、大規模な水蒸気爆発が発生すれば、酸化ウラン燃料や運転中

に大量に生成されたプルトニウムがミクロンオーダーの微粒子となって、大量に大気中に

飛散して、福島第一原発のメルトダウン事故をはるかに凌ぐ放射性物質汚染を引き起こす

可能性が有ります。 

 そして、茨木県の住民の意見も、水蒸気爆発問題に厳しい意見がたくさん提出されてい

ます。 

この問題について、論点（案）（今後日本原電等から説明を求める事項）は、 

・格納容器下部（ペデスタル）の各種安全対策に係る具体的な設計方針（材質や耐熱性，

耐震性等を含む）及び溶融炉心流下に伴う環境変化や水蒸気爆発を想定した場合の衝撃，

再臨界等に対する裕度について 

・溶融炉心による水蒸気爆発に関する具体的な評価結果及びその保守性について（WT指摘

事項と共通） 

と整理されています。 

東海第二発電所安全性検討ワーキングチームでは、今後東海第二原発の水蒸気爆発問題の

追及が有るようです。 

 


