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1　核反応熱では核燃料が溶けない？！
1.1　はじめに

石川迪夫氏（写真1）による今回の炉心損傷の原
理の考証は，スリーマイル発電所（TMI）及びチェ
ルノブイリ事故での事実，及び1970年に米独日
三国共同で実施された安全性確認実験での事故時
燃料棒挙動実験や，その後のNSRR実験結果と共
に2014年に東京電力から公開されたデータを分
析したものである。なお，直接のデータがない最
高到達温度などは計算等により推測している1）。

1.2　スリーマイル発電所の前例
1979年のTMIの炉心部分溶融の事故を考察

すると，福島第一原子力発電所事故もTMIと同

写真1　石川迪夫氏によるTMI炉心溶融の解説

様の事象が発生したと推測すべきと考えている。
具体的には，原子炉が停止した後の崩壊熱だけ

では炉心溶融は起こらず，TMI事故は核燃料被覆管
に使われているジルコニウム（Zr）と注水による
Zr-水反応（Zrが水：H2Oの酸素を奪って酸化す
る化学反応）による化学反応熱が加わることで，
炉心中心部で溶融炉心が発生したと考えられる。

以下にこの事象について詳細に説明する。
なお，崩壊熱は核分裂でできた不安定な原子核

がより安定な原子核に変わる際に放出される放射
線のエネルギーが熱になったものである。

1.3　高温化した核燃料は溶け落ちない
一般の蒸気ボイラでは，高温になると伝熱管が

溶け落ちてしまうことが知られている。
原因は，伝熱管表面が発生した蒸気で覆われる

膜沸騰が生じるからである。伝熱管表面に形成さ
れた蒸気の膜は熱を伝えにくく，その結果，伝熱管
からの熱が遮断され，伝熱管が溶けてしまうのであ
る。これはバーンアウト現象として知られている。

しかし，伝熱管を核燃料に置き換えた米国アイ
ダホ国立研究所　出力冷却不均衡（PCM第一回）
実験（PCM-1実験）ではバーンアウトするはず
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の5倍の熱出力で試験したが，核燃料棒は溶け落
ちていない。

1.4　運転停止後に燃料が破壊
PCM-1実験では原子炉を止めた途端，実験

ループに水を送り込むポンプの流量が急減し，冷
却材中の放射線濃度が急上昇した。

これは，高温では大丈夫だった核燃料が，冷却
によって破壊されたことを示している。一見不思
議に思えるこの現象は，核燃料の被覆管の挙動を
考えると理解できるのである。

なお，核燃料はペレットに焼き固められた二酸
化ウランを，Zrでできた筒（燃料被覆管）に収
めて燃料棒としたものである。100万 kW級原
子炉には，燃料棒が4～5万本装荷されている。

1.5　Zrの酸化被膜が鍵を握る
被覆管に使われているZrは通常の運転条件で

は酸化しないが，冷却水の不足などで温度が
800～1 000 ℃程度まで上昇すると表面が酸化
して緻密な酸化被膜を形成する。更に1 000～
1 200 ℃の温度まで上昇すると，Zrが柔らかく
なりペレットに圧着するので，被覆管の内面にも
酸化膜ができる。そして，1 800 ℃を超えると
Zr金属が溶け，下方向に流下し始める（Zrの融
点は約1 800 ℃）。

酸化Zrの融点は約2 770 ℃であるからZrの
酸化被膜は溶けず，内外表面の酸化被膜に挟まれ
たZrのみが溶けた状態になる。溶けたZrは酸化
膜とペレットの隙間を重力等で移動するが，燃料
棒自体は強靭な酸化被膜が張り付いているため，
崩壊しないで直立した状態のままとなる。Zrが
溶けて移動した様子は，冷却後の燃料棒にこぶの
ようなものができていることで分かる（写真2）。

1.6　冷却による燃料の破壊
TMI事故では，炉内水位が低下して，水面より

上に出した炉心部分の温度が上がり酸化皮膜が形
成された。しかし，露出した部分でも輻射による
冷却や蒸気の流れによる冷却があるため，崩壊熱
だけでは溶融に至るほどの温度上昇は起こらない。

また，Zrは水と反応しない酸化被膜で覆われ
ているため，水に浸かっていてもZr-水反応によ
る発熱や水素の発生はない。

ところが，この高温状態に水が注入されると熱
く熱した燃料が急激に冷やされる。低温になると
酸化皮膜は脆くなる。そのため，水で冷却された
部分が縮むことによりひび割れができ，同時に燃
料棒を締め付ける力にもなる。この結果，燃料

（Zrの被覆管）を破壊し，燃料棒がばらばらに分
断する（写真2）。

燃料棒がばらばらに分断されると，分断面には
高温の酸化していないZrが現れるので，温度が
1 300 ℃以上だと，注水と接触して激しいZr-
水反応が起こる。Zr-水反応ではZrが水（H2O）
の酸素を奪って酸化し，その化学反応による強い
発熱で，その近傍にある炉心を溶かすのである。

また同時に，水から酸素が奪われることで水素
が発生する。この水素は後に水素爆発の原因とな
る水素で，TMI事故で停止していたポンプを駆動し
た直後に，圧力が激しく上昇したことと符合する。

以上を総括すると，TMI事故では，核燃料は崩
壊熱だけで溶融したのではなく，1 500 ℃を超
える高温状態の炉心に水が注入されることで燃料
の分断が発生し，Zr-水反応による熱で炉心が溶
融し，同時に水素が発生したと考えられる。

化学反応による熱は崩壊熱のように炉心の全体
で発熱するのではなく，燃料棒が分断されたその
場所で部分的に発生するので，部分的に溶融を引
き起こす。

こうして，高温の溶融物が出現すると，直ちに

写真2　部分的にばらばらに分断された燃料
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表面に「るつぼ」が形成され，内部溶融プールは
冷却水との直接接触から保護され，水蒸気爆発は
発生しない。また，「るつぼ」には断熱効果があ
り，溶融プールはゆっくりと成長したと思われる

（内部はU・Zr・Oの混合溶融物で約2 000～
2 200 ℃）。

2　福島第一原子力発電所の炉心溶融
2.1　福島第一原子力発電所2号機の経緯

福島第一原子力発電所2号機は3月14日11
時まで原子炉隔離時冷却系（RCIC）が運転され
て炉心は冠水しており，炉心は健全な状態だっ
た。炉心温度は飽和温度とほぼ同じ約300 ℃と
考えられる。

11時にRCICの停止により炉心への注水が停
止すると，水の蒸発により炉心水位は低下し，燃
料温度は上昇していった。しかし，このときの燃
料温度は1 000 ℃以下と推測している。

次に，18時に海水注入のため原子炉が減圧さ
れると減圧沸騰により燃料棒の温度が低下した。

注水は予定より2時間遅れだった。この間に炉
心温度は1 500 ℃くらいまで上昇しており，海
水注入により燃料が分断し，小規模のZr-水反応
が発生した（この時の消防ポンプによる注水量は
少なく，Zr-水反応は大きく進まなかった）。これ
により2号機の炉心は部分的溶融が起こり，溶融
の熱による蒸発で水位が低下していった。

22時，消防ポンプの注水により水位が再上昇
し，残っていた高温の燃料棒が分断されて炉心崩
壊し，Zr-水の反応熱による炉心溶融に至ったと
考えられる。同時に水素が大量に発生して，1号
機の爆発によって開いた原子炉建屋5Fのブロー
アウトパネルから外部へ放出された。この溶融炉
心からの直接放出により放射線レベルが急上昇し
た（図1参照）。

以上が2号機もTMI事故の炉心溶融と同じZr-
水反応によるものであることの検証である。

なお，核燃料の崩壊熱は原子炉停止直後で7 ％
程度だが，2時間で1 ％くらいまで急速に減り，
ある程度時間が経つと熱量の減少も緩やかになっ
て安定的になる。従って，原子炉停止の初期に冷

却ができることは重要な効果があると考えられる。
2，3号機はRCICの設計時間は8時間だった

が，実際は3日も運転され，冷却が継続できた。
RCICの蒸気条件は悪く，タービン翼の劣化が激し
いはずであるが，設計時間を大幅に超えて3日も
機能したのは素晴らしい結果だった。もし，その間
に電源が外部から支援されていれば，2，3号機の
炉心溶融と水素爆発は防止できたとも考えられる。

2.2　福島第一原子力発電所の放射性物質の放出
福島第一原子力発電所の線量率の変化を見る

と，1，3号機の水素爆発時の第一の背景線量率
（一時的な線量率の変化が落ち着いた後の値）
は，通常運転時の約100倍までの上昇である。と
ころが2号機の炉心溶融では通常運転時の1万倍
近い第二の背景線量率のラインまで上昇している。

つまり，2号機のように放射性物質を直接環境
に放出するのに比べると，1，3号機のように
ウェット・ベント（格納容器内に蓄えられた水を
くぐらせたあとの気体放出）では，除染係数がお
およそ100程度つまり放射性物質はもとの
1/100程度に低減される。そのことから，ベン
トは計画的に行うのが望ましいと考えられる（な
お，第一の背景線量上昇は1号機の原子炉へ消防
ホースが接続された際に発生しており，小さな直
接放出とも考えられる。その効果を考慮すると，
ウェット・ベントの除染係数は1 000程度にな

図1　福島第一原子力発電所2号機の経緯（引用文献1）p.109）
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り得ると考えている）（図2参照）。

2.3　水素爆発と着火源
水素の経路は，格納容器下部の貫通部から換気

ダクトを経て原子炉建屋上部へ移動したという説
がある。しかし，水素は軽いため，まっすぐに上
昇していったと考えている。水素の経路は，熱が
格納容器フランジを緩め，その上にある小さな空
間から遮蔽プラグを押し上げて，爆発した5Fの
運転フロアーに到ったと考えるのが自然である。

そして，事故時の格納容器圧力（約8気圧）
は，厚さ2 mの遮蔽プラグ（重量600トン）を
楽に持ち上げる。それが落下した際の衝撃力で原
子炉建屋上部に流れ出た水素が着火したと考えて
いる（計算では0.5気圧程度の圧力差があれば遮
蔽プラグが持ち上がることが分かる）。

3　まとめ
石川迪夫氏より実験結果と過去の事故，公表

データに基づく事故の経緯を説明して頂いた。
実はCPD講座を行う際に出典となった著書1）

を勉強してから臨むようにとの注意があり，著書
を拝見したが情報として理解してもその内容を受

け入れるのは容易ではないという印象を受けた。
しかし，CPD講座で石川迪夫氏から順を追って

説明を受けることで理解が進み，私は事象の繋が
りを漠然と一般論で考えていたことを痛感した。

今回のCPD講座は，事故の理解に加え，本質
の捉え方という視点でも貴重なご講演を頂いたと
感じている。心より感謝申し上げたい。
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