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玄海原発３、４号炉のパブリックコント投稿の為の参考資料まとめ 

２０１６年１２月１９日 

中西正之 

１．原発の安全とは何か 九電と規制委 50時間の議論 

http://tinyurl.com/j539yao 

『NHK 2013.10.8.  

原発の早期の運転再開を目指す九州電力。新たな基準に基づく原子力規制委員会の審査が続

いている。安全は確保されるのか。ネット上に公開された 50時間の議論を徹底検証。  

9 月、運転している原発が再びゼロになった日本。今後、電力各社が運転を再開するには、

原子力規制委員会が 7月に施行した「新基準」に基づく安全審査をクリアすることが最低条

件になっている。番組では、いち早く審査を申請した九州電力と規制委員会の議論に注目。

ネット上に公開されている 50 時間を超えるやりとりを詳細に分析した。そこから、原発の

安全を巡る規制委員会と電力会社の意識の違いが見えてきた。』 

原子力規制委員会の新規制基準が公布され、川内原発１、２号炉の設置変更許可申請書が２

０１３年７月８日、玄海原発３、４号炉の設置変更許可申請書が２０１３年７月１２日に提

出され、適合性審査が始まりました。適合性審査が始まった時には、川内原発１、２号炉と

玄海原発３、４号炉はかなり重点的に審査が行われていました。しかし、川内原発１、２号

炉と高浜原発３、４号と伊方原発３号炉は殆ど同じ設計だったので、川内原発１、２号の適

合性審査が最優先され、次ぎに高浜原発３、４号、その次に伊方原発３号炉の審査が優先し

て行われました。また４０年ルールの適用より、２０年運転延長の期限切れの迫っていた高

浜原発 1・2号機、美浜原発３号機の適合性審査が続いて優先されました。 

そして、２０１６年５月頃から玄海原発３、４号炉の適合性審査が優先的に進められるよう

になって、２０１６年１１月９日に適合性審査案が公表され、パブコメの公募が有って、現

在公募期間中になっています。 

そして、最初に玄海原発３、４号炉の適合性審査が重点的に行われてからすでに３年間経ち

ましたので、この当時の審査会の状況は忘れかけている状況と思われます。しかし、３年前

に、ＮＨＫが「原発の安全とは何か 九電と規制委 50時間の議論」というひじょうに良い

放映を行っていますので、この放映を見直してみると、当初の重要な問題が良く分かると思

われます。 

 

２．岩波の「科学」２０１４年３月号の２通の過酷事故問題論文 

＜岩波の「科学」２０１４年３月号に２通の過酷事故問題論文が掲載されています＞ 

 （１）．「不確実さに満ちた過酷事故対策 新規制基準適合性審査はこれでよいのか」 

井野博満東京大学名誉教授，工学博士 、滝谷紘一 元原子力安全委員会事務局技術参与，

工学博士 

http://www.ccnejapan.com/archive/2014/201403_CCNE_kagaku201403_ino_takitani.pdf 

「原子力規制委員会が実施中の原発の新規制基準適合性審査に関して，PWR の過酷事故対策

http://tinyurl.com/j539yao
http://www.ccnejapan.com/archive/2014/201403_CCNE_kagaku201403_ino_takitani.pdf
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の有効性評価に焦点をあてて審査資料と審査状況を検証した結果，現状のままでは炉心溶融

と格納容器破損を防ぐことができない重要な疑問点，問題点が多々あることが判明した。厳

正な審査を求めてその問題点を論じる。」 

 （２）．「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」 

岡本良治 九州工業大学名誉教授（原子核物理学）、中西正之 燃焼炉設計技術者、 

三好永作 九州大学名誉教授（理論化学） 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/86331141/Shiryo/Kagaku_201403_Okamoto_etal.pd

f 

「2013 年 7 月 8 日に，原子力規制委員会（以下，規制委）による新規制基準が施行されて

以来，電力会社による原発の再稼働申請がなされ，その審査がなされている。再稼働の是非

については，各種世論調査によれば，反対意見が相対多数ではあるが，安全で必要ならば，

という条件付きで再稼働を認めるという意見もある。本稿では，再稼働の必要性または不要

性については言及せず，再稼働の安全性または危険性について論じる。」 

 岩波の「科学」２０１４年３月号の「震災・原発事故３年」の特集の論文ですが、原発の

過酷事故の基本問題が論じられています。 

 

３．「玄海原発再稼働審査の盲点」佐賀県と福岡県の科学者・技術者は今から２年半前に、

“玄海原発の適合性審査が終了した時、公聴会や意見公募（パブリックコメント）が行われ

る予定なので、公聴会や意見公募が行われるときに慌てなくて済むように、”「玄海原発再

稼働審査の盲点」の問題“を何か月も掛けて検討しました。 

そして、「月刊タウン雑誌さが」の「連載原子力」の２０１４年５月号と６月号に掲載して

もらいました。その「玄海原発再稼働審査の盲点」（上）、（下）のＰＤＦを添付します。 

 玄海原発の適合性審査の問題指摘は、２年半間経つと少しは変わったところも出てきては

いますが、基本的な処は同じと思われます。 

 九州電力が川内原発と玄海原発の再稼働申請書に、再稼働の安全対策を十分に行う為とし

て、免震重要棟を設置するとして申請しましたが、川内原発の再稼働に成功すると、もう新

規制基準の法律には規定されていない免震重要棟の建設は取りやめて、耐震棟の中に法律に

規定されている「代替緊急時対策所」も建設すると態度を豹変させたことが、最近話題にな

っていますが、初めから原子力規制委員会も、九州電力も免震重要棟の建設を行わずに再稼

働する予定でした。 

 そして、福島第一原発にあれほどの過酷事故対策が起きて、その大きな原因は、日本の原

発の安全基準には、ＩＡＥＡの深層防護の第１、２、３層までしかなかった為と反省して、

新規制基準は第５層の避難計画は策定しないが、再稼働の為には第４層は策定すると繰り返

し言われていました。しかし、新規制基準には、第４層の対策は含まれていないか、５年間

の猶予が認められていました。そして、２年半前の「玄海原発再稼働審査の盲点」をまとめ

た時期と、今とが決定的に違うのは、２年半前は日本の原発は深層防護の第４層の安全対策

は出来るだけ行い、安全を確保して再稼働を行うと、電力会社が説明していました。 

 しかし、川内原発１、２号炉が実際に再稼働を始めると、電力会社は、深層防護の第４層

https://dl.dropboxusercontent.com/u/86331141/Shiryo/Kagaku_201403_Okamoto_etal.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/86331141/Shiryo/Kagaku_201403_Okamoto_etal.pdf
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の安全対策は必要ないし、新規制基準という法律を守りさえすればよいと言い始めました。 

 そして、関西電力は福井地裁の「高浜原発 3，4 号機運転差止仮処分命令申立裁判」で、

深層防護の第１、２、３層の対策を完璧に行ったので、メルトダウンが起きる事は有り得ず、

第４層の対策は不要と主張し、２０１４年１２月２４日最高裁から送られてきた林潤裁判長

はその論旨を認めました。 

しかし、２０１６年３月９日大津地裁の山本善彦裁判長は高浜原発３、４号機の再稼働は「過

酷事故対策で危惧すべき点があり、津波対策や避難計画にも疑問点が残るのに、関電は主張

を尽くしていない」として運転停止を求める仮処分の決定をし、高浜原発３、４号機の再稼

働が停止しました。 

 それから、玄海原発３、４号炉と大飯原発３、４号炉には恐ろしい問題が有ります。玄海

原発３、４号炉と大飯原発３、４号炉は鋼鉄製の厚さ４ｃｍから６ｃｍの格納容器のを廃止

して、コンクリート製の格納容器とし、原子炉建屋の建設を中止している事です。 

 

４．避難計画はＩＡＥＡの深層防護の第５層の一部である 

（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）の参考資料 

 福島第一原発の過酷事故の発生後、日本の原子力安全基準はＩＡＥＡの深層防護の第３層

までしかなかったのが、過酷事故の発生時放射性物質の大量飛散による住民の第被害をもた

らしたが、審議委基準はできて、ＩＡＥＡの深層防護の第４層は新規に採用されたが、第４

層が無いのは大きな欠点といわれてきたと思われます。 

 しかしこの事は、事実は逆だと思われます。 

日本で、ＩＡＥＡの深層防護の５層の深層防護がある程度市民にも知られるようになったの

は、２０１４年５月に日本原子力学会の標準委員会が「原子力安全の基準的考え方について、

第?編、別冊、深層防護の考え方、技術委員会、技術レポート」を発表してからだと思われ

ます。 

 私は、それから１年半ほど経って、やっとＩＡＥＡの深層防護の５層の深層防護が重要な

事に気づきました。 

 そして、深層防護の第４層、深層防護の第１、２、３層、と調べてきましたが、それでは

第５層とは何かを調べて、報告書にしました。 

その資料を添付します。 

 調べた結果、日本では、１９９９年に起きたＪＣＯ臨界事故を経験し、日本でも過酷事故

は発生しうるとの観点が大きく成ってきて、ＩＡＥＡの深層防護の第５層の体制が作られて

きました。その調査がこの報告書類です。 

 日本の新規制基準に無いのは、ＩＡＥＡの深層防護の第５層では無くて、第４層です。 

 

５．玄海原発の基準地震動問題のパブコメを書くためには、原発なくそう！九州玄海訴訟の

準備書面が良い資料 
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基準地震動問題は、原発運転差し止め裁判では、専門的な知識を駆使して作成された資料が

多く、一般市民には分かりにくい事が多いと思われます。しかも玄海原発３、４号炉は原発

付近に大きな活断層が無いので、基準地震動問題はあまり大きな問題でないと考えられてき

た様に思われます。 

しかし、疑問に感じることが出てきたので、関係の審議会の議事録や配布資料を調べてみる

と、大変な問題が有ることが分かりました。 

かなり長期間に渡って調査しましたので、かなりな事が分かってきました。 

それをひとまとめにしたので、参考に添付します。 

とくに、原発なくそう！九州玄海訴訟の準備書面を報告していますので、一番参考になると

思われます。 

 

６.フィルター付きベントの申請書も審議も無いが、九州電力の安全宣伝資料にある 

「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」のパブリックコメントを提出しているが、九州電力の設置

変更許可申請書には、フィルター付きベントの記載は何もなく、適合性審査は何も行われて

いないので、玄海原発３、４号機のフィルター付きベントはどのようなものが計画されてい

るのか全く分かりません。 

 このフィルター付きベントの設置の問題を含め、玄海原発３、４号炉の再稼働にあたって

の問題が、約２年前の、２０１４年１２月２８日付けの「原発いらない！九州実行委員会の

九電本店への原発再稼働阻止の申し入れ統一行動報告」で報告されています。 

 その報告書の資料を添付します。 

九州電力は、この当時社内で湿式フィルター方式と、乾式フィルター方式の両方の方式の比

較検討を行っているが、湿式フィルター方式が良いとは考えている。方式を決定し、今後計

画を進めるとの見解を表明しています。 

 しかし、その後方式を決定し、設計を始めたとの発表はありません。ヨーロッパの原発の

ＥＵＲ（European Utility Requirement）規制基準では、フィルター付ベントの設置が義務

付けられています。九州電力が、５年以内に湿式フィルター方式のベントを取り付ける計画

なのか、乾式湿式フィルター方式のベントを取り付ける計画なのかの検討もせずに、設置変

更許可申請書の適合性審査案を公表する事は、非常に無責任な事と思われます。 

 

７．深層防護の議論を始めると泥沼にはいるので、ＩＡＥＡの深層防護の第４層は導入しな

かった「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 を提出しているが、発電用軽水型原子炉の新規制基準に関する検討チ

ームはＩＡＥＡ安全基準の深層防護の第４層をほとんど導入しなかったのが原因とおもわ

れます。 

原子力規制委員会が新しく策定した新規制基準の中で、「設計基準事象に対応するための対

策に係わる基準」と「設計基準を超える事象に対応するための対策に係わる基準」は「発電

用軽水型原子炉の新規制基準に関する検討チーム」で検討され、原子力規制委員会が最終的
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に採決で決定しています。そして、実際の内容は、「発電用軽水型原子炉の新規制基準に関

する検討チーム」で決定されています。その第１回の会合が、平成 24 年 10 月 25 日（木）

に開催されています。 

http://www.nsr.go.jp/data/000050411.pdf 

第１回会合で、原子力規制庁が用意した資料が、原子力規制庁の基本方針を良く表している

と思われます。これらの資料は、地震や津波などの外部事象に対する安全対策が中心に検討

されています。そして、何れの資料にも、ＩＡＥＡの深層防護の第４層の対策については、

簡単な説明しか行っていなく、炉心の損傷や炉心の溶融については殆ど説明がありません。 

また、第１回会合の議事録は５０ページありますが、「外的事象に対する安全対策の考え方」

の検討が殆どです。 

 議事録の４３ページに（独）原子力安全基盤機構の平野雅司総括参事が「要するに安全を

考えるというのは、深層防護を考えることと同じですので、基本的な考え方では、まず、深

層防護の考え方がまず前に出て、その後に今日議論したようなことがくっついていくという

のが本来の在り方かなというふうに思います。」と鋭い指摘をされています。 

 この意見に対して、４４ページで更田委員が「まず、平野さんの御意見に対して。まさに

おっしゃるとおりで、深層防護に対する各防護壁の堅牢性であるとか、深層防護に対する考

えが正しくとられるかどうかというのは、まさに安全の根幹に関わることで、そこから議論

が入っていくべきだというのは、おっしゃるとおりです。 

ただ、一方で、深層防護の議論を始めると泥沼にはまるという実態も、私は恐れたものです

から、あえてちょっとそこを避けたという部分はあります。ただし、深層防護とイクスプリ

シットに言っていないけれども、ただし、この最後の図が言わんとしていることは、深層防

護と。まさに深層防護の考え方を示そうとしているのと同義だと言っていいと思います。」

と説明しており、『深層防護の議論を始めると泥沼にはまるという実態』により、原子力規

制庁と原子力規制委員会は「ＩＡＥＡの深層防護の第４層の対策について」は、あまり議論

をしない事を初めから基本方針にしていたようです。 

 

８．加圧器逃がし弁の耐熱計算検討は関数電卓計算レベルについて 

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 

このパブリックコメントは少し専門的な内容なので、説明がないと内容が理解しにくいと思

われます。 

 昭和５４年（１９７９年）１０月１６日に「伝熱回路網を使用した 2次元定常伝熱問題の

数値計算法とその計算例について」を発表しました。これは参考文献「2 ) A. Chapman Heat 

Transfer P171」に示されている ＮＡＳＡ（アメリカ航空宇宙局）がロケットやスペース

シャトルの開発で使用していたような伝熱回路網モデルを使用して、高温燃焼炉の炉壁の伝

http://www.nsr.go.jp/data/000050411.pdf
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熱計算を行う方法の提案であります。ＩＡＥＡの深層防護の第４層の領域では、格納容器内

の各種設備が高温度に成るので、この領域の解析を行う為には極めて重要な方法であります。

現在では、建築設計にも良く使用されるようになってきた解析手段であります。 

「熱回路網法による汎用熱移動計算プログラムの開発と検証」 

https://www.shimz.co.jp/tw/sit/report/vol52/pdf/52_007.pdf 

この論文は平成２年（１９９０年）１０月に発表されていますが、有限要素法や境界要素法

がどうして一般建築の熱的な環境設計・設備設計・設備開発のための各種の伝熱計算に不向

きなのかが詳しく説明されています。 

 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」から始まり、第３８３回適合性審査会、第３８

８回適合性審査で行われた討議における、九州電力の安全技術検討能力が如何に酷いもので

あるかは、世界的な技術レベルや国内的な技術レベルと比較すると、良く分かります。 

 

９．カベンスキーの論文について 

（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＞ 

『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。』 

と説明しているが、どうしてそうなのかは内容が極めて専門的なので、なかなか理解しにく

いと思われます。 

ＩＡＥＡの深層防護の第４層の安全対策思想と、「ロシアのカベンスキーらの論文」は対を

なすものと思われますが、日本の新規制基準には、「ＩＡＥＡの深層防護の第４層の安全対

策思想」の部分が殆ど欠落しているので、日本の環境で「ロシアのカベンスキーらの論文」

の内容を理解することがなかなかむつかしいと思われます。 

しかし、福島第一原発の原因が解明しなければ、玄海原発３、４号炉を再稼働すべきでない

という事は、正しい事と思われるので、ＩＡＥＡの深層防護の第４層の安全対策思想と、「ロ

シアのカベンスキーらの論文」は多くの人が論議をするのは良い事と思われます。 

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

CORIUM RETENTION IN A CRUCIBLE-TYPE CORE CATCHER）は日本語翻訳の内部資料がありま

https://www.shimz.co.jp/tw/sit/report/vol52/pdf/52_007.pdf
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す。 

 

１０．原発の水蒸気爆発問題は筑波大学で長年研究されている 

（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＞ 

日本では、岩波の「科学」のような査読付きの論文を掲載している一般向けの科学雑誌には

ほとんど水蒸気爆発問題の論文の発表が無かったと思われるが、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」が発表され、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。 

 しかし、海外だけではなく、日本国内でも各専門学会などの論文集などでは、水蒸気爆発

問題は多数報告されている。 

日本では筑波大学で原発の水蒸気爆発の物代が長期間研究されている。 

http://www.kz.tsukuba.ac.jp/~abe/reserch/vapor/main.htm 

筑波大学で、原発の水蒸気爆発の問題が長期間研究されているのに、日本国内では殆ど知ら

れていない事は非常に残念に思われます。 

 

１１.水蒸気爆発は玄海原発に近い北九州市の溶解工場でも起きている 

（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＞ 

北九州市は玄海原発からは約１００ｋｍ風下にある人口約９６万人の福岡県では福岡市に

次ぐ人口の多い大都市である。 

 この都市は、古くから八幡製鉄所が建設され、製鐵などの日本の基幹産業を支えてきた工

業都市であるが、大気汚染公害などで長い間苦しんできた。しかし、公害防止設備の発達な

どで、今は昔に比べれば良くなってきた。しかし、今は新しい巨大な公害の危険にさらされ

ている。今は、雨雲ズームレーダの発達により、毎日の雨雲の流れが良く分かるようになっ

た。毎日、雨雲ズームレーダを見ていると、雨雲のある日は、殆どの雨雲は玄海原発の上か

ら北九州市の上を通り過ぎている。何が原因になるとは予測できないが、玄海原発でメルト

ダウンが発生し、九州電力が溶けて２６００℃にもなった１００トンもの溶融核燃料を大量

http://www.kz.tsukuba.ac.jp/~abe/reserch/vapor/main.htm
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の水に落とし込んで冷却しようとして水蒸気爆発が起こり、コンクリート製の格納容器が吹

き飛んだら、風下になる北九州市の上空には福島第一原発とは全く違う５ミクロンの死の灰

に覆われる。しかも、北九州市には良く雨がふる。その北九州市で、平成２７年９月１日に

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、北九州市の消防局は、北九州市内の溶解工場に

水蒸気爆発が起きる可能性は無いかどうか点検、指導を行っている。しかし、北九州市民に

巨大な危険性をもたらす、玄海原発３、４号炉の水蒸気爆発については、コメントもないと

思われる。 

  


