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パブリックコメント（１） 

 溶融炉芯・コンクリート相互作用 ２０１ページ１．

申請内容 

 （１）『本格納容器破損モードの特徴 原子炉圧力容

器から溶融炉心が原子炉格納容器内の床上に流出し、

溶融炉心と接触した床のコンクリートが熱分解により

浸食され、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪

失し、原子炉格納容器の破損に至る。』と九州電力は説

明している。この見解は、高温領域における耐火物技

術から専門的にみると、著しい認識の不足である。福

島第一原発で過酷事故が発生した時、落下した溶融核

燃料がペデスタルのコンクリートを溶かし、どこにあ

るのかさえ分からない惨状が発生したため、その対策

の検討が必要になった。もともと、人類が鉄の近代製

錬を行うことができるようになったのは、銑鉄（カー

ボンの含有量が多く融点が１２００℃と低い）を溶か

すとき、短時間では溶けない耐火煉瓦の開発に成功で

きたからである。このことから分かるように、一般に

自然に存在する多くの素材は１２００℃の溶融金属と

接触すると低融物をつくり溶けてしまう。まして、コ

ンクリートは火山岩や石灰岩をポルトランドセメント

で固めたものであり、溶融核燃料と反応すると、１２

００℃以下で簡単に溶ける。また、コンクリート中の

ポルトランドセメントは水の水和反応で結合されてい

るので、一定量の水分を含んでおり、溶融金属と接触

すると、内部水分の蒸気爆発が起こり、爆発したコン

クリート塊が周りの機器を破壊する。１２００℃以下

で簡単に溶けるコンクリートを２６００℃の溶融核燃

料を受けるペデスタルに使用したことは、原子炉の基

本設計の世界的な重大設計ミスであった。そして、１

９８６年にチェルノブイリの4号機で実際に重大事故

（過酷事故）が発生し、落下した溶融核燃料がペデス

タルのコンクリートを溶かし、コンクリート中に沈下

する事故が発生したので、とりあえずの緊急対策とし

て、原子炉の真下にトンネルを掘り、溶融核燃料が地

下水まで沈下することは防止できた。そして、ペデス

タルをポルトランドセメントコンクリートで築造した

大設計ミスに気が付いて、ロシアやヨーロッパでは、

コアキヤッチャーへと基本設計が変更されるようにな

った。しかし、日本では重大事故対策は規制基準外だ

ったので、大設計ミスは問題にならずに、とうとう福

島第一原発の重大事故の発生時、溶融核燃料をコンク

リート中に沈下させてしまった。福島第一原発の重大

事故の発生後、事故調査を行って、新規性基準を策定

し、川内原発の新規制基準に係わる適合性審査が行わ

れてきたが、大設計ミスの事は全く検討されず、九州

電力は水で溶融核燃料を冷却し、溶融核燃料・コンク

リート反応を防止するとしている。新規制基準の適合

性に係わる審査には、この基本的な重大設計ミスの検

討が行われていない。 

 ２０２ページ（２）『対策の考え方 溶融炉心を冷却

し、溶融炉心によるコンクリート浸食を抑制するため

に、原炉下部キャビティへ注水する。』と九州電力は説

明している。この見解は、金属製錬炉における長年の

経験から専門的にみると、著しい認識の不足である。

高温度で操業される溶融炉では、内張りの耐火物が溶

融物で溶かされて、長期耐用が得らなく、水冷ジャケ

ットを耐火物の裏に設置し、貫流熱を増大して、耐火

煉瓦の表面にセルフコーティングを生成させて、内張

り耐火物の耐用の延長を図るものが多い。しかし、水

冷ジャケットが水漏れし、炉内の溶融物の上に水が大

量にたまる場合が有る。金属製錬炉では、比重の重い

溶融金属が下部に溜まり、その上部を厚みのあるスラ

グ層が覆っている。炉内ガスゾーンから水が漏洩する

場合、スラグ層の上部に溜まる。スラグの熱伝導率は

溶融金属に比べ、著しく小さいので、スラグが固化し、

溶融金属から水への大量の伝熱はおこらない。しかし、

何らかの原因のトリガリングで固化スラグ層が破ける

と、溶融金属から水への大量の伝熱が起こり、多くの

場合には水蒸気爆発が起きる。第５８回適合性に係わ

る審査の資料２‐２‐７は「溶融炉心とコンクリート

の相互作用について」の報告である。この報告書に、

国内外の溶融炉心とコンクリートの相互作用について

の実験が記載されている。ここで報告された実験の多

くで、コンクリート上に溶融炉心が落下し、溶融炉心

とコンクリートの相互作用が起きた時、溶融核燃料が

作る溶融プールの周りに軽石状のクレストが覆いかぶ

さり、クレストは低熱伝導率なので溶融プールから水

への大量の伝熱を阻害し、水では溶融核燃料を冷却で

きないと報告されている。この状態は、金属精錬溶融

炉内への水の漏洩と同じである。そして、何らかの原

因のトリガリングでクレストが破けると、溶融金属か

ら水への大量の伝熱が起こり、多くの場合には水蒸気

爆発が起きると予測される。新規制基準の適合性に係
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わる審査には、この基本的な検討が行われていない。

以上の２点の検討を提言いたします。 

 

パブリックコメント（２） 

 原子炉圧力容器外の溶融燃料‐冷却材相互作業１９

０から１９５ページ４‐１．２．２．４ 

１９１ページ１．（１．）１ 九州電力は、『本格納容器

破損モードの特徴およびその対策 原子炉圧力容器外

のＦＣＩには、衝撃を伴う水蒸気爆発と、溶融炉心か

ら冷却材への伝熱による水蒸気発生に伴う急激な圧力

上昇（以下圧力スパイクという）が有るが、水蒸気爆

発の発生の可能性は極めて低いと考えられるため、圧

力スパイクについてのみ考慮する。』と説明している。 

このことについては、原子力規制委員会は新規制基準

に係わる適合性審査で厳しく追及している。 

 九州電力は第 58 回原子力発電所の新規制基準適合

性に係る審査会合の資料２‐２‐６で国内外のＦＣＩ

実験結果を提出したが、これらの実験では、水蒸気爆

発が起きている。 

 第１０２回適合性審査とそれに部分的な修正が行わ

れた第１０8 回適合性審査で九電は水蒸気爆発が起き

ないと説明している。 

 『国内外の多くのモデル実験では、確かに水蒸気爆

発が起きているが、それらの実験で水蒸気爆発が起き

たのはトリガリングを与えた場合だが、実際の炉では

トリガリングが働く可能性は少ないので、水蒸気爆発

は起こらないと結論できる。』と説明がされている。 

 川内原発の水素爆発防止対策では、水素による爆轟

により、格納容器が吹き飛ぶ前に、水素濃度６％で水

素を爆発させて、対策を行うとあるが、水素爆発を起

こせば、明らかにトリガリングになる。 

 また、水中で溶融燃料・コンクリート反応が起きれ

ば、大量のＣＯガスが発生するのでトリガリングにな

る。 

 しかし、九電はキャビティ水は純静定であり、トリ

ガリングとなりうる要素はない』と説明している。 

 九州電力は過酷事故の発生時、トリガリングが有れ

ば格納容器内水蒸気爆発が起きるが、トリガリングは

モデル実験のためにわざわざ行われたもので、実際の

実炉ではトリガリングは起きないと思われる。したが

って、過酷事故の発生時、格納容器に水蒸気爆発が起

きない事が証明できるとした。 

 原子力規制委員会からは、実炉に於いて、どのよう

なトリガリングが起きるかどうかの検討もしないで、

起きることはあり得ないと説明し、過酷事故の発生時、

格納容器に水蒸気爆発が起きない事が証明できたとの

九電の説明はおかしい。もう一度再検討するように命

令を出している。 

 しかし、１９３ページの２．審査結果は『格納容器

破損モード「原子炉容器外の溶融燃料‐冷却材相互作

用」において、申請者が水蒸気爆発の発生の可能性は

極めて低いとしていることは妥当と判断した』と報告

されている。 

この検討は適合性審査では少ししか行われていない。 

 国内の高温溶融炉の水蒸気爆発の事故調査では、水

蒸気爆発が起きるのは、溶融金属が一度に大量に水中

に落下する場合、連続して落下しているが大きなトリ

ガリングが有った場合、溶融金属の上部を覆っている

スラグの黒皮がトリガリングで破けて、水と溶融金属

が急激に接触する場合の３ケースである。 

溶融燃料‐冷却材相互作用においても、溶融燃料が一

度に大量に水中に落下する場合、連続して落下してい

るが大きなトリガリングが有った場合、溶融燃料を覆

っているクレストの黒皮がトリガリングで破けて、水

と溶融燃料が急激に接触する場合の３ケースである。

しかし、適合性審査では１と３のケースの検討はない

し、どのようなトリガリングが予測できるかの検討が

無い。 

 これらの事を検討すべきである。 

 

パブリックコメント（３） 

「ＭＣＣＩによる大量のＣＯの発生の検討が全く行わ

れていない」 

ＭＣＣＩに伴う水素発生１９９ページ３．（１） 

 「申請者は、原子炉下部キャビティに十分な水量が

確保されていれば、床コンクリートには有意な浸食は

発生しないため、それに伴う有意な水素は発生しない

としていた。規制委員会は、知見が少ない溶融核燃料

挙動について、不確かさにたいする検討が不足してい

るてんを指摘し、ＭＣＣＩの感度解析の結果を踏まえ

た水素発生について検討することを求めた。申請者は、

これに対して以下のように説明した。（１）原子炉下

部キャビタィー床面での炉心デブリと原子炉下部キャ

ビティ水の伝熱等のパラメターを組み合わせた場合、
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ＭＣＣＩにより発生する水素は、全てジルコニウムに

起因するものであり、反応割合は全炉心内のジルコニ

ウム量の約6％である。」と報告している。 

 しかし、国会事故調査委員会は、福島第一原発３号

機は（ジルカロイ・水反応）による水素爆発だけでは

説明できず、コリウムコンクリート反応（ＭＣＣＩ）

が大規模に起こり、水素・ＣＯ爆発したと考えるべき

と指摘していました。又、佐藤暁氏（元米国ＧＥ社原

子力事業部に勤務）は新規制基準の骨子が発表された

とき、『水素ガスの発生源として、原子炉内でのジル

コニウムと水反応が唯一と見倣しているような記述が

あるが、実際には、原子炉から落下した溶融炉心がコ

ンクリートと化学反応を起こし、水素ガスの他に大量

の一酸化炭素も発生しうる。かってはそのような知見

も思慮も無かったため、コンクリートに入れる砂利の

種類までは仕様として規定しておらず、定かではない。

実際の石灰石の混入量によっては、爆発防止対策設備

の設計条件を見直す必要もある。』と指摘していた。 

コリウムコンクリート反応とは、冷却ができなく成り、

２８００℃の高温に成って溶けた炉心の核燃料が原子

炉圧力容器の底を溶かして、下部のコンクリートの床

に落下しコンクリートと反応し、コンクリートが溶け

る現象です。その時大量の水素とＣＯが発生します。

ＣＯは水素と同じように爆発しますが、カーボンが含

まれるので酸素が少ない場合はローソクの炎のような

色の爆発をする。 

 （岩波の科学２０１４年３月号岡本・中西・三好「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」）で説明したように、国内の文献

ではコリウムコンクリート反応によるＣＯの発生の報

告は少ないが、海外の文献にはたくさんの報告例があ

る。 

 又国会事故調査委員会の調査報告書にも、海外の著

名な実験報告書が紹介されている。 

 そして、水中でも溶融炉心はクレストに保温されて、

コンクリートと反応し、ＭＣＣＩは進行する。 

 「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」に示すように、コンクリ

ート骨材に含まれるＣａＣＯ３は高温度の炉心溶融物

に接触して高温度になると、ＣａＯとＣＯ２に分解さ

れる。 

 ＣＯ２は高温度の炉心溶融物に接触して高温度にな

るとＣＯとＯ２に分解し、大量のＣＯを発生する。 

川内原発の新規制基準の適合性に係わる適合性審議お

よび審査書案では、全く審議されていない。最大事故

（過酷事故）の発生時、水素濃度計で水素の濃度を計

測し、爆轟前の判断でイグナイタに点火し、爆発させ

る時、熱伝導率が大きくことなるＣＯを感知せずに爆

発させて、ＣＯが同時爆発して爆轟が起これば、川内

原発の格納容器と原子炉建屋は崩壊し、溶融核燃料が

野ざらしになり、チェルノブイリ級の放射性物質の飛

散となる。 

 国内の論文を無視せずに、もっと審議が必要である。 

 

パブリックコメント（４） 

水素燃焼ページ１９５ ４‐１．２．５ 

 『申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその

対策を以下のとおりとしている。 

１．（１）．２ 対策の考え方 水素の爆轟を防止する

ためには、早期に発生する水素および継続的に発生す

る水素を処理し原子格納容器の水素濃度を低減する必

要がある。また、ＭＣＣＩに伴う水素発生に対しては、

原子炉下部キャビティへ注水する必要がある。 

３ 初期の対策 ＰＷＲプラントは原子炉格納容器自

由体積が大きい事により水素濃度が高濃度にならない

という特徴がある。その上で、主に炉心損傷時に発生

した水素の処理を行う。このため、イグナイタを重大

事故対策設備として新たに整備する。』 

と説明している。 

 「ＰＷＲプラントは原子炉格納容器自由体積が大き

い事により水素濃度が高濃度にならないという特徴が

ある」と説明しているが、これは明らかな間違いであ

る。 

 １９７ページ（３）ａ．本格納容器損傷モードの有

効性評価では、ＭＡＡＰで得られた水素発生量を原子

炉圧力容器内の全ジルコニウムの７５％が反応するよ

うに補整して評価する。感度解析のパラメターを組み

合わせた場合、ＭＣＣＩに伴い発生する水素は、全炉

心内のジルコニウムの約６％である。このことを考慮

し、炉心内の全ジルコニウムが水と反応するとしても、

ドライ条件に換算した原子炉格納容器内水素濃度は最

大１２．６％である。 

 福島第一原発の３号機のような爆轟が起きるのは、

１３％以上だから、川内原発に爆轟が起きて格納容器
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と原子炉建屋が消失し、溶融核燃料がのざらしになる

までの余裕は０．４％である。従って、「ＰＷＲプラン

トは原子炉格納容器自由体積が大きい事により水素濃

度が高濃度にならないという特徴がある」との説明は

間違っており、フィルター付ベントが必要な事は明ら

かである。 

 そして、爆轟防止対策として、イグナイタで水素燃

焼を行うとしている。水素の爆発限界は４．０％から

７５．０％なの水素濃度が６％の時、イグナイタで着

火して水素燃焼を行うとしていることは間違いである。 

 この審査書案そのものが、水素燃焼として論議して

いる事が間違いである。 

燃焼は純静的に酸素と水素が結合することであり、爆

燃は燃焼波の前面の伝達速度が音速以下で、爆轟は燃

焼波の前面の伝達速度が音速以上の場合であり、何れ

も超短時間の酸素と水素の結合である。 

 イグナイタの水素濃度６％での着火は、爆燃を引き

起こし、水蒸気爆発のトリガリングとなる危険性が大

きい。 

 フィルター付ベントの無い川内原発を再稼働するこ

とは、格納容器と原子炉建屋が消失する危険性が大き

いので、もっと詳細な検討が必要である。 

 

パブリックコメント（５） 

２０１ページ『溶融炉芯・コンクリート相互作用  

１．申請内容 

 （１）『本格納容器破損モードの特徴 原子炉圧力容

器から溶融炉心が原子炉格納容器内の床上に流出し、

溶融炉心と接触した床のコンクリートが熱分解により

浸食され、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪

失し、原子炉格納容器の破損に至る。』と九州電力は説

明している。 

 ２０２ページ（２）『対策の考え方 溶融炉心を冷却

し、溶融炉心によるコンクリート浸食を抑制するため

に、原炉下部キャビティへ注水する。』と九州電力は説

明している。 

 しかし、これは世界的な耐火物技術の専門的見解か

らは大きな疑問である。 

 第１０２回新規適合性に係わる審査会合の議事録２

４ページに、北海道電力の長沢氏は「あと、二つ目で

ございますが、国内PWRでは考慮不要な現象というこ

とで、こちらにつきましては、「溶融炉心・セラミック

相互作用」ということで、コアキャッチャ、これが国

内のPWRにつきましてはコアキャッチャがございませ

んので、そういったところとしては、現象としては挙

げられないと考えているものでございます。」と説明し

ているが、この見解は九州電力、北海道電力、関西電

力、四国電力の共通の見解である。 

 チェルノブイリ原発の過酷事故を経験したロシアや

ヨーロッパでは、「溶融炉心・セラミック相互作用」を

良く研究し、コアキャッチャ対策が最良と認定した。 

 また、国内外の「ＭＣＣＩ(溶融炉心・コンクリート

反応)試験の多くの実験設備はコンクリートの試験片

をセットするためにマグネシア（ＭｇＯ）煉瓦が使用

されている。 

 そして、ヨーロッパで建設が進んでいるコアキャッ

チャのロートや樋にもマグネシア（ＭｇＯ）煉瓦が使

用されている。マグネシア（ＭｇＯ）煉瓦は低価格で

有るが、「溶融炉心・セラミック相互作用」の少ない煉

瓦である事は良く知られている。 

 しかし、使用条件によっては、欠点もありその他の

耐火物の「ＭＣＣＩ(溶融炉心・コンクリート反応)も

良く研究されている。 

 ところが、上記４電力会社は、国内のPWRにつきま

してはコアキャッチャが無いので「溶融炉心・セラミ

ック相互作用」の検討の必要はないという、極めて無

責任な説明を行っている。 

 ロシアやヨーロッパの原子炉はコアキャッチャ対策

を取っているので、「溶融炉心・セラミック相互作用」

の検討を行っているが、日本のPWR原子炉はロシアや

ヨーロッパ並の安全対策は取らないので、初めから「溶

融炉心・セラミック相互作用」の検討の必要はないと

説明している。 

 川内原発の審査書案は、「溶融炉心・セラミック相互

作用」の検討の必要はないとの説明を承認しているが、

極めて検討不十分と考えられ、詳細な検討をする必要

がある。 

 

 

 

 

 


