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広島地裁の伊方原発裁判の四国電力側の準備書面（16）への反論まとめ 

                                2019 年 10月 24日 

                                 中西正之 

 

１． 広島地裁の伊方原発運転差し止め裁判の四国電力側の水蒸気爆発問題準備書面（16）

が公開された 

 広島地裁の伊方原発運転差し止め裁判の 2019 年 8 月 7 日の本訴第 16 回口頭弁論におけ

る四国電力側の水蒸気爆発問題の準備書面（16）が公開されています。 

https://saiban.hiroshima-net.org/pdf/honso/yonden_jyunbi_16.pdf 

この四国電力側の準備書面は、住民側の平成 31 年 4 月 26 日付けの準備書面 24 に対する反

論書です。 

これまで、四国電力、九州電力は住民交渉において、水蒸気爆発問題についての質問に対し

て、徹底的に回答を避けてきました。又、原子力規制委員会も、加圧水型原発の適合性審査

書（案）についての水蒸気爆発問題のパブリックコメントについて、徹底的に回答を避けて

きました。 

 そして、適合性審査書についての異議申し立てについても、徹底的に回答を避けてきまし

た。 

原発運転差し止め裁判においては、初期の頃は、余り水蒸気爆発問題は争われてはいなかっ

たように思われます。 

しかし、四国電力の伊方原発の運転差し止め裁判や九州電力川内原発の運転差し止め裁判、

玄海原発の運転差し止め裁判で、住民側から水蒸気爆発問題の準備書面と、証拠書類がたく

さん提出されてきたので、四国電力側や九州電力側は、反論の見解を表明せざるを得なくな

り、最近見解が少しずつ明らかになってきました。 

 そして、特に加圧水型原発を所有する電力会社の技術者の中には、水蒸気爆発問題が理解

できるような人が殆どおられないようです。 

 裁判の準備書面を読めば、よく分かります。 

これまで、TROIの実験について争っていましたが、四国電力側には TROIの実験の事が良く

は分かっていないようです。 

 また、今回ＳＥＲＥＮＡプロジェクトの事が新しい論争に成りましたが、四国電力側には

ＳＥＲＥＮＡプロジェクトの事も良くは分かられていないようです。 

 加圧水型原発を所有する電力会社の見解や証拠資料が出始めたので、これから論争ができ

るようです。 

 

２．外部トリガーの発生の可能性について 

 準備書面（16）は、従来の主張の繰り返しが主で、そのほか従来は隠蔽していたＳＥＲＥ

ＮＡプロジェクトについての僅かの見解と、更田豊志原子力規制委員会委員長が行われた発

言の内都合の良い一部を切り取ったものが主張されています。 

https://saiban.hiroshima-net.org/pdf/honso/yonden_jyunbi_16.pdf
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 もともと、ＴＲＯＩ実験やＳＥＲＥＮＡプロジェクトは、日本の原発関係の一部の人には

知られていたようですが、一般市民には殆ど知られていませんでした。 

 そこで、加圧水型原発を所有する４電力会社が三菱重工業の協力を得て、新規制基準に係

わる設置変更許可申請書を提出した時、隠蔽されていました。 

 しかし、川内原発の適合性審査書案についてのパブリックコメント時に、水蒸気爆発を専

門とする高島武雄氏の指摘が有り、隠ぺい工作が発覚しました。 

 そして、加圧水型原発の運転差し止め裁判を行っていた原告団により、ＴＲＯＩ実験の報

告書の原文の入手、日本語への翻訳、ＳＥＲＥＮＡプロジェクトの報告書の原文の入手、日

本語への翻訳が行われ、証拠書類の提出や、裁判での追及が始まりました。 

 元々、隠ぺいを前提にして作成された、新規制基準に係わる設置変更許可申請書だったの

で、基本的に矛盾だらけなので、隠ぺいの発覚後作成された追加の主張も矛盾だらけになっ

ています。 

 裁判で、初めて論争が始まったので、その実態がはっきりとし始めました。 

ＴＲＯＩ実験における自発的な水蒸気爆発発生時の温度が実炉の温度よりも異常に高温度

だったとの偽装については、非常に明確な結果が出ています。それについては、後の報告で

詳細に説明を行います。 

 最近ＳＥＲＥＮＡプロジェクトの隠ぺいの問題が論争に成ってきましたが、その中で四国

電力の主張は、ＴＲＯＩ実験やＫＲＯＴＯＳ実験は、異常に激しいトリガーを与えて、水蒸

気爆発が起きているが、実炉ではそのようなトリガーは絶対に存在しないので、訴訟団側の

主張は誤りであるとの主張です。 

 しかし、この主張こそは、ＳＥＲＥＮＡプロジェクトの主要な主旨や、高温度領域の専門

的な知見からは、最も誤った主張と思われます。 

 四国電力は準備書面（９）で次のように説明しています。 

６ページでＫＲＯＴＯＳ実験では、実験装置の底部より、150気圧の圧縮ガスを放出する機

構を設けて、水蒸気爆発実験で、トリガーを与えて水蒸気爆発を発生させている、と説明し

ています。 

７ページで「2. ?第 3 部 MAAP コード」添付 2溶融炉心と冷却水の相互作用について 3.2-34

頁の図 5-1-4，同 3.2-37頁の図 5-2-4，同 3. 2 -4 0 頁の図 5-3-4，同 3目 2-4 3 頁の図 5-

4-4) )ことを確認しています。したがって，KROTOS 実験における 150 気圧もの高い圧力が

実機の原子炉下部キャビティにかかることは考えられず実機において水蒸気爆発に至る可

能性は極めて小さい。」と説明しています。 

 また、９ページで、ＴＲＯＩ実験では「爆薬(PETN 1g) によって，実測値で 9MPa (=約 90

気圧)程度の圧力，つまりトリガーを与え(乙 307 (378 頁) )，強制的に膜沸騰状態の蒸気膜

を不安定化させるという，実機の原子炉下部キャピティで生じるとは考えられない条件を付

加した結果のものである。」とし、水蒸気爆発実験で、トリガーを与えて水蒸気爆発を発生

させている、と説明しています。 

 四国電力は、実験はトリガーを使用したから水蒸気爆発が起きたと説明しています。 

フランスで行われたＫＲＯＴＯＳの水蒸気爆発実験では、１５MPa（約１５０気圧）のアル
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ゴンガスを３０ＣＣ吹き込んでいます。 

http://npg.boo.jp/siryou/181105nakanisi_2.pdf 

ところが、国内外で行われた水中でのＭＣＣＩ（コアコンクリート反応）実験では、水中で

の溶融炉心とコンクリートの反応により、溶融炉心の上部に生成したクラスト（製錬のスラ

グのようなもの）をつき破り、格納容器の圧力が高くなって、その強度が問題になるほどの

非圧縮性のガスが発生することが確認されています。 

 四国電力は、高圧の３０ＣＣのガスはトリガーとなるが、格納容器の圧力が高くなって、

その強度が問題になるほどの非圧縮性のガスの噴き上げは、トリガーには成らないと考えて

いるようです。 

http://npg.boo.jp/siryou/181105nakanisi_1.pdf 

 また、ＴＲＯＩ－５１の実験では、トリガーが使用されていますが、そのトリガーには僅

か１ｇのＰＥＴＮの爆薬が使用されています。一円玉の重量程度の爆薬の爆発力で、３２Ｍ

ｐａ（約３２０気圧）の水蒸気爆発が起きています。 

 ところが、四国電力は伊方原発３号機の水素爆発対策の為に、格納容器内にイグナイター

を設置し、メルトダウン事故が発生し、何百ｋｇもの水素が発生した時には、爆轟が発生す

る前に発生した水素に点火をし、爆燃させて水素量を減らす対策を取っています。１ｇの爆

薬では無く、何百ｋｇもの水素が爆発したら、巨大なトリガーに成ると思われます。こんな

危険な事は、許されません。 

 

３．ＴＲＯＩ実験の自発的温度の過熱度が実機に比べて異常に大きいは、間違い 

四国電力をはじめとする加圧水型原発を所有する電力会社は、ＴＲＯＩ実験の隠ぺいが暴

露されると、ＴＲＯＩ実験では自発的な水蒸気爆発が発生しているが、それは自発的な水蒸

気爆発が発生した時の疑似溶融燃料の温度の過熱度が、実機で想定される温度に比べて異常

に大きかったと主張し始めました。 

 しかし、これらの主張の間違いは、2002年ＴＲＯＩ報告書、2003年ＴＲＯＩ報告書、2007

年ＴＲＯＩ報告書、2008年ＴＲＯＩ報告書を良く調べればすぐに明らかになります。 

四国電力は、準備書面で、これらの報告書で使用されている表とグラフのみを引用していま

す。 

 しかし、これらの報告書の内容については、殆ど読まれていないと思われます。 

2002 年報告書で、6回の試験の内 3回で自発的な水蒸気爆発が起きています。 

 ＴＲＯＩ実験は、初期の温度測定は CHINO 製の 1100℃－3100℃の二色高温度計が使用さ

れています。測定温度範囲が 3100℃までだったので、二色高温度計の測定窓の前に減光用

フィルター等を使用したと推定されます。そして、測定値の温度補正を行い、試験温度とし

て報告されています。しかし、TROI-11の実験温度が 3100℃を超えていたのに、試験後回収

されたサンプルは元の形状の UO2ペレットがたくさん回収されています。 

そこで、加熱時間が短時間なので、UO2ペレットの表面だけが溶けて、内部は溶けていない

ままになっていることも考えられるが、CHINO製の温度計が誤動作しているのではないかと

疑いが出たように思われます。 

http://npg.boo.jp/siryou/181105nakanisi_2.pdf
http://npg.boo.jp/siryou/181105nakanisi_1.pdf


 

4 

 

2003 年報告書では、CHINO 製の温度計は測定温度が 3100℃までで、測定温度は外挿されて

おり、測定器としても好ましくないと思われ、測定温度が 3500℃まであるアメリカ製の

IRCON 二色高温計が新しく採用され、TROI-14 の実験で両二色高温計が比較測定されたと思

われます。 

 そして、測定を行うと 794 ページの図 17 に示されているように、CHINO 製の外挿補正温

度は IRCON二色高温計測定よりも約 600℃高くなっていしまた。 

 そこで、CHINO 製温度計の外挿補正温度は補正が行われることに成りました。 

2007 年ＴＲＯＩ報告書では、ＴＲＯＩ実験で温度測定窓にはサイトグラス（覗き窓用ガラ

ス）が使用されていなかったので、実験の途中でのぞき窓から微細ダストを含む高温度ガス

の大量の吹き出しが有り、測定温度の低下がおきている。 

 そこで、覗き窓にサイトグラスを取り付ける事にした。しかしサイトグラスは光の波長に

より光の吸収率が違うので、サイトグラスを取り付けると測定温度が高くなる。従って、測

定温度には温度補正を行うと説明されています。そして、報告書には、測定温度と補正温度

が併記されています。 

 2008 年ＴＲＯＩ報告書では、これまでの実験に使用されてきたサイトグラスは強化ガラ

スだったので、測定器の測定温度が異常に高く成っており、温度補正を行ってきた。しかし、

TROI-52の実験で、サイトグラスを石英ガラスに交換したところ、サイトグラスの無い測定

温度と殆ど同じ温度を示すようになった。そしてこの実験以後温度補正は行わなくなった、

と報告されています。 

 また、ＴＲＯＩ実験報告では、実験終了後の疑似溶融燃料のサンプルを回収し、その電子

顕微鏡写真等からの専門的な疑似溶融燃料の溶解温度解析も行っています。 

ＴＲＯＩ実験の実験温度は、４通の報告書によって詳しく説明されています。しかし、四国

電力の主張には、それらの事は全く考慮されていなく、報告書で使用されている表とグラフ

のみを引用して、高い温度数値のみを引用し、「ＴＲＯＩ実験では自発的な水蒸気爆発が発

生しているが、それは自発的な水蒸気爆発が発生した時の疑似溶融燃料の温度の過熱度が、

実機で想定される温度に比べて異常に大きかった」と繰り返し主張しています。 

 科学・技術的な検討が全く行われていません。 

 

４．四国電力のＳＥＲＥＮＡプロジェクトについての反論はあまりにも内容が乏しい 

市民による原告団は、平成 31年 4月 26日付けで、準備書面２４（水蒸気爆発２）を提出

しています。 

この準備書面は、2004 年のセレナレポート 1、2007 年のセレナレポート 2、2014 年のセレ

ナレポート 3の証拠書類を提出し、セレナプロジェクトにおける、格納容器内水蒸気爆発の

危険性の主張を詳しく説明しています。 

 セレナレポート 1 は 109 ページ、セレナレポート 2 は 126 ページ、セレナレポート 3 は

22 ページの大量の報告書であります。 

 ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）は原発が世界経済の発展に大きく役立つと考え、その内部

にＮＥＡ（原子力機関）を設立しています。そしてＮＥＡはＣＳＮＩ（原子力施設安全性委
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員会）を設立しています。ＣＳＮＩはスリーマイル原発のメルトダウン事故やチェルノブイ

リ原発のメルトダウン事故の発生により、メルトダウン事故の発生時の事故の原子炉敷地外

への影響をできるだけ少なくするための検討を熱心に行っています。そして、それらのメル

トダウン事故緩和対策に必要と思われる重要な項目について、ＭＣＣＩ（コアコンクリート

反応）研究の特別プロジェクトなども設立していますが、最大のプロジェクトとして、水蒸

気爆発問題を検討するＳＥＲＥＮＡプロジェクトを設立しています。 

 ＳＥＲＥＮＡプロジェクトは、世界各国で、水蒸気爆発現象の実験研究と、それらのシミ

ュレーションコードの開発が行われているが、問題の解明の難易度が極めて高い事と、水蒸

気爆発は原発の過酷事故の発生時、世界の環境に大きな影響を与えるほどの深刻な災害を発

生する危険性が大きいと考え、国際的なプロジェクトを開催しています。 

 日本からも、元日本原子力研究所と元 NUPEC（原子力発電技術機構）、がＳＥＲＥＮＡプロ

ジェクトに参画しています。 

 2004 年のセレナレポート 1 では、世界各国の原子力研究機関の水蒸気爆発研究の到達と

見解等が詳しく報告されています。 

 特にヨーロッパの研究機関は、水蒸気爆発の危険性を極めて重視しています。 

ＩＡＥＡやＯＥＣＤ（経済協力開発機構）のＮＥＡ（原子力機関）は、スリーマイル原発の

メルトダウン事故やチェルノブイリ原発のメルトダウン事故の発生を経験し、世界のどこか

で、もう一度このような大きなメルトダウン事故が発生すれば、世界の原発の推進に極めて

困難な状態が発生すると考え、重大事故対策を極めて重視してきました。 

 そして、ＳＥＲＥＮＡプロジェクト等も設立し、原発の重大事故対策を極めて重視してき

ており、ヨーロッバの新型炉やロシアの新型炉は水蒸気爆発が起こらない様に、コアキャッ

チャー付原発の設計、建設を行い始めていました。ところが、原発の推進を国策として、非

常に熱心に建設を続けてきた日本なのに、海外の安全対策は無視してきました。その結果、

福島第一原発のメルトダウン事故を引き起こしてしまいました。 

 また、現在に至っても、四国電力等加圧水型原発を所有する電力会社はＳＥＲＥＮＡプロ

ジェクト等を無視続けています。 

四国電力の知見とは全く違って、この３つのレポートには、大量の知見が含まれています。 

 四国電力は、それらの知見の中で、都合の良い部分を一部のみ抜き出して、準備書面（16）

で説明を行っています。 

 しかし、準備書面（16）は、３つのレポートをよく読んでから行われた書面とはとても思

われません。殆ど内容を読んでいないような準備書面と思われます。 

 ＳＥＲＥＮＡプロジェクトの隠ぺい問題は、これからの論争に成るように思われます。 

  

５．ＪＡＥＡレポートの理解が殆どなされていない＞ 

 日本の加圧水型原発は三菱重工業が、アメリカのウエスチングハウス社から技術導入して、

主に関西電力、九州電力、北海道電力、四国電力などの原発として、建設されました。 

 そして、メルトダウン事故を起こした福島第一原発が沸騰水型原発だったので、原子力規

制委員会は沸騰水型原発には非常に厳しい態度で対応しました。 
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 そのような環境の中で、加圧水型原発グループは、重要な事項を隠蔽して、メルトダウン

の発生時の事故緩和対策は、極めてずさんで危険な対策を新規制基準に係わる設置変更許可

申請書に採用しました。 

 ところが、第９回新規制基準適合審査会において、格納容器下部キャビティに大量の緊急

貯水を行い、落下した溶融核燃料を冷却し、メルトダウンの発生時の事故緩和対策を行うと、

格納容器内で大水蒸気爆発が起きる可能性が有り、大変危険ではないかという事が問題にな

りました。 

 そこで、関西電力、九州電力、北海道電力、四国電力は平成 25 年 12 月 17 日の第５８回

適合性審査会において、「重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コー

ドについて 

（第３部 ＭＡＡＰ）添付２ 溶融炉心と冷却水の相互作用について」の資料を共同で提出し、

合同で説明を行いました。 

 この資料には、ＴＲＯＩ実験やＯＥＣＤのセレナレポートは意図的に隠蔽されており、都

合の良い水蒸気爆発実験を集めて、実炉には水蒸気爆発は起こらないとの説明が行われてい

ました。 

 また、この資料には報告書の水蒸気爆発実験の根拠を示す引用文献の明示が１件だけしか

有りませんでした。 

 できるだけ一般市民への隠ぺいの事実を隠しておきたかったと推定されます。 

この資料と、「実炉には水蒸気爆発は起こらない。」との論旨は、加圧水型原発にとって極め

て重要な重大事故対策なので、この資料が適合性審査会の大きな課題となりました。 

 この資料は、平成 26年 4 月 3日の１０２回適合性審査会において、「重大事故等対策の有

効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第３部 ＭＡＡＰ）添付２ 溶融炉

心と冷却水の相互作用について」で一部改定されました。 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11036037/www.nsr.go.jp/data/000035678.pdf 

 この資料の 3.2.10、3.2.11 ページで追加されたのが、２件目の引用文献が明示された「2 

JAEA-Research 2007-072「軽水炉シビアアクシデント時の炉外水蒸気爆発による格納容 

器破損確率の評価」2007 年 8 月」で示されたＪＡＥＡレポートです。 

 このレポートは森山論文と言われて、日本の論文として極めて水準の高い論文と思われま

す。 

 この報告書と、ＯＥＣＤのセレナレポートを読み比べると、この報告書はＯＥＣＤのセレ

ナレポートと殆ど同じ論旨で作成されている事が良く分かります。 

 四国電力は、自らのグループが重要な報告書に引用した、国内文献で有るのに、ほとんど

その内容が理解されていないようです。 

 今後の論争が重要と思われます。 

 

６．ＪＡＥＡレポートのプルトニュウムダスト飛散はまったく無視されている＞ 

四国電力や関西電力、九州電力、北海道電力は、これまで一貫して、これまで世界の各国で

実施された水蒸気爆発実験では、実炉ではあり得ないような激しいトリガーを与えた実験や、

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11036037/www.nsr.go.jp/data/000035678.pdf


 

7 

 

実炉の溶融核燃料の温度よりも 600℃から 800℃も高温度の実験によって水蒸気爆発が起き

ている。 

 そして、これらの実験はあえて意図的に水蒸気爆発を起こさせているが、実炉にはそれら

のような条件は有り得ないので、実炉には水蒸気爆発の起きる事は有り得ないとの主張を続

けています。 

 そして、実炉には水蒸気爆発の起きる事は有り得ないので、万一実炉に水蒸気爆発が起き

ると、どのような事が起きるかについては、全く検討が行われていません。そして、原子力

規制委員会も玄海原発で行われた住民説明会で、それを認めています。 

 しかし、ＪＡＥＡレポートは、ＯＥＣＤのＳＥＲＥＮＡプロジェクトと同じ様に、実炉に

は水蒸気爆発の可能性が有るので、水蒸気爆発が起きた時は、どのような事が起きるかを詳

細に検討しています。 

 万一、何かの原因で原子炉にメルトダウンが発生した時、格納容器下部のキャビティに大

量の水を貯水し、その水の中に大量の溶融核燃料を落とし込めば、格納容器が破損し、内部

の高圧水蒸気が大気中に大量に噴き出す可能性が有る事を示しています。 

 ＪＡＥＡレポートは、その時に何が起きるかを明快に説明しています。 

ＪＡＥＡレポートの 48 ページから 51 ページに「４.水蒸気爆発によるソースタームに関す

る検討」が報告されています。 

 四国電力や関西電力、九州電力、北海道電力などの資料では隠蔽されていますが、世界各

国で行われた水蒸気爆発実験では、水蒸気爆発発生後の疑似溶融核燃料がどのような形態に

成るのかの詳細な調査が行われています。 

 この事は、各水蒸気爆発実験の報告書を詳しく調べると良く分かります。 

そして、ＪＡＥＡレポートにはその事を詳しくまとめて、報告されており極めて貴重な報告

です。 

 50 ページに、有名な水蒸気爆発実験における、水蒸気爆発発生時のデブリの粒径とその

累積重量比のグラフ図３９が示されています。 

 粒径はｍで表されており、１０－４が 100ミクロンです。このグラフでは、累積重量比な

ので微細量の詳細までは分かりませんが、各実験報告では、ウラン・ジルコニアの水蒸気爆

発実験では、非細粉の発生個数は１０ミクロンをピークにして２ミクロンまでのものが多い

ようです。 

 一方、図 40 にはデブリ粒子直径とそれを浮遊するのに必要な蒸気流速の関係のグラフが

示されています。ウラン・ジルコニアの微細量は 0.1ｍの風速で簡単に浮遊することが良く

分かります。 

 実炉で大水蒸気爆発が発生した場合には、デブリには大量のプルトニウムが含まれます。 

従って、伊方原発に大水蒸気爆発が発生した場合には、ＰＭ２からＰＭ１０程度のプルトニ

ウム微粒子が大気中に大量に浮遊することが分かります。しかも軽い粒子なので、世界中に

浮遊すると思われます。 

 四国電力は、プルトニウムの恐ろしさを知らないようです。 

 


