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水蒸気爆発の動画 
●1983年 国立SANDIA研究所（アメリカ） 
  https://www.youtube.com/watch?v=sk-I128Al3M 
・3種類の実験の結果記録 
・2番目のMD-8（水に溶融物投入） 
 ①全体：毎秒 300コマ（normalの1/10の速度） 
 ②拡大：毎秒9000コマ（normalの1/300の速度） 
＊実験条件 
・溶  融  物：テルミット反応生成物 
        ＜酸化アルミニウム（アルミナ）と鉄＞  
・溶融物温度：3100K（反応温度） 
・溶融物質量：5ｋｇ 
・水 槽 深 さ：0.75ｍ（水量200リットル程度） 
・水    温：303K（30℃） 
・落 下 高 さ：1.2ｍ 



核エネルギーによる発電の特異性 

①核分裂に伴う放射性廃棄物の
発生 
 ⇒処理方法なし，処分場所なし   
 ⇒発電方法として不適 

②事故の際の放射性物質の環
境放出 
 ⇒国土の喪失 



おもな軽水炉のタイプ 

出典：日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集 

BWR型‥東北電力，東京電力など     PWR型‥関西電力，九州電力など 

http://www.ene100.jp/zumen/5-1-5


BWR型の格納容器の種類 

出典：ATOMICA 女川2号，3号機など 

福島第二２号機など   柏崎刈羽６，７号機など 

http://www.ene100.jp/zumen/5-1-5


格納容器破損モード 



過酷事故時の挙動 

 

 

 

 

 

 

 
 



水蒸気爆発が想定される系 

（Sehgal et al., 2008） 



溶融アルミニウムの水蒸気爆発事故 

総社・アルミ工場の事故現場調査 県警など、浸水で水蒸気爆発か
(2018.7.6) 



自発的水蒸気爆発 
溶融シリコンと水 



おもな水蒸気爆発対策 

（１）炉内保持          （２）コアキャッチャー         
(IVR:In-Vessel Retention)          



炉心溶融物による実験 

①KROTOS試験：JRC（Joint Reseaｒch Center)イ
スプラ研究所 

 自発的水蒸気爆発は起こらない 
 外部トリガーによる水蒸気爆発発生 
②FARO試験  ⇒水蒸気爆発は起こらない 
           （L-33は爆発と思われる）  

③COTELS試験 ⇒水蒸気爆発は起こらない 
④TROI試験：韓国原子力研究所  
    自発的水蒸気爆発の発生 
 



炉心溶融物による実験プログラム 
とシミュレーションコード 

• ＫＲＯＴＯＳ…ギリシャ語で爆発  

• FARO…Ｆｕｒｎａｃｅ Ａｎｄ Ｒｅｌｅａｓｅ Ｏｖｅｎ 

• ＴＲＯＩ…Test for Real cOrium Interaction with 
water 

・水蒸気爆発現象の全過程のシミュレーション
を目的とした解析コードJASMINE(JAeri 
Simulator for Multiphase INteraction and 
Explosion)（日本） 



KROTOS実験 

①酸化アルミナ，水温20℃，自発
的な激しい蒸気爆発（100MPa以
上） 
②UO2混合物，外部トリガーで水
蒸気爆発．自発的発生なし 



実験装置(KROTOSとTROI) 

水槽：内径95と200mm SUS 水位：1.1m      内径６００mm 水深Max１.５m 



Al2O3:1.45kg(2400℃)－水87℃ 

Triggered 



FARO実験 

※12回中9回はサブクール度が20度(K)以下 
※L-33は弱いながらも水蒸気爆発 



L-33の圧力波形 

爆発の圧力波が成長しながら370m/sの速度で伝播している
⇒水蒸気爆発の特徴 



TROI 実験 
(2002年〜2012年） 

①ジルコニアZrO２，水温20℃，自発

的および外部トリガーによる水蒸気
爆発発生 
②UO2 ／ZrO２混合物， 
 数回自発的水蒸気爆発発生 
(TROI‐10,12,13,14）TROI-13:２６００K，
TROI-14：３０００K 
 外部トリガーによっても水蒸気爆発発生 



自発的水蒸気爆発 
TROI実験 

表Ⅰ-1  自発的な水蒸気爆発が観察されたTROI実験例 

  
実験番号 

TROI-10 TROI-12 TROI-13 TROI-14 TROI-15 

溶
融
物
条
件 

組成 
（ｗｔ%） 

二酸化ウラン
(70)，ジルコニア
(30) 

二酸化ウラン(70)，
ジルコニア(30) 

二酸化ウラン(69)，ジ
ルコニア(30),ジルコニ

ウム(1) 

二酸化ウラン(69)，ジ
ルコニア(30),ジルコニ
ウム(1) ジルコニア(99),

ジルコニウム
(1) 

温度(K) >3373 3800 2600 3000 3750 

落下重量(kg) 8.7 8.4 7.735 6.545 2.28 

水
槽
条
件 

内径(m) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

水深(m) 0.67  0.67 0.67 0.67 .0.67 

水の重量（kg） 189 189 189 189 189 

水温/サブクール度（K) 298/75 293/80 292/81 285/88 290/83 

系圧力(MPa) 0.117 0.11 0.108 0.105 0.104 



TROI圧力波形 

TROI-13   自発的な水蒸気爆発     TROI-34 外部トリガーによる水蒸気爆発           



COTELS実験の条件 

 
 



COTELS実験（JAERI-Conf2000） 



COTELS実験の問題点 
①8回中7回がサブクール度≦24Kでの実験 
・水温が高いと水蒸気爆発起こりにくくなる 
・A11のみが 86K．ただし雰囲気はAr（非凝縮ガス）． 

②実験者は原発製造メーカー社員と出向者 
 不都合な事実は公表されない可能性も 
③A2, A3, A7のデータなし 
④溶融物温度が不明（測定されていない） 
⑤A10の圧力が文献によって異なる 



OECD/NEA SERENAプロジェクト 
表１ TROI装置とKROTOS装置による代表的な実験条件 

  
装置名 

TROI KROTOS 

溶融物条件 

組成 
（ｗｔ%） 

73.3二酸化ウラン， 
18.5ジルコニア， 
4.9酸化鉄，3.3FP 

80二酸化ウラン， 
20ジルコニｱ 

重量(kg) 9.3 2.3 
温度(K) 2910 2958 

水槽条件 

内径(m) 0.6 0.2 
水深(m) 1.0  1.1 

水槽容量（ｍ３） 8.03 0.23 

水温（K) 338 332 

結果 
水蒸気爆発 発生 発生 

最大圧力
(Mpa) 

25 44.7 

※系圧力は0.2MPa 

※FP:核分裂生成物（Fssion Productｓ） 



OECD‥ Organisation for Economic Co-

operation and Development 

経済協力開発機構 

 

NEA‥Nuclear Energy Ageny 

 

CSNI‥Committee on the Safety of 

Nuclear Installations 

 

SERENA‥Ｓｔｅａｍ Explosion REsolution  

for Nuclear Applications  
 



溶融ジルコニウムの爆発性 



アルミ合金，ジルコニウム，ジルカロイ 



規制基準の考え方（１） 

①水蒸気爆発の発生可能性は低い． 

 KROTOS などでは自発的な水蒸気爆発は起
こっていない 

⇒TROI実験の結果は？ 

 温度が高すぎる．実機では2800℃（約３１００K) 

 TROI実験は3300K以上だ． 

⇒TROI実験の計測温度は2600K,3000K 

                            （J.H.SONG et al., 2003) 



TROI実験の誤引用箇所 

東北電力文書 

原著論文 

http://blog.canpan.info/renn/img/E69DB1E58C97E99BBBE58A9BE381AEE8B387E69699.jpg


J.H.SONG et al., 2003 



TROI-13，14温度測定データ 



TROI-13,TROI-14溶融物温度 
●TROI-13について 
東北電力などの文書：・ 「3500K程度以上」 2003年5月論文 
問題点：・「3500K近くであろう」とあり，「以上」とは書いていな
い．2003年10月論文 
●TROI-14について 
東北電力などの文書：・ 「最高温度（4000K,3200K)を示してお
り，計測の不確かさが大きい」 
問題点：・最高温度がチノの温度計では3800K，IRCONの温度
計では3200Kとなったとあり，「以降の実験ではIRCONの放射
温度計を使うことにした」と明確に記述 
 
J. H. SONG et al., Insights from the Recent Steam Explosion 
Experiments in TROI, Journal of NUCLEAR SCIENCE and 
TECHNOLOGY, Vol. 40, No. 10, p. 783–795 (October 2003).を無
視 



成分で変わる炉心物質の融点 



格納容器破損モード 



JASMINEシミュレーションの計算条件 



シミュレーション結果例 

東北電力の計算の37MJ  



MC3Dシミュレーションコードによる 

Leskovear（2016） 



解析コードによる違い（M.Leskovear） 

発生圧力が約300MPa 



シミュレーションまとめ 

JASMINE：MARK-Ⅰ改型格納容器が
破損する水蒸気爆発が起こる確率 
 (b)圧力容器の突き上げ⇒0.65％ 
 (a)圧力抑制プールでの爆発によ    
 る側壁破壊⇒27％，PWRでは33％ 
 
・シミュレーション結果は，計算条件使
用するコードによって変わってくる 



炉内での水蒸気爆発の可能性 



OECD SERENA Report(2017) 

(2) in most countries, if not all, the 

consideration of ex-vessel steam 

explosion remains an open issue, 

mainly due to unresolved uncertainties;  
(2)すべての国ではないが、ほとんどの

国では、主に未解決の不確実性により、
炉外蒸気爆発の考慮が未解決の問題の
ままである 



水蒸気爆発対策に対するIAEAの認識 
IAEA-TECDOC-1791（2016） 

 For eliminating steam explosions that 

could damage the containment barrier, the 

preferred method is to avoid dropping of 

molten core to water in any conceivable 

accident scenarios. 
 容器バリアに損傷を与える可能性のある
蒸気爆発をなくすために、考えられる事故
シナリオで溶融炉心が水に落ちないように
することが好ましい方法である． 



APR-1400の水蒸気爆発対策 
（韓国・加圧水型） 



水張水位（BWR比較） 
女川-2 柏崎刈羽-6,7 東海-2 

格納容器 Mark-Ⅰ改 RCCV(ABWR) Mark-Ⅱ 

水位(m) 3.88 2 1 

規制委員会 
電力会社 

90m3，水位
3.4m，水温
40℃の条件で
解析 

MCCI緩和のた
め2時間かけて
水位2mの水張 

・FCI 抑制でき
る限り低く 
・MCCI 抑制1m 
以上 

文献 東北電力文書
資料1-2-2 

東電文書，
p.3.3-5 

申請書案，
p.245． 

※PWRは1.2m，スウェーデンは8ｍ 



労働安全衛生規則違反 
248条から255条において 
・「溶融高熱物は水蒸気爆発を生じさせないために、溶融高
熱物を取り扱うピットの内部には水を浸入させないこと」 

「そのピットが存在する構築物の床面には水が滞留しないこ
と」 
●規制委員会 

解釈通達に「高熱の鉱滓に注水して冷却処理するもの」が例
示されていることから、原子炉格納容器下部注水設備のよう
に、水の注入による冷却処理を前提とした設備に適用される
ものではない。 
第250 条の適用対象は、「溶融高熱物を取り扱う設備」では

なく、当該設備を内部に有する「建築物」であることから、同
条は、原子炉格納容器下部の注水設備には適用されない 



MARK-Ⅰ改良型格納容器 

・設計思想 

圧力容器の下に
水を置かない 



コリウムバッファーの有効性？ 

※旧原研の実験では「分散板」の効果は疑問 



分散板の効果について 

森山ら，蒸気爆発に関する実験的研究の概要，」AERI-Review 94-010, p.7(1994) 
  



DANIEL MAGALLON（欧州委員会エ
ネルギー研究所） 

●実機の中で水蒸気爆発がトリガーされるかの予測不可能 

●水蒸気爆発を防ぐ対策を明確にすることは非常に困難 

●十分なエネルギーが供給されれば水蒸気爆発が発生しうる 

●トリガーの大きさと，生じうるかどうかは，結論が出ていない 

●近い将来においても研究の進展はほとんど期待できない 

●必ず起きると考えて水蒸気爆発に耐える設計にする  

 
Edited by BAL RAJ SEHGAL，NUCLEAR SAFETY IN LIGHT WATER 

REACTORS Severe Accident Phenomenology，Elsevier Science Publishing 

Co Inc(2011),p．265．  

https://www.bookdepository.com/publishers/Elsevier-Science-Publishing-Co-Inc
https://www.bookdepository.com/publishers/Elsevier-Science-Publishing-Co-Inc
https://www.bookdepository.com/publishers/Elsevier-Science-Publishing-Co-Inc
https://www.bookdepository.com/publishers/Elsevier-Science-Publishing-Co-Inc
https://www.bookdepository.com/publishers/Elsevier-Science-Publishing-Co-Inc


まとめ 

●水蒸気爆発について解説を行った． 
●電力会社と原子力規制委員会の炉心溶融時   
  の対処について検討した． 
• 審査の問題点:単に溶融物を落下させて水蒸気爆発が起

こらなかったから事故時には起こらないとするのは楽観的
過ぎる． 

• 高温液と水の接触の仕方によっては容易に水蒸気爆発は
起こる．アルミ工場事故やマグマ水蒸気爆発による噴火
がそのよい例． 

• 水蒸気爆発は起こるという前提で対策を講じるべき．設計
の常識． 

• 水蒸気爆発の発生を理論的に説明できるレベルにない． 


