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ＮＨＫが九州電力の過酷事故対策の問題を映像化
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伊方原発３号機の第１回適合性審査会配布資料



出典 Status of the OECD-SERENA Project for the 
Resolution of Ex-vessel SteamExplosion Risks

高速度カメラでの撮影結果よ
り、原発の水蒸気爆発は、水
中で溶融デブリが小豆粒状に
分散し、廻りを安定した水蒸
気膜で取り囲まれ、溶融状態
を維持しているが、トリガーに
より水蒸気膜が破れると、急
激な水蒸気の発生が起こり衝
撃波を発生し、廻りの水蒸気
膜を破る連鎖反応が発生し、
溶融粒状デブリが爆発する現
象と考えられている



衝撃を伴う水蒸気爆発

出典筑波大学水蒸気無爆発の研究より



井野博満氏、滝谷紘一
氏が住民が避難する時
間が無い問題を公表



資料１－２－７
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

第 58 回審査会合（平成25 年12 月17 日）
関西電力、九州電力、
四国電力、北海道電力





『ここでは、FCI[注1] 実験のうち、UO2を用いたFARO実験、KROTOS実験
及びCOTELS実験の結果から、水蒸気爆発に至る可能性について考察
する。
３つの実験のうち、水蒸気爆発が観測されたのは KROTOS 実験のみで、

水プール底から圧縮ガスを供給し膜沸騰を強制的に不安定化（外部トリ
ガリング）を行った場合に水蒸気爆発が観測されているが、外部トリガリ
ングを行ったケースでも、水蒸気爆発が観測されないケースもあった。
原子炉容器外 FCI についても、実験より、デブリ粒子を覆う蒸気膜は安
定性があり、外部トリガリングなどの外的な要因がなければ、蒸気膜の

崩壊は起こりにくいと言え、実機においては、キャビティ水は準静的であ
ることから、外部トリガリングとなり得る要素は考えにくいため、大規模な
水蒸気爆発に至る可能性は極めて小さいと考えられる。』と説明されて
います。
[注1]溶融炉心と冷却材相互作用（水蒸気爆発と圧力スパイク）



OECD（経済協力開発機構）の
SERENA-ProjectのKROTOS試験装

置、開口部面積が少ないので側
壁の受ける水蒸気爆発力は
50MPa（５００気圧）と大きくなる



海外のメルトダウン対策１

初めは、スリーマイル島でのシビア
アクシデントにおいて、原子炉圧力
容器の健全性が維持されたので、
溶融炉心の原子炉容器内保持（ＩＶ
Ｒ）の可能性が研究された。東芝社
の大赤字の原因と言われているア
メリカのウエスチングハウス社が開
発したＡＰ１０００の原子炉で圧力容
器内コリウムの保持（IVR）が行われ

た。しかし、圧力容器破断の可能性
が有り、信頼性に欠けており失敗
作だったと思われる。（筆者注釈）

http://hatake-eco-nuclear.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_33d/hatake-eco-nuclear/AP1000.jpg
http://hatake-eco-nuclear.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_33d/hatake-eco-nuclear/AP1000.jpg


出典 Comparison of In-Vessel and Ex-Vessel Retention JiříDuspiva 原子炉内で発生

するコリウムは原子量の大きいウランやプルトニウムの酸化物を大量に含み、その溶融
酸化物は鉄やステンレス等の溶融金属の比重に比べて、少しだけ大きく、浮き上がった
熱伝導率の大きい溶融金属部で圧力容器が浸食される。（筆者注記）



1979年3月28日にアメリ

カのスリーマイル島で過
酷事故が発生し、続けて
1986年4月26日に旧ソ連

のチェノブイリで過酷事
故が発生し、世界的には
過酷事故が起きた場合
の、緩和設計が重視され
るようになった。



チェルノブイリ原発の事故直後の
写真

原発事故で破壊された建物の写真
です。現在では、この上が放射能
の拡散を防ぐ為にコンクリートで覆
われています。チェルノブイリ原発
は格納容器が無く、爆轟で溶融核
燃料が野ざらしになり、５２０万テラ
ベクレルの放射性物質放出された。

http://matome.naver.jp/odai/2130150608964124501/2130150618164128203


出典 BAL RAJ SEHGAL:LIGHT WATER 
REACTOR (LWR) SAFETY

チェルノブイリ原発には、原子炉圧力容
器下部に圧力制御用の巨大な地下プー
ルが有った。メルトダウン事故が発生した
ので、ヴァレリー・レガソフが水蒸気爆発
が起きてプルトニュウムダストが世界中
に飛び散ると直ちに判断し、３人の決死
隊が潜水してバルブを開け排水し、プル
トニュウムダストの飛散を防止でき最大
の危機は回避された。

その結果から、旧ソ連は加圧水型原発に
切り替えコアキャッチャーを取付けた。



海外のメルトダウン対策２

フランスのアレバ社が開発した次世代型のＥＰＲ
のコアキャッチャー。旧ソ連のチェノブイリでのシ
ビアアクシデントにおいて、原子炉容器そのもの
が破壊されたので、溶融炉心の原子炉容器外
保持（ＥＶＲ）の可能性の研究も盛んに行われる
ようになった。



出典 VLADIMIR BENZIANOVICH KHABENSKY : SEVERE ACCIDENT MANAGEMENT CONCEPT 
OF THE VVER-1000 AND THE JUSTIFICATION OF CORIUM RETENTION IN A CRUCIBLE-TYPE 
CORE CATCHER. VVER-1000のコアキャッチャー。るつぼ型コアキャッチャーでウエスチング
ハウス社ＡＰ１０００とアレバ社の次世代型ＥＰＲ炉のコアキャッチャーの良いとこ取り 。水
素発生防止対策、再臨界防止対策、ＭＣＣＩ防止対策が行われている

海外のメルトダウン対策３



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5部MAAP)
添付2 溶融炉心と冷却材の相互作用について
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沸騰水型原発を所有する４電力会
社は、水蒸気爆発は起きる可能性
が有ると考え、水蒸気爆発対策を
行ってきた





岩波の「科学」2015年9月号



TROI試験装置

水冷るつぼ



TROIの2002年論文はTROI-13の温
度を3300K（3027℃）以上としていた

ので、それを根拠に原子力規制委
員会は、加熱度が大きすぎて自発
的水蒸気場発が起きたと説明した。
しかし、2003年論文は別のメーカー
の2色高温計を使用して
2600K(2327℃)と訂正されていた。

TROI実験の試験温度はOECDの
SERENA-Projectで、疑問視されてい
たが、2007年論文でのぞき窓のガ

ラスの吸収率の補正ができていな
かったとの事で、再度温度の訂正
が行われた。

原子力規制委員会の見解は間
違っていたと思われる。

TROIの2003年版資料



TROI-13の実験では、

自発的水蒸気爆発で
水槽内は7MPa(70気
圧)となり、内径60cm

水槽の反力は
250KN(25トン)と成った



TROI-13の格納容器内気相圧
力0.124MPa（1.24気圧）、電力

会社はこれが小さい事を宣伝
するが、水中の巨大圧力は隠
ぺい



出典 OECD RESEARCH PROGRAMME ON FUEL-COOLANT INTERACTION
STEAM EXPLOSION RESOLUTION FOR NUCLEAR APPLICATIONS - SERENA
Final Report - December 2006
各国の開発コードによるシミュレーション結果



出典 スロベニアのMatjaž Leskovar and Mitja Uršič のEx-vessel 
Steam Explosion Analysis for Pressurized Water Reactor and 
Boiling Water Reactor
PWR（加圧水型原発）キャビティの水蒸気爆発シミュレーションモ
デル、フランスのIRSNとCEAによって開発されたMC3Dコード使用



シミュレーションは２つのモデルで
行われている。加圧水型原発の
キャビティ側壁の爆発圧力は両方
のモデルとも最大圧力約15MPa

（約１５０気圧）という凄まじい爆発
が起きている。



出典 平成25年11月21日第50回適合性審査
資料3-2-2 伊方原発3号機キャビティ構造図





原子炉格納容器内に水蒸気爆発が起きた時、その爆風で直接破壊の起き
るのはキャビティ（原子炉圧力容器下部空洞）なので、キャビティが破損した
時には、炉容器や配管系が変位して格納容器の貫通部が破損するとの仮
定を設けています。

閉じ込められたキャビティ空間に大水蒸気爆発が起きて、キャビティのコ
ンクリートが破裂飛散して、コンクリート隗が格納容器をぶち破るようなシナ
リオについては、検討されていません。

キャビティのコンクリートの破損条件は、キャビティのコンクリート壁の外側
への変位が壁厚みの２０％に達した時を損傷とすると設定しています。
水蒸気爆発条件は、OECDのSERENA Projectの見解のように、実炉には内

部トリガや外部トリガが存在する可能性が大きいとの見解を使用しており、
外部トリガを与えた条件で、JASMINEコードのシミュレーションを行っていま
す。



電力会社が水蒸気爆発が起こらない大
きな理由の一つとして、この論文を引用
し「加えて、JASMINE コードを用いた水蒸

気爆発の評価における条件と実機での
条件との相違を踏まえると、実機におい
ては、水蒸気爆発の発生の可能性は極
めて低いことを確認しています。」の理
由を挙げている。しかし、この論文の３
ページに「融体プールは爆発に寄与しな
いとして除外する。」とある。ところが、金
属の製錬炉で一番水蒸気爆発の起きて
いるのは、「融体プールの上部のスラグ
層がトリガにより破けて、上部の水と融
体プールが接触した時である。

出典 第365回適合性審査会 資料1-2-1



３．水蒸気爆発によるソースタームに関する検討

この報告書では、水蒸気爆発が起きた時の、発生デブリダストの大気中への
飛散状態が詳しく検討されています。

『水蒸気爆発現象のソースタームに及ぼす影響としては、以下のような側面
を考慮すべきであると考えられる。
・水蒸気爆発では非常に細かい粒子（以下細粒と称する、直径数μmから数
十μm）が生成され、これはわずかな気流によって運ばれる可能性が有る。
・水蒸気爆発で生じる細粒には、溶融炉心のほぼ全ての成分が含まれると
考えられる。

すなわち、水蒸気爆発で格納容器が破損する場合に溶融炉心の一部が細粒
となって環境に放出される場合、難揮発成分も含むすべての核種が一定の
割合で放出されると考えられ、これが従来のソースタームに有意な影響を及
ぼす可能性がある。これについて検討をおこなった。』 と説明されています。



水蒸気爆発時の模擬デリブの粒子直径





この報告で、RARO試験、KROTOS試験、ALPHA試験でのデブリ粒径分布が報告
されています。水蒸気爆発が発生すると0.1mm以下のものが10～45%存在す

ると有ります。また、デブリ粒子直径とデブリ粒子が浮遊するのに必要な蒸気
流速の関係が報告されています。粒径が0.1mm以下の微粒子は1～2m/s程
度の気流で浮遊すると報告されています。

原発の安全神話を守るために、水蒸気爆発により格納容器が破損した場合
でも、大気中に放出される直径数μmから数十μmのデブリは少なめに報告さ
れているようです。

しかし、この試算により説明されたように、水蒸気爆発が起きた時の、発生デ
ブリダストの大気中への飛散は福島第一原発の放射性物質の大気中への放
散量に比べると、比較にならないほど深刻になる可能性が有る事を示していま
す。 未使用の核燃料は別ですが、既に原発の運転に使用された核燃料や、
プルサマル発電用のMOX燃料には、大量のプルトニウムが含まれています。
普通の原子炉の使用済核燃料にはプルトニウムが約１％含まれています。



水蒸気爆発が起きて、発生デブリダストが大気中へ飛散すると、住民は
プルトニウムを含むデブリダストを肺の中に吸い込むことに成ると思われ
ます。
茨城県大洗町の日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターの５
人の作業員のプルトニウム吸引事故は、技術の伝承ができなかった関係
者の専門知識の不足から起きたと思われます。今運転されている伊方原
発３号機の運転でも全く同じ状態と思われ、同じ事が大規模に繰り返され
る可能性が有ると思われます。
電力会社の関係者や地方自治体の関係者が「 JAEA-Research 2007-

072報告書」を知らなかったから、住民がプルトニウムデブリダストを吸い
込んでしまったという事は許されない事だと思われます。
国際的なＩＡＥＡやOECDのSERENA-Projectの知見や沸騰水型原発を

所有する電力会社の知見を全く無視して行われている、伊方原発３号炉
のキャビティ大量貯水デブリ冷却対策を許すことはできません。


