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原子力における水素安全対策高度化ハンドブック（第 1 版） 

日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究部門 原子力エネルギー基盤連携センター  

（編）日野 竜太郎、竹上 弘彰、山崎 幸恵＋、小川 徹※ 

 

(2016 年 12 月 16 日受理) 
 

福島第一原子力発電所事故後に、シビアアクシデント時の水素対策は、我が国におい

て大きな技術的課題として認識されるにいたった。しかし、原子力技術者と燃焼・爆発

の専門家との間で共通の知識基盤を形成し、将来の原子力安全を確保、向上させていく

努力は始まったばかりである。そのような活動の一つとして、我々は「原子力における

水素安全対策高度化ハンドブック」を作成することとした。平成 24 年度から、大学、

原子力メーカー、事業者、研究機関の原子力及びガス燃焼・爆発の専門家から成るハン

ドブック作成委員会を立上げ、原子力の技術者が理解しておくべき水素安全技術の先端

を示しつつ、原子力技術者に協力すべき燃焼、爆発専門家向けに原子力における水素安

全の要点が示されているものとすること、事故後廃棄物管理までを視野に入れて放射線

分解水素に関する情報を拡充することなどをハンドブックの作成方針として、多数の執

筆者陣により本ハンドブックが完成した。この活動を通して、原子力を超えたコミュニ

ティーが形成されたと考えている。 
福島第一原子力発電所事故を経て、過酷事故時のみならず、廃止措置、廃棄物管理を

通して水素の管理は今後長く難しい課題となる可能性がある。コミュニティーとして知

識管理をたゆまず続けていかなければならない。このハンドブックがその知識管理の中

に組み込まれるようなものに育っていけば幸いである。 
 
 

 

本ハンドブックは経済産業省資源エネルギー庁からの受託事業として（国研）日本原子

力研究開発機構が実施した「発電用原子炉等安全対策高度化技術基盤整備事業（水素安

全対策高度化）」の成果である。 
大洗研究開発センター：〒311-1393 茨城県東茨城郡大洗町成田町 4002 番地 
＋福島研究開発部門 廃炉国際共同研究センター 
※特別研究員 
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Nuclear Engineering Research Collaboration Center 
Sector of Nuclear Science Research 

Japan Atomic Energy Agency 
Oarai-machi, Higashiibaraki-gun, Ibaraki-ken 

 
(Received December 16, 2016) 

 
In the aftermath of the Fukushima nuclear accident, safety measures against hydrogen in 

severe accident has been recognized as a serious technical problem in Japan. Therefore, efforts 
have begun to form a common knowledge base between nuclear engineers and experts on 
combustion and explosion, and to secure and improve future nuclear energy safety. As one of 
such activities, we have prepared the "Handbook of Advanced Nuclear Hydrogen Safety". 

A handbook committee consisting of Japanese experts in the fields of nuclear and 
combustion-explosion in universities, nuclear companies, electric companies and research 
institutes was established in 2012. The objective and consents of the handbook were determined, 
and the outline of the contents was decided. The concepts of the handbook are as follows: to 
show advanced nuclear hydrogen safety technologies that nuclear engineers should understand, 
to show hydrogen safety points to make combustion-explosion experts cooperate with nuclear 
engineers, to expand information on water radiolysis considering the situation from just after the 
Fukushima accidents and to the waste management necessary for decommissioning after the 
accident etc. Many experts have participated to manuscript preparation, which was the first step 
of forming a hydrogen community across the boundaries of fields. 

The hydrogen community is expected to grow along with its improvement to the knowledge 
base on nuclear hydrogen safety.  

Keywords: Handbook, Nuclear Hydrogen Safety, Severe Accident, Combustion, Explosion 

The handbook was performed in the Advanced Nuclear Hydrogen Safety Research Program 
funded by the Agency for Natural Resources and Energy of the Ministry of Economy, Trade and 
Industry. 
+ Collaborative Laboratories for Advanced Decommissioning Science, Sector of Fukushima 

Research and Development 
※Scientific Consultant 
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１．はじめに – このハンドブック作成の背景と方針 

1.1 TMI-2 事故における水素 

米国原子力規制委員会（NRC）の歴史家 J. Samuel Walker は、スリーマイルアイランド2
号機（TMI-2）事故の歴史的分析を行った“Three Mile Island: A Nuclear Crisis in Historical 
Perspective”(1)を2004年に上梓した。彼は1979年3月の事故後の6月に NRC に雇用された

ことから、正確を期した歴史分析をまとめるために実に事故から25年を費やしたことに

なる。その Walker が2009年3月の Bulletin of the Atomic Scientists 誌に"Documenting Three 
Mile Island"（「スリーマイルアイランド事故を記録するということ」）という記事を寄せ、

TMI-2事故の水素バブル騒動の顛末を再びとりあげた。 
 

水素バブル騒動とは、以下のようなものであった。1979年3月28日水曜日朝4時の TMI-2
事故発生から約16時間後の夜、ようやく炉心冷却が回復した。その前、13時50分に運転

員たちは、どこかで何か重いものが落ちたかぶつかったような異音を聞いた。そのとき、

格納容器圧力の記録計の針は一瞬28psig(190kPa-g)ほどはねあがって、また収まった。

しかし、これは記録計のノイズとして見過ごされた。この圧力スパイクは格納容器内で

の水素爆発だったのだが、その時は爆発が起きたとは誰も気づかなかったのである。翌

29日の遅くになって、ようやく、水素爆発が起きたのだと認識されるにいたった。その

報告が NRC 本部に届いたのは30日朝だった。水素はジルカロイ被覆管の水蒸気との反

応、 

 
Zr(s) + 2H2O(g, l) = ZrO2(s) + 2H2(g) 

 

によって発生した。問題は原子炉圧力容器内に滞留して冷却水の循環を妨げている水蒸

気と水素を含んだバブルに、さらに水の放射線分解による水素と酸素が加わって、爆発

組成にいたることがあるかどうか、あるとしてそれがいつになるのかということだった。 

 

しかし、この内部で検討中の情報が報道されてしまい、大パニックを引き起こした。上

記の記事中で、Walker は歴史家として、この時の社会的混乱を TMI-2事故の最大の危機

的局面としつつも、あらゆる証拠に照らして、NRC が圧力容内での水素爆発の切迫性

を信じたことはなかったとした。いずれにしても、4月1日の午後には、圧力容器内で水

素爆発が起きるような酸素の発生はまずありえないという結論が出された。その結論が

確定したのは、その日、カーター大統領が TMI-2を視察した直後のことだった。大統領

諮問の事故調査委員会報告書、いわゆる Kemeny 報告では、この混乱の主要な原因とし

て、当時 NRC に水の放射線分解について十分な専門知識がなかったためと指摘した。 
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1.2 福島第一原子力発電所事故における水素 

福島第一原子力発電所事故（以下、福島第一事故という）では、1, 3, 4号機の原子炉建

屋で水素爆発が発生した。これにより、原子炉建屋という二次格納容器の機能喪失と、

事故後対応に不可欠な機器の損壊という深刻な事態をもたらした。最初に1号機で爆発

が起きるまでは、我が国の原子力専門家のほとんどは建屋での水素爆発の発生を予見し

なかった。技術者としてシビアアクシデント時の水素挙動について知っていなければな

らないはずの基本的な事項の幾つかが、多くの専門家の視野から欠落していたことを認

めざるを得ないのである。 
 

沸騰水型炉（BWR）の格納容器（福島第一原子力発電所2-5号機ではドライウェル+圧
力抑制室空間4,240 + 3,160m3）は加圧水型炉（PWR）の大型格納容器（70,000m3）に比

べて著しく小さいことから、格納容器内を窒素で常時不活性化することで格納容器内で

の水素燃焼の可能性を排除できる1。しかし、格納容器が小さいために、シビアアクシ

デント時に１次系のバウンダリが損傷するなどして高温の水蒸気とともに非凝縮性の

水素が大量に格納容器内に漏えいしたときは、さらに格納容器から建屋への漏えいが起

きるおそれがあることは1980年代後半から米国内でしきりに議論されてきた。 

 

特に Mk-1型の格納容器は容積が小さいことから、米国原子力規制委員会（NRC）は1989
年に、Mk-1型格納容器を持つ BWR について、耐圧ベントの設置にかかわる書簡を出し

た(2)。1990年には米国の事業者団体 BWROG（BWR Owner's Group）は耐圧ベントの自

主規格を作成した。さらに、1994年には、新設された耐圧ベントラインの実地検証や耐

圧ベント使用にかかわる緊急時手順書の確認を含む NRC 暫定検査マニュアルが作られ

た。同マニュアルでは、弁とスタックとの間に置かれるラプチャーディスクの破壊圧力

は、格納容器設計圧より低く、かつ設計基準事象のピーク圧力より高く設定されるべき

こと、また、緊急時には手動破壊できることとされた（図1.1）。（以上のように耐圧ベ

ント設置は NRC が主導したとはいえ、事業者の自主性に任せられてきた。NRC は2012
年5月、Mk-1, Mk-2型格納容器の BWR に対して耐圧ベントの信頼性向上に関する指示

を出した。） 
 

 
 
 
 
 

                                                      
1 我が国にはない Mk-3型格納容器は除く。 
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米国原子力発電運転協会（INPO）報告(3)は、福島第一事故に関して、日本の電力会社が、

格納容器圧力が設計圧を上回っても破壊にいたることはないので設計圧の2倍になるま

でベント操作を待つことができると、判断した点に着目した。今回の事故で2号機では

ベント弁を開けることはできたが、ラプチャーディスク破壊圧（格納容器設計圧

380kPa[gage]より高い427 kPa[gage]に設定されていた）までウェットウェル圧力が到達

しないまま、ベントに失敗している。この時ウェットウェル圧力計の読みがドライウェ

ルのそれに比べて著しく低くなっており、圧力計が壊れていた可能性もあるので、ラプ

チャーディスク破壊圧設定値がベント失敗の原因とは限らない。しかし、この破壊圧の

設定には、シビアアクシデント対策の基本思想にかかわる問題点が象徴されている。 

 

広範囲の環境汚染をもたらした放射能のほとんどは1, 3, 4号機の水素爆発そのものによ

るものではない。むしろ、3 月15 日早朝から24 日頃にかけての長期間にわたる放出の

寄与が大きい (4) 。しかし、全世界に配信された原子炉建屋爆発の映像の衝撃は余りに

も大きい。号機ごとの事故の推移や事象の詳細を解明することは今後の課題として残さ

れているが、同時に、軽水炉の事故時水素をめぐる様々な事象の連鎖について、異分野

の専門家が共通の理解を持ち、共同でその知識を更新していくことが求められる。 

 

 
図 1.1 米国 NRC Generic Letter 89-16 に対応した耐圧ベントライン概念図 
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1.3 ハンドブックの作成経緯と方針 

TMI-2事故後の1983年に米国 NRC から報告書“Light Water Reactor Hydrogen Manual”(5)

が刊行された。この報告書は、耐圧ベント設置に代表されるような BWR の事故時水素

対策が現れるより前の段階のものだが、軽水炉における事故時水素の問題を多面的に扱

っているものとして優れた参考書となっている。福島第一事故後に、シビアアクシデン

ト時の水素対策は、我が国において大きな技術的課題として認識されるにいたった。し

かし、原子力技術者と燃焼・爆発の専門家との間で共通の知識基盤を形成し、将来の原

子力安全を確保、向上させていく努力は始まったばかりである。 

 

そのような活動の一つとして、我々は「原子力における水素安全対策高度化ハンドブッ

ク」を作成することとした。このハンドブック作成活動は資源エネルギー庁受託事業「水

素安全対策高度化」の一環として実施したものである。平成24年度から、大学、原子力

メーカー、事業者、研究機関の原子力及びガス燃焼・爆発の専門家からなるハンドブッ

ク作成委員会を立上げ、ハンドブックの作成方針、目次構成等を議論した。メンバーや

執筆者には、「BWR 配管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイドラ

イン」（火力原子力発電技術協会）(6)作成や、新エネルギーとしての水素の安全利用技

術にかかわる調査や評価(7)に関与した経験を持つ専門家が多数参加した。付表1.1にハン

ドブック作成委員会委員名簿を示す。 

 

ハンドブックとしては次のようなものを目指すこととした。 
 

・原子力の技術者が理解しておくべき水素安全技術の先端を示す。 
・原子力技術者に協力すべき燃焼、爆発専門家向けに、原子力における水素安全の要点

が示されているものとする。 
・福島第一事故後の廃棄物管理までを視野に入れて、放射線分解水素に関する情報を拡

充する。 
・過酷事故解析等の特定・狭義の専門家を対象にするものではない。高度な解析式なし

に、迅速に図表で判断を助けるものとする。 
・解析技術者にも役立つように、詳細なデータベースの所在や、最新の解析ツールのオ

ーバービューを添える。 
 

以下、このハンドブックで扱ったテーマの幾つかについて、簡単に位置づけを紹介する。 
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1.3.1 シビアアクシデント・マネジメント(SAM）と水素管理の視点 

極めて蓋然性が低いと考えられる事象について予め検討しておくことは深層防護の基

本である。事故が設計基準を超えて進展した場合には、以下を目的としたアクシデント

マネジメント（AM）が講じられる。 
・その事象がシビアアクシデントに拡大することを防ぐこと、 
・シビアアクシデントの影響を緩和すること、 
・長期的に安全で安定した状態を達成すること。 
 

AM の2番目の項目（シビアアクシデントの影響を緩和すること）は、シビアアクシデ

ントマネジメント（SAM）と呼ばれる。有効な SAM の立案のためには、 

・事前に入念な調査・解析を行い、 
・柔軟な対策を用意し、 
・それらの対策の実施に必要な信頼性ある計装を備え、 
・計装や手段の限界を十分把握している必要がある。 
 

シビアアクシデントのように、状況によって様々な分岐が考えられる事態については、

すべてを十分な精度で予見することは不可能である。予測の限界を知り、常に最先端の

知見を集め、解析手法と解析に基づく対策とを更新していく持続的な努力が求められる。 
 

SAM を、正確に又は最適に実施するには事故進展を把握し、発電所の損傷状態を特定

する必要がある。水素にかかわる SAM において、炉心の状態は水素生成の状況、格納

容器の状態は水素の分布状況に影響する。炉心の損傷・溶融状態と水素生成とはおおむ

ね本ハンドブック2章の「軽水炉システムにおける水素の発生」で述べるような関連が

想定される。炉心損傷の状態は、起因事象、非常用炉心冷却系の状況、ヒートシンクの

状況を把握することにより推定することができる。さらに、格納容器バウンダリの状態

と水素分布とは3章の「軽水炉システムにおける水素の放出、移行、蓄積挙動」で述べ

るような関連が想定される。格納容器バウンダリの状態は、炉心損傷の状態、格納容器

熱除去の状況を把握することにより推定することができる。 

 

  

JAEA-Review 2016-038

- 5 -



JAEA-Review 2016-038 

- 6 - 

1.3.2 水素燃焼事象 

SAM に関する水素燃焼事象は表1.1のように集約される。これらの現象が個々の炉型に

おいてしめる重要度と、それらに関連する解析は、ハンドブックの扱えるところではな

いが、幾つかの具体例を上げて理解を助けるものとした。また、表1.1のうち水素濃度

抑制手段としての、静的触媒式再結合装置（PAR: Passive Autocatalytic Recombiner)、イ

グナイタ（電気的水素燃焼装置）、フィルタ付ベントについては、それぞれの使い方、

期待する役割について、必ずしも国際的なコンセンサスが定まっていない。ハンドブッ

クでは現状と課題を可能な限り分かりやすく示した。 

 

表 1.1 SAM にかかわる水素燃焼事象 

- 全域的な水素燃焼に対する格納容器の健全性 

- 原子炉冷却系からの水素プリューム（細い上昇流）の燃焼 

- 破断箇所とタイミングによる格納容器内での水素の層化と、火炎加速伝播による格

納容器内機器類の損傷の可能性 

- 格納容器内区画における水素の爆轟の可能性と格納容器への影響 

- 局所的な拡散炎(3)の発生の可能性と格納容器壁への影響 

- 深層防護としての水素濃度抑制手段の用意 
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1.3.3 空気-水蒸気-水素系の挙動 

軽水炉シビアアクシデントにおける水素挙動

が他の分野の水素安全に比べて複雑になるの

は、そこに凝縮性気体である水蒸気が大量に

共存し、放出にいたる経緯や放出後の履歴に

よって、混合気の組成が大きく変化するから

である。図1.2に空気-水蒸気-水素系の燃焼限

界を示す。水蒸気は水素燃焼を不活性化する

効果を持つ。逆に、水蒸気が凝縮するとその

不活性化効果は失われる。 

 

既述のように BWR のシビアアクシデントで

は、格納容器内への高温蒸気+水素の漏えいで

内圧が高まる結果、早期ベント失敗の場合に

は、原子炉建屋への漏えいが起きる可能性が

ある。格納容器からの漏えいが継続している

限りは、水蒸気濃度が高くて可燃限界を大き

くはずれている。しかし、漏えいが止まるか小さくなると、水蒸気供給よりも建屋壁面

や天井への水蒸気凝縮が上回ることになり、空間の気体組成は可燃限界の内側に入って

くる。そこに、ささいなエネルギーの投入があれば爆発が起きる。福島第一原子力発電

所では各号機のオペレーション・フロア天井は鉄骨トラス構造だったが、壁は1号機で

は鉄骨構造、3号機では鉄筋コンクリート構造だった。水蒸気の壁面凝縮や凝縮にバラ

ンスする外気の流入を評価することは容易ではないが、放出履歴に加えて、建屋構造の

違いによる水蒸気凝縮過程とその結果としての水素分布の違いも考慮する必要がある

であろう。 
 

また、大型の PWR 格納容器で水蒸気凝縮の関与する事象として、IAEA 報告書(8)は次の

ような例を示している。PWR のコールド・レグの低位置での小口径 LOCA（冷却材喪

失事故）の場合、格納容器内に初期はほとんど水蒸気だけが放出され、後期に水素濃度

の極めて高いガスが放出される。このように大きく濃度の異なるガスが放出されると、

既に格納容器に充満している水蒸気とすぐに均質化することは難しい。そこに急に水蒸

気が凝縮するようなことがあると、高濃度の水素含有箇所で爆発が発生する可能性があ

る。このような水素成層化現象とその燃焼挙動については、欧州が域内の共同研究とし

て近年精力的に研究を進めている。その最近の成果については本ハンドバックの3章の

「軽水炉システムにおける水素の放出、移行、蓄積挙動」及び4章の「水素の燃焼、爆

 
 

図1.2 空気-水蒸気-水素系の燃焼限界 
及び爆燃-爆轟遷移（DDT）限界 

（代表長(L)10m の空間において爆轟 
セル幅(λ)2m として想定したもの (8)） 
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図 1.3 PAR による空気-水蒸気-水素系の着火
(10)。菱形点が着火の起きた条件、四角点は着

火が起きなかった条件、実線は可燃組成限界

図 1.4 格納容器スプレー作動下でのイグナ

イタによる着火試験結果 (米国サンディア国

立研究所) (11)。空気-水蒸気-水素混合気を容器

に満たしたところで、イグナイタをオン状態

にしてスプレーを噴射。実線は可燃組成限界

線、破線は火炎加速閾組成。 

発」で触れた。 

1.3.4 PAR、イグナイタ、格納容器スプレー 

空気-水蒸気-水素系の特異な挙動は、

PAR（静的触媒式再結合装置）、イグ

ナイタ、格納容器スプレーの設置や運

用でも頭に入れておかなければなら

ない。  
 

現在用いられている PAR は水素-酸素

再結合触媒を塗布した金属板などを、

チムニー効果を有する容器の中に縦

に複数枚配置して、動力や運転員の操

作なしに空間中の水素の蓄積を防止

しようというものである。すなわち、

触媒板上での水素-酸素の再結合の反

応熱によって温められた空気が上部

に排出され、下部から新たな水素含有

ガスが引き込まれる。ただし、格納容

器等に設置される PAR は、事故時に

予想される水素発生量に比べて一基

あたりの水素処理量は決して大きな

ものではない。 

  

PAR に期待する役割は国によって違

っている。米日ではともに大型の格納

容器を持つ PWR では、PAR 等を使わ

なくても水素濃度が重大な火炎加速

を起こす10vol%に達することはない

として、従来は特別な水素対策は要求

してこなかった。ただし、我が国では

福島第一事故後に、各発電所で、深層

防護の手段として、PAR やイグナイタ

を設置して水素濃度管理に用いるこ

とを計画し、一部では既に設置されて

いる。米国内では PAR は着火源とな
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るので、危険であり、外すべきだという請願も出されたほどで、PAR 利用は定着してい

ない(9)。一方、欧州では従来から PAR を備えている例が少なくない。その場合、PAR
によって水素濃度が十分低下するまでは、格納容器スプレーによって水蒸気を凝縮させ

ないことが SAM ガイドライン（SAMG）で定められている。 

 

事実、PAR は特定の雰囲気組成下においては、イグナイタとして機能することが示され

た（図1.3）(10)。すなわち、PAR 周囲の水素濃度が上昇するような条件においては、過

剰な燃焼圧力波が発生しない段階で着火を発生させる効果があるとされている。このこ

とを、過去に米国で行われた試験結果と比べると興味深い。図1.4は、納容器スプレー

により水蒸気が凝縮し可燃組成に到達するような条件で、水素濃度が過大とならないう

ちにイグナイタによる適時な着火が可能かどうかを、縮尺容器内で調べた結果である(10)。

水蒸気-空気-水素混合気を容器に満たしたところで、イグナイタをオン状態にしてスプ

レーを作動させている。この場合は、混合気組成の層化の有無にかかわらず、可燃限界

線近傍で着火が起きて、数度の火炎発生の後、水素濃度が下がり、やがて火炎が消える

ことが示された。このハンドブックでは、今後の対策検討のために、これら相互に関連

する事例を示すように努め、最近の成果を5章の「防災・減災技術」で触れた。 
 

また、福島第一原子力発電所のシビアアクシデントの各種廃棄物には、汚染水処理の二

次廃棄物を始めとして、水を含む放射性廃棄物が大量に出てくる。それらの廃棄物の移

送、保管、処理の過程での水素対策も大きな課題である。含水廃棄物の水素管理につい

ても一章を設けて触れることとした。 
 

以上はこのハンドブックの内容の要約というより一部分の例示である。福島第一事故を

経て、学びなおさなければならないことは少なくない。過酷事故時のみならず、廃止措

置、廃棄物管理を通して水素の管理は今後長く難しい課題となる可能性がある。コミュ

ニティーとして知識管理をたゆまず続けていかなければならない。このハンドブックも

その知識管理の中に組み込まれるようなものに育っていけば幸いである。 
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２．軽水炉システムにおける水素の発生 

2.1 通常運転時における水素の発生 

2.1.1 水の放射線分解 

(1) 水の放射線分解 
通常運転時における軽水炉の炉心は、高放射線場であり、多量のエネルギーが発生して

いる。このエネルギーの大部分は熱エネルギーとなるが、一部（数%）は直接水に吸収

され、水分子の分解を促す。これを水の放射線分解という。 
 

水の放射線分解による水素発生は、シビアアクシデントの進展が収束した後も、長期に

わたり継続するものであり、十分な理解が必要である。 

H2O eaq
－、OH、H、H2O2、H2、H+ etc. （2.1） 

式（2.1）の右辺の化学種を一般に水の放射線分解生成物と呼ぶ。このうち、eaq
－は水和

電子と呼ばれ、水分子からたたき出された電子に周囲の水分子が配位して一時的に安定

したものである。原子、ラジカルと合わせ、これらの化学種は短寿命で反応性が

高い。これに対して、いくつかの反応を経て生成するやなどは比較的長寿命で水

中に存在し得る。これらの放射線分解過程の詳細については、後述の付録を参照された

い。



通常運転時の軽水炉において、水の放射線分解に寄与する燃料起源の放射線は線や中

性子線が主である。炉心に装荷されている燃料中では、核分裂により線や中性子線だ

けでなく線や線も発生するが、線や線は飛程が短いために燃料被覆管を通過する

ことができず、そのエネルギーは燃料中で熱に変換される。ただし、出力を原子炉冷却

材中のほう酸で制御している PWR では、Bn、Li により線が発生し、水の放射線

分解にも寄与すると考えられる。



一方、事故時における破損燃料の貯蔵や燃料デブリの管理の際には、燃料が被覆管に覆

われず露出した状態となっているため、水の放射線分解を評価に当たって、線や中性

子線だけでなく線や線の寄与も考慮する必要がある。

 

(2) G 値 
放射線化学反応の収率を表す指標として G 値が広く用いられている。G 値は放射線エ

ネルギー100eV の吸収当たりに生成される化学種の個数を表したもので、式（2.2）に
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よって定義されている(1)。 

G(±X)＝
生成（＋）または消滅（－）した化学種Xの数

吸収された放射線のエネルギー[eV]  ×100 [個/100eV] （2.2） 

G 値には、放射性分解反応の過程によって、イニシャル G 値（照射後 10－12秒）とプラ

イマリーG 値（照射後 10－9秒）の 2 種類に分類されるが、ここでは後者の G 値を単に

G 値と呼ぶこととする。式（2.2）で与えられる水の放射線分解生成物（X）の G 値 G(X)
は、これまでに多くの実験が行われており、それらの測定方法や実験値については付録

の 2 に詳細を記述した。例えば室温での水の線による放射線分解における水素の G 値

G(H2)は、0.45 程度とされている(2)。ただし、G 値は照射線種（線エネルギー付与 

LET:linear energy transfer）や照射環境（温度、pH 等）により変化するものである。温度

の影響については後述するが、その他の影響についても付録の 3, 4 に詳細を記述した。 
 

2.1.2 高温水の放射線分解 

(1) 高温における G 値 
最近の研究によって水の放射線分解生成物の G 値に温度依存性があることが明らかに

なっており、詳細データについては付録の 5 に掲載した。eaq
－をはじめ、H や H2等の放

射線分解生成物は、いずれも温度上昇とともに G 値が増大する傾向を示す。これに対

して H2O2は、温度上昇とともに G 値が増大する場合と低下する場合が報告されている。

これは、H2O2 の高温での熱的不安定性に起因する測定の難しさを反映したものである

と考えられている。 
 

(2) 高温での反応速度定数 
原子炉内で起こる高温水の放射線化学反応のコンピュータシミュレーションを行うた

めには、放射線分解生成物と関連する化学種の高温での反応速度定数が入力パラメータ

として必要である。全ての反応について反応速度定数の温度依存性を測定することは困

難であるため、一部の反応については室温の値（付録 2.1 の 6 参照）から高温の値を推

定せざるを得ない。この目的のために、関連する化学種の反応速度の温度依存性につい

て系統的な整理が行われてきた。 
 

一般的に化学反応速度定数（k）の温度依存性は、アレニウス（Arrhenius）の式を用い

て式（2.3）のように表すことができる。 









RT
EAk exp  （2.3） 
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ここで、A は頻度因子、E は活性化エネルギーである。もし、この活性化エネルギーの

値が既知ならば、式（2.3）により容易に高温側へ外挿することができる。 
 

(3) 原子炉における水素生成の G 値 
国内の商業用軽水炉としては、PWR（加圧水型軽水炉）と BWR（沸騰水型軽水炉）の

2 種類に大別される。PWR 一次系のような非沸騰下での水の放射線照射では、放射線

分解で生成した水素は、例えば H2＋OH→H＋H2O のような水中での二次的反応に巻き

込まれて消滅するため、実質的な水素生成の G 値はほぼ 0 とみなせる。一方、沸騰下

での水の放射線照射では、気泡が多数発生することで上述の二次的反応が阻害され、放

射線分解で生成した水素は容易に気相に移行することが可能となる。気相に移行する水

素の収率を G 値とした時、沸騰環境を有する BWR の G 値は 0 にはならない。しかし

ながら、沸騰環境は燃料周辺のみに限られるため、表 2.1.1-1 に示すとおり、室温で測

定される一般的な G(H2)＝0.45 よりは小さな値となる。なお、BWR プラントの安全設

計では、保守的に評価するため G(H2)＝0.5(3)を用いている。 
 

表 2.1.1-1 BWR を模擬した水の放射線分解による水素の G 値 

実験施設 G 値（気相に移行する水素の収率） 

ORNL※1 0.1～0.3(4) 
Humboldt Bay-3 0.03～0.19(5) 
KRB※2 0.14(5) 

※1 ORNL：オークリッジ国立研究所（Oak Ridge National Laboratory） 
※2 KRB：グンドレミンゲン原子力発電所 

 
 

参考文献 
1. （一社）日本原子力学会編、「原子炉水化学ハンドブック」、2000、310p. 
2. G. V. Buxton, C. L. Greenstock, W. P. Helman, A. B. Ross, J. Phys. Chem. Ref. Data, 17, pp. 

513-886 (1988). 
3. NRC Regulatory Guide 1.7, 1978. 
4. H. E. Zittel, “Design Considerations of Reactor Containment Spray Systems-PART VIII. 

Boiling Water Reactor Accident Radiolysis Studies”, ORNL-2412 Oct.1970. 
5. R. M. Wilson, B. C. Slifer, “Hydrogen Generation and the GE BWR”, NEDO-10723. 

February 1973. 
 

（上山 裕） 
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付録 2.1：水の放射線分解の詳細 

1. 水の放射線分解機構 
(1) 水の放射線分解機構 
水の放射線分解は，軽水炉内で必ず生じる化学的現象である。水が放射線の照射を受け

ると、放射線のエネルギーが水分子に与えられ、化学反応が起こる。この化学反応は、

水が気相・液相・固相のいずれであるかによって大きく影響を受けるが、ここでは液相

の水の反応について述べる。 
 

放射線は、水に入射すると、水分子を構成する酸素、水素原子中の電子及び原子核と相

互作用する。放射線化学反応の立場から重要となるのは、電子との相互作用である。入

射した放射線が電子と相互作用して水分子のイオン化と励起が生じる。この事象は  

10－16秒程度の極めて短時間のうちに起こる。イオン化によってたたき出された電子は、

その運動エネルギーが大きい場合には、さらにイオン化と励起を繰り返す。 
H2O H2O+＋e （1.1）
H2O H2O* （1.2）

線や高エネルギー電子線等の場合、それらが水中を通過する飛跡に沿って、イオン化

と励起は飛び飛びに起こり、イオン化と励起状態がかたまりとして形成される。このか

たまりは直径 1nm 程度の球と考えられており、スパー（spur）と呼ばれる。1 個のスパ

ー内には 1～3 個のイオンと 4～6 個の励起状態が含まれると推定されている。 
 

放射線のエネルギーは当初電子エネルギーとして付与されるが、分子の振動及び回転の

時間スケールである 10－13～10－12秒の時間が経過すると、この一部は水分子の振動・回

転のエネルギーへ流れる。これに伴って、次のようなイオンや励起状態の解離が生ずる。 
H2O+→H+＋OH （1.3）
H2O*→H＋OH （1.4）
H2O*→H2＋O （1.5）

分子の電子励起に必要なエネルギー以下に運動エネルギーを失った電子は亜励起電子

と呼ばれるが、これは水分子の振動や回転を励起し、やがてそのエネルギーが熱エネル

ギー程度にまで低下する。 
 

水分子は電気双極子モーメントを有するので、熱化した電子はその強力な電場の作用に

よって、周囲の水分子の双極子モーメントの配向を引き起こし、水和して、水和電子

eaq
－を形成する。水和電子の形成には 10－12 秒程度の時間を要する。したがって、放射

線が入射した後に 10－12秒程度経過した時点では、飛び飛びに形成されたスパーの中に、

eaq
－、OH、H、H+等の化学種が局所的に高密度で存在している。さらに時間が経過する
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と、これらの化学種の拡散が始まる。拡散と同時にスパーの中の化学種同士の反応も起

こる。スパーの中での反応は反応速度の大きいものが優先され、下記の反応が重要であ

る。 
eaq

－＋eaq
－→H2＋2OH－ （1.6）

eaq
－＋H+→H （1.7）

eaq
－＋OH→OH－ （1.8）

eaq
－＋H→OH－＋H2 （1.9）

OH＋OH→H2O2 （1.10）
OH＋H→H2O （1.11）
H＋H→H2 （1.12）

化学種の拡散によってスパーは拡大するが、10－6秒程度経過すると、拡大したスパー相

互の重なりが起こり、全体が均一化する。したがって、約 10－6 秒後にはスパー内反応

を免れた化学種とスパー内反応による生成物が水中に均一に分布して存在することに

なる。この時点までの過程をまとめて表せば式（1.13）のように表すことができる。 
H2O eaq

－、OH、H、H2O2、H2、H+ （1.13）
式（1.13）の右辺の生成物をプライマリー生成物と呼ぶ。eaq

－、OH、H をラジカル生成

物、H2O2、H2 を分子生成物と呼ぶこともある。H+は放射線を照射しない場合でも水分

子の解離によって生ずる化学種であるから、通常は特に問題とはしない。式（1.13）に

よって生成した化学種は、この後、系に溶質を含まない場合には分子生成物を含めて相

互に、また比較的濃度の低い（通常 10－3mol・dm－3程度）溶質を含む場合には溶質を含

めた全体で、均一系での反応を引き起こし、最終生成物へと変換していく。純水系での

最終生成物は H2と H2O2と微量の O2である。溶質濃度が高くなると、溶質がスパー内

反応に関与する。 
 

放射線化学反応の一つの特徴はスパーの形成にある。スパーを直接観察することは極め

て困難であり、理論的考察によって概念が構築され、数多くの実験によって間接的にこ

の考え方が支持されている。しかし、近年パルス放射線分解法の発達によって、より現

実的なスパー形成の根拠が得られるようになっている。 
 

(2) 生成化学種の反応性 
(a) eaq

－ 
水和電子 eaq

－は水の放射線分解生成物の中で最も重要な化学種である。eaq
－は室温で可

視部（715nm）に極めて強い吸収ピーク（＝1.85×105mol－1・dm2）を有し、反応性に

富む強力な還元剤で、その標準還元電位 E0は－2.9V である。数多くの無機イオンやハ

ロゲンを含む有機化合物と速やかに反応する。 
(b) OH 
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OH ラジカルも eaq
－とともに重要な化学種である。OH は反応性に富む強力な酸化剤で

あり、標準還元電位 E0は 2.72V である。OH は酸化反応の他に、式（1.14）の H の引抜

反応等を起こす。OH は高アルカリ溶液では式（1.15）の平衡反応により、速やかに O－

へ変換される。R・はラジカル。 
OH＋RH＝H2O＋R・ （1.14）
OH＝O－＋H+ （1.15）

(c) H 

水素原子は eaq
－と同じように還元性を示すが、その還元力（E0＝－2.3V）は eaq

－より弱

い。有機物に対しては、OH の場合と同じように H の引抜反応（1.16）等を起こす。 
H＋RH＝H2＋R・ （1.16）

 

2. G 値の測定 
(1) スキャベンジャー法 
放射線分解生成物の収率である G 値を実験的に決定するには、求めたい放射線分解生

成物 X と選択的に反応する溶質（捕捉剤）S を系に加え、定量的に安定な生成物 P に変

換して、生成物 P あるいは捕捉剤 S の化学変化量から測定するという手法が広く使われ

る。 
X＋S→P （2.1）

捕捉剤 S の濃度が高すぎると、前述のように P がスパー内でも X と反応し、逆に低

すぎると定量的な反応が起こらないので、適切な濃度が必要である。一方、H2 や H2O2

にはこの手法が適用できないので、式（2.2）～（2.5）の反応等によって、H2O2、H2が

消費されるのを防ぐため、eaq
－、H、OH の捕捉剤を加えて、H2や H2O2を保護した上で、

その収率を測定する。捕捉剤として、酸性溶液に対しては酸性で安定に存在できる金属

イオン（Fe2+、Ce4+等）、中性溶液に対しては臭化イオン（Br－）、さらにアルカリ性溶液

に対しては錯イオン（Fe(CN)6
4－等）が用いられることが多い。また、他にもテトラニ

トロメタン（C(NO2)4）や一酸化二窒素（N2O）なども用いられることがある(1)。 
eaq

－＋H2O2→OH＋OH－ （2.2）
H＋H2O2→H2O＋OH （2.3）
OH＋H2O2→H2O＋HO2 （2.4）
OH＋H2→H2O＋H （2.5）

水の放射線分解の初期過程は全体として式（1.13）で表されるが、このとき、式（2.6）
の物質収支の関係が成立する。 

G(－H2O)＝2G(H2O2)＋G(OH)＝2G(H2)＋G(H)＋G( eaq
－) （2.6）

水の室温の放射線分解生成物の G 値は、これまでに多くの実験が行われ、その結果の

集積から、ほぼ下記のような値であるとされている(2)。 
G (eaq

－)＝G(OH)＝G(H+)＝2.7 
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G(H)＝0.6 
G(H2)＝0.45 
G(H2O2)＝0.7 

上記の値は数多くの実験結果をもとに平均的な値として求められているので、式（2.6）
を厳密には満足していない。 
 

(2) パルス放射線分解による測定法 
スキャベンジャー法は、G 値を測定したいイオンやラジカルを捕捉剤の添加によって間

接的に測定する手法であるが、直接的に測定する手法もある。液体中で放射線分解によ

り生成したラジカルやイオンは、中和反応等により 10－6～10－2 秒以内に消滅してしま

うので、直接的にこれらを測定するには、この時間内に吸収スペクトルを取るか、照射

しながら絶えず一定量の放射線分解生成物を作りつつ測定しなければならない。前者の

方法としてはパルス放射線分解と閃光分光光度計の組合せで行うことができる。パルス

放射線分解による吸収スペクトルの測定装置は付図 2.1.1-1 に示すような原理によるも

のである。まず電子加速器からパルス幅が 10－6秒程度の電子線を試料に 1 回照射する。

このような短時間ではまだ反応中間体は消失していないので、次の瞬間に他方向から同

じくパルス状になっている光を、閃光光源から照射して分光光度計で測定するようにな

っている。また、光源を閃光ではなく連続して点灯しておけば、中間体の減衰の追跡も

可能である(3)。 

 
 
 

参考文献 
1. 近藤正春、篠崎善治、「放射線化学 基礎原子力講座 7」、コロナ社、pp.207-220. 

 

 

付図 2.1.1-1 パルス放射線分解による吸収スペクトルの測定 
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2. G. V. Buxton, C. L. Greenstock, W. P. Helman, A. B. Ross, “Reactivity of chlorine atoms in 
aqueous solution Part 1 The equilibrium ClMNsbd+Cl-Cl2-”, J. Phys. Chem. Ref. Data, 17, pp. 
513-886 (1988). 

3. 九里善一郎、「放射線化学」、共立出版、pp.48-49.  
 
 

3. G 値の照射線種依存性（LET 効果） 
荷電粒子線が物質中を距離 dx だけ進む間に運動エネルギーの変化E を受ける時、  

－(E/dx)を物質の阻止能と呼ぶ。ある物質の阻止能は荷電粒子線の電荷、質量、エネル

ギーに依存している。荷電粒子線が全エネルギーを失うまでの飛程に沿っての平均値

(E/dx)avを LET（linear energy transfer）又は線エネルギー付与と呼び、eV/nm あるいは

eV/Å で表す。 
 

付表 2.1.1-1 に代表的な放射線の水中での LET の概略値を示す。表中の線については、

線によってたたき出されたエネルギーの異なる全ての電子についての LET を平均的に

表したものである。放射線の種類によって LET の値は大きく変化する。 
 

付表 2.1.1-1 各種放射線の LET(1)  

放射線 LET [eV・nm－1] 
60Co 線 ～0.2 

2MeV 電子線 0.2 
3T からの線 4 

Po からの線 90 
10B(n、)7Li 240 

235U の核分裂生成物 ～3、700 

  

放射線の LET が変化する時、それに伴って誘起される化学反応に変化がある場合、こ

れを LET 効果と呼ぶ。放射線の LET が増大するにつれて、飛跡に沿ってスパーの間隔

が次第に短くなり、やがて相互に接し、重なりが起こるようになる。このようなスパー

の状態を円筒状スパーあるいはトラック（track）と呼ぶ。 
 

高 LET 放射線ではスパー内反応の相対的割合が高くなり、スパー内反応を免れる化学

種の割合が低くなる。その結果として、低 LET 放射線の場合とは G 値が異なる。 
 

高 LET 放射線では、式（1-13）を書き換える必要がある。 
H2O eaq

－、OH、H、HO2、H2O2、H2、H+ （3.1）
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追加された HO2は、スパー内で H2O2が式（2.4）のように反応して生成すると考えられ

ている。この場合、物質収支は式（3.2）のようになる。 
G(－H2O)＝ 2G(H2)＋G(H)＋G( eaq

－ )－G(HO2)＝ 2G(H2O2)＋G(OH)＋
2G(HO2) 

（3.2）

室温におけるプライマリー生成物のG値のLET効果は参考文献【2】に記載されている。

LET の増大とともにスパー内反応によって生成する分子状生成物の G 値が増大し、ス

パー内反応を免れるラジカル生成物の G 値が減少する。 
 

参考文献 
1. （一社）日本原子力学会編、原子炉水化学ハンドブック、2000、310p. 
2. G. V. Buxton, “Radiation Chemistry-Principles and Applications”, VCH Publishers, Inc. , 

p.321, 1987. 
 

 

4. G 値の照射環境依存性（pH 効果） 
G 値は pH＝3～11 の範囲で系の pH に依存せず一定である。しかしながら、pH がこの

範囲を超えると H+あるいは OH－がスパー内反応に関与するようになるので、付図

2.1.1-2 に示すように G 値が中性近傍のものとは乖離した値となる(1)。なお、酸性領域で

は式（4.1）の反応により eaq
－と H の区別が困難となる。 

eaq
－＋H+→H （4.1）

 

 

 
付図 2.1.1-2 水の放射線分解の G 値と pH の関係(1) 
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参考文献 
1. F. S. Dainton, W. S. Watt , “The Effect of pH on the Radical Yields in the γ-Radiolysis of 

Aqueous Systems”, Nature, 195, p.1294 , 1962. 
 
 

5. G 値の温度依存性 
最近の研究によって水の放射線分解生成物の G 値に温度依存性があることが明らかに

なっており、詳細データについては付表 2.1.1-2 に掲載した。eaq
－をはじめ、H や H2等

の放射線分解生成物は、いずれも温度上昇とともに G 値が増大する傾向を示す。これ

に対して H2O2は、温度上昇とともに G 値が増大する場合と低下する場合が報告されて

いる。これは、H2O2 の高温での熱的不安定性に起因する測定の難しさを反映したもの

であると考えられている。 
 
 

付表 2.1.1-2 水の放射性分解生成物の G 値の温度依存性(1) (2) (3) (4) (5) 

温度 線種 
G 値 [個/100eV] 

eaq
－ H＋ H H2 OH HO2 H2O2 

25°C n 0.93 0.93 0.50 0.88 1.09 0.04 0.99 
25°C  2.7 2.7 0.61 0.43 2.86 0.03 0.61 

250°C n 0.68 0.68 0.52 1.52 1.66 ― 1.29 
250°C  3.54 3.54 0.94 0.56 3.48 0 1.06 
300°C n 0.61 0.61 0.34 1.26 2.02 0.05 0.65 
285°C  3.53 3.53 0.90 0.63 4.68 0 0.50 

280°C * n 1.4 1.4 0.75 1.32 1.64 0.06 1.49 
280°C *  3.76 3.76 0.7 0.8 5.5 ― 0.28 

* 解析値 
 
 

参考文献 
1. W. G. Burns and P. B. Moore, “Radiation Enhancement of Zircaloy Corrosion in Boiling 

Water System. A Study of Simulated Chemical Kinetics”, Water Chemistry of Nuclear 
Reactor System 1, BNES, Paper 33, p.229 (1977). 

2. C. C. Lin, “Radiochemistry in Nuclear Power Reactor”, NUCLEAR SCIENCE SERIES、 
NAS-NS-3119, Radiochemical Technique, National Academy Press, Washington, D.C. 
1996. 

3. G. R. Sunaryo, Y. Katsumura, K. Ishigure, “Radiolysis of water at elevated temperatures –III. 
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Simulation of radiolytic products at 25 and 250℃ under the irradiation with -rays and fast 
neutrons”, Radiat. Phys. Chem., 45, pp.703-714 (1995). 

4. A. J. Elliot, “Atomic Energy of Canada Limited”, AECL-11073 (1994). 
5. A. J. Elliot, M. P. Chenier, D. C. Quellette, “Temperature dependence of g values for H2O 

and D2O irradiated with low linear energy transfer radiation”, J. Chem. Soc. Faraday Trans., 
89, pp.1193-1197 (1993). 

 
 

6. 反応速度定数 
これまで述べてきたように水の放射線分解には多数の化学種とその反応が係わってい

る。付表 2.1.1-3 に示すように、これらの反応の速度定数については、その多くが実験

によって求められ、また推定されており、室温では極めて信頼性の高いデータが整って

いる(1)。 
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付表 2.1.1-3 水の放射線分解に関連する反応の室温における 
反応速度定数と活性化エネルギー(1) 

反応 
速度定数（25℃） 

[l mol－1 s－1] 
活性化エネルギー 

[K cal mol－1] 

eaq
－＋H2O→H＋OH－ 1.6×101         3.0 

eaq
－＋H＋→H 2.4×1010         3.0 

eaq
－＋OH→OH－ 2.0×1010         3.0 

eaq
－＋H2O2→OH＋OH－ 1.3×1010         3.0 

H＋H→H2 1.0×1010         3.0 

eaq
－＋HO2→HO2

－ 2.0×1010         3.0 

eaq
－＋O2→O2

－ 1.9×1010         3.0 

2 eaq
－→2OH－＋H2 5.0×109         3.0 

2OH→H2O2 4.5×109         3.0 

OH＋HO2→H2O＋O2 1.2×1010         3.0 

OH＋O2
－→OH－＋O2 1.2×1010         3.0 

OH－＋H→eaq
－＋H2O 2.0×107         4.5 

eaq
－＋H＋H2O→OH－＋H2 2.5×1010         3.0 

eaq
－＋HO2

－＋H2O→OH＋2OH－ 3.5×109         3.0 

H＋＋OH－→H2O 1.44×1011         3.0 

H2O→H＋＋OH－ 2.6×10－5         3.0 

H＋OH→H2O 2.0×1010         3.0 

OH＋H2→H＋H2O 4.0×107         4.6 

OH＋H2O2→H2O＋HO2 2.25×107         3.45 

H＋H2O2→OH＋H2O 9.0×107         4.5 

H＋O2→HO2 1.9×1010         3.0 

HO2→O2
－＋H＋ 8.0×105         3.0 

O2
－＋H＋→HO2 5.0×1010         3.0 

2HO2→H2O2＋O2 2.7×106         4.5 

2O2
－＋2H2O→H2O2＋O2＋2OH－ 1.7×107         4.5 

H＋HO2→H2O2 2.0×1010         3.0 

H＋O2
－→HO2

－ 2.0×1010         3.0 

eaq
－＋O2

－→HO2
－＋OH－ 1.3×108         4.5 

OH－＋H2O2→HO2
－＋H2O 1.8×108         4.5 

2H2O2→2H2O＋O2 0.3/H2O2 ― 
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参考文献 
1. C. P. Ruiz and C. C. Lin, “Modeling Hydrogen Water Chemistry for BWR Applications”, 

EPRI NP-6368, 1989. 
 

（上山 裕） 
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2.2 シビアアクシデントにおける水素発生 

本節では、事故時の水素挙動について示す。軽水炉における事故時の水素の発生や分

布の挙動は、事象進展の段階に依存することから、事故の分類を示したのち、水素の発

生シナリオについて説明する。 
 

2.2.1 事故の分類 

表 2.2.1-1 は、プラントの状態で分類した軽水炉システムの事故である。実際に起こ

り得る異常や事故は、起因事象から始まり、様々な事象の経過を経て、最終的な状態に

到達する。この起因事象と事象進展の組合せは事故シーケンスと呼ばれる。それぞれの

事故シーケンスは、その異常や事故時における原子炉の状態、機器の作動状況、運転員

の操作の有無などによって様々であり、無限に存在すると言える。そのため、原子力発

電所を異常な状態に導く可能性のある事故シーケンスのうち、類似した事故シーケンス

を広く包含する代表的事故シナリオをいくつか抽出して、その発生を仮定して安全対策

やアクシデントマネジメント策の検討が行われている。この事故シナリオが、以下で示

す「設計基準事象 （Design Basis Event: DBE）」、「設計基準を超える事象（Beyond DBE: 
BDBE）」としてプラントの状態に応じて整理されている。以下では、各事故シナリオ

の特性について説明する。 
 

表 2.2.1-1 軽水炉における事故とプラントの状態 

事故の分類 プラントの状態 

通常運転 

DBE 
運転時の異常な過渡変化 異常・故障が発生 

設計基準事故（単一故障を仮定） 安全機能維持 

BDBE 

多重故障事故 安全機能喪失 

炉心損傷事故 
シビアアクシデント対策Ⅰが機能喪失

して著しい炉心損傷 

格納容器損傷事故 
シビアアクシデント対策Ⅱが機能喪失

して格納容器損傷 
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(1) 設計基準事象（DBE） 
「設計基準事象」は、原子力施設の安全設計とその評価に当たって考慮すべきものとし

て抽出された事象で、原子炉プラントを異常な状態に導く可能性のある多数の事象のう

ち、機器系統等の故障、破損あるいは運転員の誤操作等によるものを整理したものであ

る。「運転時の異常な過渡変化」と「設計基準事故」の 2 種類があり、「設計基準事

故」は「運転時の異常な過渡変化」を超える異常な状態である。 

「運転時の異常な過渡変化」は、原子炉施設の寿命期間中に予想される機器の単一の

故障若しくは誤動作又は運転員の単一の誤操作、及びこれらと類似の頻度で発生すると

予想される外乱によって生ずる異常な状態をいう。原子炉施設が制御されずに放置され

ると、事故へと拡大する可能性がある。事故への拡大防止策として、安全保護システム、

原子炉停止システムが設置されており、これらのシステムが有効であれば、燃料及び原

子炉冷却材圧力バウンダリの破損は起こらず、放射線影響の観点からは無視できる状態

となる。異常な状態が生じる可能性のある事象を、表 2.2.1-2 に示す。 

「設計基準事故」は、「運転時の異常な過渡変化」を超える異常な状態であって、発

生する頻度はまれであるが、原子炉施設の安全設計の観点から想定されるものをいう。

非常用炉心冷却装置、原子炉格納容器等の安全防護設備が設置されており、これらの機

能が有効であれば、著しい炉心損傷、環境への放射性物質の放出が防止される。表 2.2.1-3
に具体的な事象を示す。これらの事象が発生した場合、プラント及び周辺公衆に、より

重大な影響を及ぼすおそれがある。 

原子炉冷却材喪失事故（LOCA）においては、水－ジルコニウム反応によって水素が

発生することから、納容器雰囲気組成が可燃限界に到達することを防止することを目的

とした対策が施され、LOCA を対象とした安全評価によって安全設計の妥当性が確認さ

れている。格納容器の評価については、後述する。 
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表 2.2.1-2 運転時の異常な過渡変化 

評価事象  対象炉型 

炉心内の反応度または出力分布の異常な変化 

 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き PWR  

出力運転中の制御棒の異常な引き抜き PWR、BWR  

制御棒の落下及び不整合 PWR  

原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 PWR  

炉心内の熱発生または熱除去の異常な変化 

 原子炉冷却材流量の部分喪失 PWR、BWR  

原子炉冷却材系の停止ループの誤起動 PWR、BWR  

外部電源喪失 PWR、BWR  

主給水流量の喪失 PWR  

蒸気負荷の異常な増加 PWR  

２次冷却系の異常な減圧 PWR  

蒸気発生器への過剰給水 PWR  

給水加熱喪失 BWR  

原子炉冷却材流量制御系の誤動作 BWR  

原子炉冷却材圧力または原子炉冷却材保有量の異常な変化 

 負荷の喪失 PWR、BWR  

原子炉冷却材系の異常な減圧 PWR  

出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動 PWR  

主蒸気隔離弁の誤閉止 BWR  

給水制御系の故障 BWR  

原子炉圧力制御系の故障 BWR  

給水流量の全喪失 BWR  
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表 2.2.1-3 事故事象 

評価事象  対象炉型 

原子炉冷却材の喪失または炉心冷却状態の著しい変化 

 原子炉冷却材喪失 PWR､BWR  

原子炉冷却材流量の喪失 PWR､BWR  

原子炉冷却材ポンプの軸固着 PWR､BWR  

主給水管破断 PWR  

主蒸気管破断 PWR  

反応度の異常な投入または原子炉出力の急激な変化 

 制御棒飛び出し PWR  

制御棒落下 BWR  

環境への放射性物質の異常な放出 

 放射性気体廃棄物処理施設の破損 PWR､BWR  

主蒸気管破断 BWR  

蒸気発生器伝熱管破損 PWR  

燃料集合体の落下 PWR､BWR  

原子炉冷却材喪失 PWR､BWR  

制御棒飛び出し PWR  

制御棒落下 BWR  

原子炉格納容器内圧力､雰囲気等の異常な変化 

 原子炉冷却材喪失 PWR､BWR  

可燃性ガスの発生 PWR､BWR  

動荷重の発生 BWR  

 

 

(2) 設計基準を超える事象（BDBE） 
設計基準を超える事故は、設計基準事故より厳しい事故状態であって、著しい炉心損傷

を生じる場合または生じない場合があり、著しい炉心損傷を伴わない多重故障事故、著

しい炉心損傷を伴う炉心損傷事故、格納容器の損傷を伴う格納容器損傷事故に分類され

る。設計基準事故よりも厳しい事故状態で重大な炉心劣化を伴うものをシビアアクシデ

ントと呼び、炉心損傷事故及び格納容器損傷事故は、シビアアクシデントに相当する。

シビアアクシデントの事象推移は、工学的判断と確率論的手法の組合せを用いて検討が

行われ、発生防止策及び影響緩和策が特定される。 
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前項で示した、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対して原子炉の安全性を損

なうことがないよう設計することを求められる構築物、系統及び機器がその安全機能を

喪失した場合、炉心の著しい損傷に至る可能性があり、以下の事故シーケンスグループ

が想定される。表 2.2.1-4 において、具体的な事故シーケンスの例を示した。 
 

①BWR 
 ・高圧・低圧注水機能喪失 
 ・高圧注水・減圧機能喪失 
 ・全交流動力電源喪失 
 ・崩壊熱除去機能喪失 
 ・原子炉停止機能喪失 
 ・LOCA 時注水機能喪失 
 ・格納容器バイパス 
 

②PWR 
 ・2 次冷却系からの除熱機能喪失 
 ・全交流動力電源喪失 
 ・原子炉補機冷却機能喪失 
 ・原子炉格納容器の除熱機能喪失 
 ・原子炉停止機能喪失 
 ・ECCS 注水機能喪失 
 ・ECCS 再循環機能喪失 
 ・格納容器バイパス 
 

(3) 格納容器損傷事故 
炉心の著しい損傷に至る場合、以下に示す格納容器破損モードで格納容器が破損する可

能性がある。 
 ・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 
 ・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 
 ・原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 
 ・水素燃焼 
 ・格納容器直接接触（シェルアタック） 
 ・溶融炉心・コンクリート相互作用 
表 2.2.1-5 には、格納容器破損モード毎に、格納容器破損に至る事故シナリオを示し

た。シビアアクシデント時に発生する水素の影響としては、その蓄積による静的負荷、

燃焼による動的負荷がある。  
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表 2.2.1-4 炉心損傷事故シーケンス 
事故シーケンス

グループ 事故シーケンスの例 対象炉型

高圧・低圧注水機
能喪失 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（LOCA を除く）の発生後、
高圧注水機能（非常用復水器（IC）、原子炉隔離時冷却系（RCIC）及び
高圧非常用炉心冷却設備（ECCS））が喪失し、原子炉の減圧には成功す
るが、低圧注水機能（低圧 ECCS）が喪失して、炉心の著しい損傷に至
る。 

BWR 

高圧注水・減圧機
能喪失 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（LOCA を除く）の発生後、
高圧注水機能（IC,RCIC 及び高圧 ECCS）及び原子炉減圧機能（自動減圧
系）が喪失し、炉心の著しい損傷に至る。 

BWR 

全交流動力電源
喪失 

全交流動力電源喪失（外部電源が喪失するとともに、非常用所内電源系
統の機能喪失）の発生後、安全機能を有する系統及び機器が機能喪失す
ることによって、炉心の著しい損傷に至る。 

BWR、 
PWR 

全交流動力電源喪失の発生後、原子炉冷却材の補給を必要とする規模の
原子炉冷却材ポンプ（RCP）シール部からの漏えい（RCP シール LOCA）
が生じ、原子炉冷却材の補給に必要な交流動力電源の確保に失敗するこ
とによって、炉心の著しい損傷に至る。 

PWR 

崩壊熱除去機能
喪失 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後、炉心冷却に成功す
るが、崩壊熱除去機能の喪失（取水機能の喪失または余熱除去系（RHR）
の故障）によって、炉心の著しい損傷に至る。 

BWR 

原子炉停止機能
喪失 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後、原子炉停止機能が
喪失し、炉心の著しい損傷に至る。 

BWR、 
PWR 

LOCA 時注水機能
喪失 

大破断 LOCA の発生後、高圧注水機能（IC,RCIC 及び高圧 ECCS）及び
低圧注水機能（低圧 ECCS）が喪失し、炉心の著しい損傷に至る。 

BWR 

中小破断 LOCA の発生後、高圧注水機能（IC,RCIC 及び高圧 ECCS）及
び低圧注水機能（低圧 ECCS）が喪失し、炉心の著しい損傷に至る。 

BWR 

中小破断 LOCA の発生後、高圧注水機能（IC,RCIC 及び高圧 ECCS）及
び原子炉減圧機能（自動減圧系）が喪失し、炉心の著しい損傷に至る。

BWR 

格納容器バイパ
ス 

インターフェイスシステム LOCA の発生後、破断箇所の隔離に失敗し、
ECCS による原子炉水位の確保に失敗することによって炉心の著しい損
傷に至る。 

BWR 

インターフェイスシステム LOCA の発生後、破断箇所の隔離に失敗し、
原子炉冷却材の有効な注入が不可能となり、炉心の著しい損傷に至る。

PWR 

蒸気発生器伝熱管破損の発生後、破損蒸気発生器の隔離に失敗すること
によって、原子炉冷却材の漏えいが継続し、炉心の著しい損傷に至る。

PWR 

2 次冷却系からの
除熱機能喪失 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（大破断 LOCA 及び中破断
LOCA を除く）の発生後、2 次冷却系からの除熱機能（補助給水系及び主
蒸気逃がし弁又は安全弁からの 2 次冷却系からの除熱機能）が喪失し、
炉心の著しい損傷に至る。 

PWR 

原子炉補機冷却
機能喪失 

原子炉補機冷却機能喪失の発生後、RCP シール LOCA が生じ、原子炉冷
却材の補給に必要な交流動力電源の確保に失敗することによって、炉心
の著しい損傷に至る。 

PWR 

原子炉格納容器
の除熱機能喪失 

LOCA の発生後、原子炉格納容器の除熱機能喪失によって、原子炉格納
容器が先行破損し、炉心の著しい損傷に至る。 

PWR 

ECCS 注水機能喪
失 

大破断 LOCA の発生後、ECCS 注水機能（低圧注入系）喪失によって、
炉心の著しい損傷に至る。 

PWR 

中小破断 LOCA の発生後、ECCS 注水機能（高圧注入系）喪失によって、
炉心の著しい損傷に至る。 

PWR 

ECCS 再循環機能
喪失 

大破断 LOCA の発生後、ECCS 再循環機能（低圧注入系）喪失によって、
炉心の著しい損傷に至る。 

PWR 

中小破断 LOCA の発生後、ECCS 再循環機能（高圧注入系）喪失によっ
て、炉心の著しい損傷に至る。 

PWR 
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表 2.2.1-4 炉心損傷事故シーケンス 
事故シーケンス

グループ 事故シーケンスの例 対象炉型

高圧・低圧注水機
能喪失 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（LOCA を除く）の発生後、
高圧注水機能（非常用復水器（IC）、原子炉隔離時冷却系（RCIC）及び
高圧非常用炉心冷却設備（ECCS））が喪失し、原子炉の減圧には成功す
るが、低圧注水機能（低圧 ECCS）が喪失して、炉心の著しい損傷に至
る。 

BWR 

高圧注水・減圧機
能喪失 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（LOCA を除く）の発生後、
高圧注水機能（IC,RCIC 及び高圧 ECCS）及び原子炉減圧機能（自動減圧
系）が喪失し、炉心の著しい損傷に至る。 

BWR 

全交流動力電源
喪失 

全交流動力電源喪失（外部電源が喪失するとともに、非常用所内電源系
統の機能喪失）の発生後、安全機能を有する系統及び機器が機能喪失す
ることによって、炉心の著しい損傷に至る。 

BWR、 
PWR 

全交流動力電源喪失の発生後、原子炉冷却材の補給を必要とする規模の
原子炉冷却材ポンプ（RCP）シール部からの漏えい（RCP シール LOCA）
が生じ、原子炉冷却材の補給に必要な交流動力電源の確保に失敗するこ
とによって、炉心の著しい損傷に至る。 

PWR 

崩壊熱除去機能
喪失 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後、炉心冷却に成功す
るが、崩壊熱除去機能の喪失（取水機能の喪失または余熱除去系（RHR）
の故障）によって、炉心の著しい損傷に至る。 

BWR 

原子炉停止機能
喪失 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後、原子炉停止機能が
喪失し、炉心の著しい損傷に至る。 

BWR、 
PWR 

LOCA 時注水機能
喪失 

大破断 LOCA の発生後、高圧注水機能（IC,RCIC 及び高圧 ECCS）及び
低圧注水機能（低圧 ECCS）が喪失し、炉心の著しい損傷に至る。 

BWR 

中小破断 LOCA の発生後、高圧注水機能（IC,RCIC 及び高圧 ECCS）及
び低圧注水機能（低圧 ECCS）が喪失し、炉心の著しい損傷に至る。 

BWR 

中小破断 LOCA の発生後、高圧注水機能（IC,RCIC 及び高圧 ECCS）及
び原子炉減圧機能（自動減圧系）が喪失し、炉心の著しい損傷に至る。

BWR 

格納容器バイパ
ス 

インターフェイスシステム LOCA の発生後、破断箇所の隔離に失敗し、
ECCS による原子炉水位の確保に失敗することによって炉心の著しい損
傷に至る。 

BWR 

インターフェイスシステム LOCA の発生後、破断箇所の隔離に失敗し、
原子炉冷却材の有効な注入が不可能となり、炉心の著しい損傷に至る。

PWR 

蒸気発生器伝熱管破損の発生後、破損蒸気発生器の隔離に失敗すること
によって、原子炉冷却材の漏えいが継続し、炉心の著しい損傷に至る。

PWR 

2 次冷却系からの
除熱機能喪失 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（大破断 LOCA 及び中破断
LOCA を除く）の発生後、2 次冷却系からの除熱機能（補助給水系及び主
蒸気逃がし弁又は安全弁からの 2 次冷却系からの除熱機能）が喪失し、
炉心の著しい損傷に至る。 

PWR 

原子炉補機冷却
機能喪失 

原子炉補機冷却機能喪失の発生後、RCP シール LOCA が生じ、原子炉冷
却材の補給に必要な交流動力電源の確保に失敗することによって、炉心
の著しい損傷に至る。 

PWR 

原子炉格納容器
の除熱機能喪失 

LOCA の発生後、原子炉格納容器の除熱機能喪失によって、原子炉格納
容器が先行破損し、炉心の著しい損傷に至る。 

PWR 

ECCS 注水機能喪
失 

大破断 LOCA の発生後、ECCS 注水機能（低圧注入系）喪失によって、
炉心の著しい損傷に至る。 

PWR 

中小破断 LOCA の発生後、ECCS 注水機能（高圧注入系）喪失によって、
炉心の著しい損傷に至る。 

PWR 

ECCS 再循環機能
喪失 

大破断 LOCA の発生後、ECCS 再循環機能（低圧注入系）喪失によって、
炉心の著しい損傷に至る。 

PWR 

中小破断 LOCA の発生後、ECCS 再循環機能（高圧注入系）喪失によっ
て、炉心の著しい損傷に至る。 

PWR 
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表 2.2.1-5 格納容器破損モードと事故シナリオ 

格納容器破損モード 事故シナリオ 

雰囲気圧力・温度による静的負

荷（格納容器過圧・過温破損） 

原子炉格納容器内へ流出した高温の原子炉冷却材及び溶融炉

心の崩壊熱等の熱によって発生した水蒸気、金属－水反応に

よって発生した非凝縮性ガスなどの蓄積によって、原子炉格

納容器内の雰囲気圧力・温度が緩慢に上昇し原子炉格納容器

が破損する場合がある。 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲

気直接加熱 

原子炉圧力容器が高い圧力の状況で損傷すると、溶融炉心並

びに水蒸気及び水素が急速に放出され、原子炉格納容器に熱

的・機械的な負荷が発生して原子炉格納容器が破損する場合

がある。 

原子炉圧力容器外の溶融燃料－

冷却材相互作用 

溶融炉心と原子炉圧力容器外の冷却水が接触して一時的な圧

力の急上昇が生じ、この時に発生するエネルギーによって構

造物が破壊され原子炉格納容器が破損する場合がある。 

水素燃焼 原子炉格納容器内に酸素等の反応性のガスが混在している

と、金属－水反応等によって発生した水素と反応することに

よって激しい燃焼が生じ、原子炉格納容器が破損する場合が

ある。 

格納容器直接接触（シェルアタ

ック） 

原子炉圧力容器内の溶融炉心が原子炉格納容器内の床上へ流

れ出す時に、溶融炉心が床面で拡がり原子炉格納容器の壁に

接触することによって、原子炉格納容器が破損する場合があ

る。 

溶融炉心・コンクリート相互作

用 

原子炉圧力容器内の溶融炉心が原子炉格納容器内の床上へ流

れ出し、溶融炉心からの崩壊熱や化学反応によって、原子炉

格納容器床のコンクリートが浸食され、原子炉格納容器の構

造部材の支持機能が喪失する場合がある。 
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2.2.2 格納容器 DBE と BDBE 

 原子力発電所の事故時に発生する水素の影響については、原子炉格納容器の設計の妥

当性を評価する設計基準事象において考慮されている。また、シビアアクシデントにつ

いては、水素燃焼の格納容器破損モードに対するアクシデントマネジメントの有効性評

価において考慮されている。 
 

(1) 原子炉格納容器設計用の想定事象 
原子炉格納容器の設計においては、可燃性ガス（水素）の燃焼ないし爆発（爆燃、爆

轟）によって格納容器の健全性が損なわれて原子炉施設から放射性物質が放出されるよ

うな事態を防止するため、原子炉容器内に存在する水素又は酸素の濃度を抑制する機能

が求められている(1)。具体的には、原子炉格納容器の内部を不活性な雰囲気に保つこと、

再結合等により水素若しくは酸素の濃度を燃焼限界以下に抑制する。このような設計の

妥当性を確認するため設計基準事象による評価が行われている。設計基準事象としては、

最も厳しい事象として LOCA が想定されている。安全評価における判断基準は、「事

故発生後少なくとも 30 日間は、原子炉格納容器内雰囲気中の酸素又は水素の濃度のい

ずれかが、それぞれ 5%又は 4%以下であること」とされている。以下では、BWR と PWR
の解析事例を紹介する。 
 

① BWR の解析例 
図 2.2.2-1 は、ABWR（柏崎刈羽原子力発電所 6/7 号機）の解析結果（設置許可申請書 

添付書類十「可燃性ガスの発生」）である(2)。LOCA 発生後、水－ジルコニウム反応に

よる水素の発生、水の放射線分解による水素と酸素の発生があり格納容器内に蓄積され

濃度が上昇するが、可燃性ガス濃度制御系の作動により濃度上昇は抑えられ、判断基準

である、酸素 5vol%以下又は水素 4vol%以下を満足している。 
 
② PWR の解析例 

図 2.2.2-2 は、ドライ型 PWR（大飯 3/4 号機）とアイスコンデンサ型 PWR（大飯 1/2
号機）の解析結果（設置許可申請書 添付書類十「可燃性ガスの発生」）である(2)。LOCA
発生後、水－ジルコニウム反応による水素の発生、水の放射線分解や金属腐食による水

素と酸素の発生があり格納容器内に蓄積され濃度が上昇するが、可燃性ガス濃度制御系

の作動により濃度上昇は抑えられ、判断基準である、水素 4vol%以下を満足している。 
 

(2) シビアアクシデント時の格納容器破損モード 
シビアアクシデントに対しては格納容器破損モードを想定して格納容器破損防止対

策の有効性評価が行われる。シビアアクシデント時に発生する水素の影響としては、そ
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の蓄積による静的負荷、燃焼による動的負荷がある(3)。以下では、水素の発生が影響す

る格納容器破損モードとして、雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温

破損）、水素燃焼について概要を示す。 
 

① 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 
原子炉格納容器内へ流出した高温の原子炉冷却材及び溶融炉心の崩壊熱等の熱によ

って発生 した水蒸気、金属－水反応によって発生した非凝縮性ガスなどの蓄積によ

って、原子炉格納容器内の雰囲気圧力・温度が緩慢に上昇し原子炉格納容器が破損す

る場合がある。主な解析条件は以下のとおりである。 
・崩壊熱による水蒸気の発生及び金属－水反応による水素及び化学反応熱の発生を、

炉内又は炉外を問わず適切に考慮する。 
・溶融炉心・コンクリート相互作用による非凝縮性ガスの発生を考慮する。 
・外部水源を用いて原子炉格納容器内に注水する場合には、注水による格納容器空

間部体積の減少に伴う加圧現象を考慮する。 
・水素燃焼が生じる場合には、燃焼に伴う熱負荷及び圧力負荷の影響を考慮する。 
・原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内における長期的な水の放射線分解による

水素及び酸素の発生を考慮する。 
 

解析では、「原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力

を下回ること」、「原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温

度を下回ること」などを確認する。 
 

② 水素燃焼 
原子炉格納容器内に酸素等の反応性のガスが混在していると、水－ジルコニウム反応

等によって発生した水素と反応することによって激しい燃焼が生じ、原子炉格納容器

が破損する場合がある。主な解析条件は以下のとおりである。 
・炉心内の金属一水反応による水素発生量は、原子炉圧力容器の下部が破損するま

でに、全炉心内のジルコニウム量の 75％が水と反応するものとする。 
・原子炉圧力容器の下部の破損後は、溶融炉心・コンクリート相互作用による可燃

性ガス及びその他の非凝縮性ガス等の発生を考慮する。 
・水の放射線分解によって発生する水素及び酸素を考慮する。 

 

解析では、可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても「原子炉格納容器バウ

ンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回ること」、「原子炉格納容器

が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること」などを確認する。原子炉格納容

器内の水素濃度がドライ条件に換算して 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下であ
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れば爆轟は防止できると判断される。 
 

 
 

図 2.2.2-1 LOCA 時の原子炉格納容器内の水素・酸素濃度変化（BWR）(2) 
 

 

(a)  ドライ型 PWR 

 

         (b)  アイスコンデンサ型 PWR 
図 2.2.2-2 LOCA 時の原子炉格納容器内の水素・酸素濃度変化（PWR）(2) 
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2.2.3 PWR における事象 

(1)  炉心損傷に至る事故進展 
図 2.2.3-1 に事故発生から格納容器破損までの事象進展の概要を示す。炉心損傷に至る

事故進展は、LOCA、全給水喪失、外部電源喪失、補機冷却水の喪失及び ATWS などが

考えられる。 
 

LOCA は 1 次系に破損や漏えいが発生し 1 次系冷却材が失われる事故であり、さらに

ECCS 系の故障で 1 次系への注水ができない場合に冷却材が失われ、炉心の露出及び損

傷に至る。炉心が過熱して Zr と水の反応により水素が発生すると、水素は破損口から

格納容器へ放出される。補機冷却水の喪失は、これが原因で 1 次系の冷却材ポンプのシ

ール部の冷却ができなくなり、シール部の LOCA に至る事故である。 
 

全給水喪失は 2 次系（蒸気発生器 2 次側）への給水ができなくなるために、1 次系が除

熱できなくなり、1 次系が高圧状態で推移するタイプである。全交流電源喪失も同様に

電源喪失で 2 次系へ給水できなくなり、全給水喪失と同様な事故の進展になる。1 次系

が除熱できないと崩壊熱で 1 次系が加圧され、1 次系冷却材が加圧器逃し弁・安全弁か

ら加圧器逃しタンクへ放出される。加圧器逃しタンクが加圧され、タンクの限界圧力（ラ

プチャーディスクの破損圧力）に達すると、タンク経由で 1 次系冷却材が格納容器へ放

出される。この冷却材放出により水位が低下し炉心が露出すると損傷に至る。炉心が過

熱して Zr 反応により水素が発生すると、水素は加圧器逃しタンク経由で格納容器内に

放出される。 
 

ATWS（スクラム失敗事象）は原子炉の緊急停止に失敗するケースで、1 次系内からの

2 次系による除熱が十分でなければ、1 次系が加圧して上記の全給水喪失や全交流電源

喪失に類似した事故の進展になる。 
 

格納容器バイパス（表 2.2.1-4 参照）では、LOCA の場合と同様に 1 次系の破損箇所か

ら冷却材が漏えいして炉心露出及び損傷に至るが、破損箇所に依存して 1 次系の冷却材、

放射性物質及び水素が格納容器を経由しないで直接、環境へ放出される。蒸気発生器伝

熱管破損のケースは、破損した蒸気発生器を隔離できなければ、2 次側を経由して環境

へ放出される。インターフェース LOCA(余熱除去（RHR）系の格納容器隔離弁が多重

故障することによる冷却材喪失事故)のケースでは、格納容器外部から 1 次系につなが

る配管が損傷し、その配管を隔離できなければ、損傷箇所から環境へ放出される。 
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(2)  格納容器損傷に至る事故進展 
図 2.2.3-1 に示された炉心損傷から格納容器損傷に至る事故進展の概要について記載す

る。 
 

a.  炉心損傷から原子炉容器破損まで 
冷却材が失われるとともに燃料が露出し燃料内の崩壊熱が除熱されなくなると温度が

上昇し、被覆管の Zr が水蒸気と反応して ZrO2になり水素が発生する。この時の反応熱

が崩壊熱に加わり燃料の温度上昇を加速する。この時の水素発生速度は図 2.2.3-2 に示

されるように、他の格納容器内の水素発生メカニズムであるコア・コンクリート反応及

び水の放射線分解よりも大きいが、発生期間は短く、おおよそ炉心損傷から原子炉容器

破損までとなる。炉心の温度が上昇して UO2（融点 2850℃）と ZrO2（融点 2690℃）の

融点より低い温度で部分的に溶融を開始し、リロケーション（下方移動）する。冷却材

喪失と炉心の溶融進展が長時間継続すると、炉心内の溶融領域（炉心物質が融解してで

きた溶融プール、その周囲で固化したクラスト、溶融途中にある炉心材から構成）は拡

大し、やがて溶融域の炉心材は原子炉容器下部ヘッド内に落下する。落下した炉心材に

より冷却材の蒸発が促進され、原子炉下部ヘッド内の冷却材がなくなると、原子炉容器

が加熱されやがて破損する。 
 

b.  原子炉容器破損直後の短時間 
原子炉容器破損時に原子炉容器下部ヘッド内の炉心溶融物は、自重（水頭）及び 1 次系

圧力と格納容器内圧力の差圧により原子炉容器外に放出される。1 次系圧力が低く自重

のみで落下した場合、原子炉容器のある区画（原子炉キャビティ）に水があれば水蒸気

爆発が発生する可能性があるが、UO2を用いた試験では水蒸気爆発は発生しにくいこと

が示されている(1)(2)。なお、水蒸気爆発が仮に発生し、炉心溶融物の質量及びジェット

径等に厳しめな条件設定をした確率論的な評価においても、この現象による格納容器破

損の可能性は低いことが示されている(3)。1 次系が高圧状態で原子炉容器が破損した場

合は、「高圧溶融物噴出（High Pressure Melt Ejection : HPME）」が生じる。炉心溶融物は高圧

で噴出され微粒化して放出ガスの流れに乗るが、粒子状の炉心材は慣性で壁に衝突して

相当の割合で流れから離脱しながら格納容器内に飛散する。1 次系からの放出水蒸気、

飛散した炉心材の保有熱や 1 次系内に残留した水素が格納容器内の空気と混合して拡

散燃焼し格納容器を加圧する（格納容器雰囲気直接加熱（Direct Containment Heating : 
DCH））。この加圧が原因で格納容器が破損する可能性は確率論的評価で非常に小さいこ

とが確認されている(4)。 
 
 
 

JAEA-Review 2016-038

- 37 -



JAEA-Review 2016-038 

- 38 - 

c.  原子炉容器破損直後から格納容器破損まで 
原子炉容器破損後の現象が静定した後は、比較的に緩やかで長時間の事象進展になる。

原子炉キャビティ内に落下した溶融物が冠水していれば、溶融物は冷却されほとんどが

固化されると考えられている。この時、炉心材（炉心デブリ）の崩壊熱は水蒸気となっ

て格納容器を加圧する。また、水プールが炉心デブリから放射線を受けると、水が分解

されて水素が発生するが（図 2.2.3-2）、この水素の発生速度は非常に緩やかであるが、

PAR(受動的再結合触媒)を用いて処理する場合には、その処理能力との対比での評価が

行われる。格納容器加圧に伴い水蒸気濃度は上昇するので、水素濃度は相対的に低下し

て燃焼しにくくなる。被覆管 Zr の酸化により発生する水素であれば、各 PWR の Zr 質
量及び格納容器自由体積に依存するが、格納容器圧力が 0.1～0.2MPa(ゲージ圧)になる

と、均一混合ならば水蒸気濃度の上昇により非可燃領域に入る。 
 

原子炉キャビティに水がない場合は炉心デブリが崩壊熱で加熱されコンクリートを分

解し、分解成分との反応（コア・コンクリート反応（Molten Core-Concrete Interaction : 
MCCI））が生じる。コア・コンクリート反応によりコンクリートは侵食されるとともに

水素、一酸化炭素及び二酸化炭素が生成される。この水素発生は比較的緩慢であるもの

の長時間継続した場合には発生量は大きくなる可能性があるが、原子炉キャビティに水

があればコンクリート侵食は緩和されると考えられる。水中でコンクリート侵食が停止

するかどうかについては参考文献[5]で詳細に議論されている。炉心デブリの冷却性が

コンクリートの成分やスケールの違い等に複雑に影響されるため、試験結果を実機にそ

のまま適用できず、明確な結論を出すことは難しい。多様な試験的研究や解析的研究か

ら実機スケールにおいては、炉心材の冷却に起因した体積収縮よりできたひび割れへの

水の浸入や、クラストの自重とその上部の水の重みでクラストが破損し、そこから水が

浸入して炉心デブリは冷却されるため(5)、コンクリート侵食は停止する可能性が相対的

に高いと考えられている。 
 

炉心デブリの崩壊熱による水蒸気の継続的な発生により格納容器圧力が耐圧を超える

と格納容器損傷に至る。また、イグナイタ(5.4 節)等により水素濃度が制御できなけれ

ば、水素の偶発的な燃焼により格納容器損傷に至る可能性は否定できない。また、PWR
型の原子炉キャビティ床のコンクリート（ベースマット）は厚いため可能性は低いが、

格納容器内に注水できなければコンクリート侵食が進みベースマットを損傷させる可

能性がある。同様に格納容器内に注水できない場合には、格納容器内が過熱状態の雰囲

気になり、高温に弱い格納容器の貫通部のシール材が損傷し、格納容器内ガスの漏えい

の原因になることも考えられている。 
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図 2.2.3-1 PWR の事故進展の概要 

 

図 2.2.3-2 水素の発生時期と発生速度の概要 
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2.2.4 BWR における事象 

BWR の主なシビアアクシデントシーケンスは、安全機能の喪失の態様により図 2.2.4-1
のように分類され（図中の上方への分岐は成功を、下方への分岐は失敗を意味する）、

それぞれのシーケンスは図 2.2.4-2 に示すような進展をたどる。このうち、未臨界確保

失敗や崩壊熱除去失敗では、炉心損傷より先に崩壊熱による発生水蒸気で格納容器が過

圧破損する可能性が大きいため、シビアアクシデント時に原子炉内で大量の水素が発生

し格納容器へ放出される代表的なケースは、原子炉への注水機能が喪失し炉心損傷に至

るシーケンスである。シビアアクシデント時に水素が発生する可能性のある現象として

は、図 2.2.4-3 及び図 2.2.4-4 に示すようなものがある。以下では参考文献[1]をもとに、

水素挙動に関連が強い現象を中心にシビアアクシデント時における事象進展の概要を

述べる。各現象に関する知見の詳細については、参考文献[1-3]及びその引用文献を参照

されたい。 
 

(1) 圧力容器内の挙動 
a) 炉心露出 
原子炉への注水機能が喪失するとやがて水位が低下し、炉心露出に至る。露出部分が少

ない間は下方から供給される水蒸気の対流熱伝達及び輻射熱伝達によって炉心は冷却

されるが、水位が低下して炉心が大幅に露出すると燃料被覆管の温度が上昇してジルコ

ニウムと水蒸気との酸化反応が進むようになり水素が発生する。この反応は発熱反応で

あるため、燃料被覆管の温度上昇を加速する。燃料被覆管の温度上昇とともに、被覆管

の破裂も生じる。 
 

b) 炉心溶融 
さらに温度上昇が続くと、炉心構成材のうち、制御材、ステンレス及びジルカロイは、

燃料（UO2）よりも融点が低いため、先に溶融する。また、UO2はジルカロイと反応し

て融点より低い 2500 K 程度で液化を開始し得る。 
 

c) 溶融物のリロケーション（下方移動） 
溶融物は下方に移動し、より低温の部分との熱伝達による再固化又は流路閉塞が発生す

る場合がある。このようなリロケーションに伴う流路形状の変化は、炉心上方への水蒸

気供給を制限し、金属-水反応を抑制する。また、金属-水反応の抑制は、炉心下部の金

属-水反応によって炉心上部への水蒸気供給が制限される場合にも生じる。このように、

金属-水反応で発生する水素量は水蒸気供給量に大きく影響を受ける。デブリは炉心支

持板によって一時的に保持されるが、炉心支持板の破損が生ずると下部プレナムに落下

する。 
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d) 圧力容器破損と炉内でのデブリ保持（In-Vessel Retention：IVR） 
落下したデブリは下部ヘッド上に堆積する。制御棒案内管内への注水や原子炉への注水

復旧により下部ヘッド及び貫通配管の破損が回避され、圧力容器内で溶融物が保持され

る可能性がある。一方、下部ヘッドや貫通配管の加熱が継続すると、侵食、クリープ変

形、溶接部強度低下、溶融等によって圧力容器破損に至る。 
 

(2) 格納容器内の挙動 
a) デブリの放出 
圧力容器破損時のデブリの放出挙動は、原子炉冷却系の圧力に依存する。低圧であれば、

溶融物はペデスタルへ落下し床上に堆積する。（BWR の初期の Mark-I 型では、ペデス

タル内と外側のドライウェルの床面に段差がなく、溶融物が拡がってドライウェル壁に

直接接触すると破損に至る可能性があるため、溶融物の落下前に水張りを行う方策が取

られている。）高圧の場合には高圧溶融物噴出（High Pressure Melt Ejection：HPME）と

なる可能性もある。 
 

b) 格納容器雰囲気直接加熱（Direct Containment Heating：DCH） 
高圧溶融物噴出の際には、溶融物が粒子化・飛散して格納容器内雰囲気の急速な加熱及

び加圧が生じ、格納容器が過圧破損する可能性がある。また、金属-水反応で発生する

水素によっても加圧が促進される可能性がある。ただし、原子炉系圧力が約 2 MPa 以下

の場合には、格納容器内雰囲気直接加熱が発生することはない。 
 

c) デブリ・コンクリート相互作用（Molten Core-Concrete Interaction：MCCI）とデブリ

の冷却 
溶融物が床上に落下すると、コンクリートの熱分解によって発生する水蒸気及び二酸化

炭素がデブリ中の未酸化金属と反応し、水素及び一酸化炭素などの非凝縮性の可燃性ガ

スが発生する。これらのガスによって格納容器は加圧されるとともに、ガスが燃焼する

可能性もある。コンクリートの侵食挙動は組成に強く依存するが、国内で一般的な玄武

岩系の組成では一酸化炭素の発生は少ない。コンクリート侵食が継続すると非凝縮性ガ

スの発生による加圧、ベースマット貫通に至り、格納容器破損に至る可能性がある。デ

ブリへの注水に成功し、デブリ上面及び内部に浸入した冷却水によってデブリが冷却さ

れると、コンクリート侵食は停止する。 
 

d) 水素の挙動 
圧力容器破損前に炉内の金属－水反応で発生した水素は、逃がし安全弁排気管を経由し

て圧力抑制室へ放出される。圧力容器破損後にコア－コンクリート反応等により発生し
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た水素は、ベント管を通して圧力抑制室へ移行する。格納容器スプレー系が作動可能な

場合には蒸気凝縮によりドライウェルが減圧され、圧力抑制室内の水素は真空破壊弁を

経由してドライウェルへ移行する。BWR の特徴として、格納容器内は窒素で不活性化

されているので水素燃焼が生ずることはない。放射線分解による水素・酸素の発生も緩

慢である。 
 

e) 格納容器内の加圧・加温 
格納容器雰囲気は、水素などの非凝縮性ガスの発生及びデブリの冷却などに伴って発生

する水蒸気によって準静的に加圧される。また、デブリ及び加熱された一次系からの輻

射熱及び対流熱伝達、水素燃焼に伴う発熱によって格納容器雰囲気が加熱され、準静的

な加温が起こる。緩和措置がとれない場合は最終的に過圧又は過温によって格納容器の

破損や漏えいに至る。アクシデントマネジメントとしては、スプレー又はドライウェル

クーラーを活用した除熱によって水蒸気を凝縮させるが、格納容器ベントによって、格

納容器過圧破損を防止することも行われる。 
 

(3) 原子炉建屋（二次格納施設）内の挙動 
何らかの原因で(2)のアクシデントマネジメントが十分機能せず、格納容器の健全性が

損なわれて過大漏えいが生じた場合には、二次格納施設へ水素を含むガスが移行し、燃

焼に至る可能性がある。その場合のアクシデントマネジメントとしては、二次格納施設

内への触媒式再結合器設置、ブローアウトパネルや別途設けた開口部の開放による換気

などにより、可燃限界に到達することを回避する。 
 

代表的 BWR プラントの炉内のジルコニウム量は、出力規模や燃料集合体の型式によっ

て幅があるが、ジルコニウム量や水素発生量の他の炉型との比較は参考文献 [4]、[5] に
記載がある。水素発生量（酸化割合）は事象進展に依存するが、シビアアクシデントに

おける評価では、燃料被覆管有効長の 100％相当を目安としている例が多い。 
 

シビアアクシデント時のプラント挙動に関する情報としては、従来から多くの解析評価

が行われている。また、福島第一事故時に直接計測されたデータは限定されているが、

解析により間接的に評価された情報を含むものとしては、福島第一事故後に行われた代

表的な解析評価の例 [6]～[8] がある。ただし、これらの解析は現在までに得られてい

る情報に基づくものであり、今後得られる知見や検討の結果を反映して見直される可能

性がある。 
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図 2.2.4-1 主なシビアアクシデントシーケンスの分類（BWR） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.2.4-2 シビアアクシデント時の事象進展（BWR） 
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図 2.2.4-3 シビアアクシデント時の物理現象（BWR，圧力容器健全時） 
 

 
 

図 2.2.4-4 シビアアクシデント時の物理現象（BWR，圧力容器破損後） 
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2.3 圧力容器内事象 

2.3.1 Zr 合金の水蒸気酸化 

圧力容器内には多量のジルコニウム(Zr）合金が存在しており、主な用途としてはBWR
の場合には燃料被覆管材、チャンネルボックス材、PWRの場合には燃料被覆管材であ

る。表2.3.1-1には炉心構成材料の重量比較をBWRの例として福島第一原子力発電所の1
号機と2, 3号機、PWRの場合はTMI-2で行っているが、ジルコニウム合金が炉心構成材

料の大きな割合を占めていることが分かる。これまではジルコニウム合金としてはジル

カロイ材が用いられてきたが、ジルカロイ材はジルコニウムにスズ、鉄、クロム等の添

加元素を合計数wt.%加えた合金で、BWR、PWRではジルカロイ-2(Zry-2)とジルカロイ

-4(Zry-4)が用いられる。近年では腐食や水素吸収耐性を改善することを目的として、添

加元素の種類や組成を変更した様々な合金が用いられているが、添加量は数wt.%にとど

まるため主要な構成元素はいずれにしてもジルコニウムとなる。 

 

Zr合金の水蒸気酸化データは数多く報告されており、特にLOCAの条件におけるデータ

が豊富である(3)(4)。Zr合金の水蒸気酸化の反応形態及びその酸化速度は雰囲気（水蒸気

圧、水蒸気流量、水素/水蒸気分圧比等）、Zr合金種、温度履歴等により影響されるが、

以下では水蒸気の供給が豊富な条件でのZr合金の水蒸気酸化について述べる。 
 

Zr合金の主成分であるジルコニウム(Zr)は式(1)により酸化され、表面酸化膜の形成及び

下地金属への酸素の取り込みと水素の発生が大きな発熱とともに起こる(5)。すなわち、

表 2.3.1-1 炉心構成材料の重量比較(2) 

 

福島第一
一号機

福島第一
二、三号機

TMI-2

UO2 78.3 106.6 93.9

ジルコニウム合金（合計） 32.7 44.8 23.6

　燃料被覆管 19.1 26.1 19.1

　チャンネルボックス 13.6 18.7 -

　バーナブルポイズン用管 - - 4.5

鉄系材料 12.5 17.7 3.4

制御材
* 0.59 0.82 2.75

インコネル材 1.0 1.4 2.16

合計 125.1 171.3 125.8

炉心構成材料
重量 (ton)

*：福島第一の場合はB4C、TMI-2の場合はAg-In-Cd

1 2, 3
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Zr合金の水蒸気酸化は熱と水素の発生源となる。なお、式(2)、(3)には比較のために制

御材（B4C）と鉄の代表的な水蒸気との反応式を示している(5)。 

 Zr + 2H2O = ZrO2 + 2H2 + 587kJ/mol (6.5MJ/kg)  (1) 
 B4C + 8H2O = 2B2O3 + CO2 + 8H2 + 821kJ/mol (14.9MJ/kg) (2) 
 Fe + 1.5H2O = 0.5Fe2O3 + 1.5H2 + 27kJ/mol (0.5MJ/kg)  (3)  

仮に表2.3.1-1で示した福島第一原

子力発電所の1号機のジルコニウ

ム合金、鉄系材料、制御材の全て

が式(1)-(3)で反応する場合に発生

する水素量を比較すると図2.3.1-1
となり、ジルコニウム合金からの

水素発生が6割を超える。 
 

図2.3.1-2には高温（1200℃）におけ

るZr合金の水蒸気反応による表面

近傍の変化を模式的に示している。

純Zrの場合は863℃でα相（hcp：
六方稠密晶構造）からβ相（bcc：
体心立法構造）に相変態するが(7)、

酸素が固溶するとα相を安定化す

る働きを持つため酸素の固溶によ

り863℃以上でもα-Zrとして相変

態せずに存在することができる

（図2.3.1-2ではα-Zr(O)と表記）。

相変態する酸素濃度、温度は合金

  
図 2.3.1-1 炉心構成材料による水素発生量の 

 比較（福島第一/1 号機） 
*グラフ中の数字は水素発生量(kg)と全体に占め

る割合(%)を示している。 

ジルカロイ材（燃料被覆管）

ジルカロイ材（チャンネルボックス）

鉄系材料

制御材

844
37%

26%

677
29%

172
8%

図 2.3.1-2 高温における Zr 合金の水蒸気反応により形成される酸化膜及び 
酸素濃度分布の模式図（1200℃）(6) 
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成分により多少変化するが、例えばZry-4の場合は1200℃においてα→α＋β→βの相

変態が起こる酸素濃度はそれぞれ約2.5wt.%、0.6wt.%である(8)。いずれにしても水素発

生の観点から重要な点は、水蒸気から酸化膜の形成、下地金属への取り込みにより酸素

が消費された量に対応して水素が発生することである。 
 

前述のように、式(1)の反応速度は雰囲気、Zr合金種、温度履歴等により変化するが、反

応量w（例えば腐食増量）と反応時間tの関係は概ね以下の3温度領域で分類することが

できる(3)。ここで、腐食増量とはジルコニウム合金が水蒸気反応により増加する重量を

示しており、発生する水素の酸化膜や下地金属への取り込みを無視すれば酸素の取り込

み量を示す。 

＜1000℃程度  w3 ∝ t、長時間ではw ∝ t 
 1000℃～1580℃  w2 ∝ t 
 ＞1580℃  w2 ∝ tであるが1580℃近傍で反応速度が急増 

1000℃程度までは三乗則にしたがって重量増加するが、より高温では放物線則となる。

なお、1000℃程度までは腐食時間がある一定以上になると（すなわち、酸化膜がある厚

さ以上になると）腐食速度が増大し、腐食時間に対して直線的に反応が進むBreakaway
現象が起こる。図2.3.1-3には重量増加に関してBaker-Justの関係式（式(4)）(9)とSchanz
により提案された関係式(式(5)-(9))(4)から計算した反応速度K（w2 = K・t）を比較してい

る（Schanzの関係式の場合は式(6)を用いた場合）。ここでTは絶対温度（単位はK）で

ある。なお、Schanzにより提案された関係式は、数多くの報告例をレビューした結果で

あり、Parterら(10)、Leistikowら(11)、Chathcartら(12)の報告値を組み合わせて広い温度範囲

で定式化したものであり、主にZry-4を用いて得られた試験結果を用いている。 

 Baker-Justの関係式(9) 
  K [g2・cm-4・s-1] = 4.098exp(22889/T)  (4) 
 Schanzの関係式(4) 
   >1900 K 

  K [g2・cm-4・s-1] = 3.295×101exp(26440/T)  (5) 
   <1800 K 

  K [g2・cm-4・s-1] = 5.2418×10-1exp(20962/T)  (6) 
  K [g2・cm-4・s-1] = 3.6220×10-1exp(20100/T)  (7) 
   1800 – 1900 K 

      式(4)を使用した場合 
  K [g2・cm-4・s-1] = 1.2508×1010exp(63974/T)  (8)  
      式(5)を使用した場合 
  K [g2・cm-4・s-1] = 1.7498×109exp(60237/T)  (9) 
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許認可等に用いられるBaker-Justの関係式は1580℃以下ではSchanzの提案したものに対

して保守的な反応速度を与える。なお、式(4)-(9)の関係式は水蒸気酸化による酸素の取

り込みにより生じるジルコニウム合金単位面積当たりの重量増加を示すため、水素発生

の反応速度は式(1)と水分子内の酸素と水素の質量比（O:2×H=16:2）からK/8で計算す

ることができ、例として図2.3.1-4にはBaker-Justの関係式を用いてジルコニウム合金の単

位面積(1m2)当たりの水素発生量の計算値を示している。 
 

近年開発されたジルコ

ニウム合金の水蒸気酸

化特性については、特に

PWR用の材料に関して

研究が進んでおり、その

代 表 的 なも の は M5® 
(Zr-1.0%Nb-0.1%O) 、

ZirloTM(Zr-1.0%Sn-0.1%

Fe-1.0%Nb) 、

MDA(Zr-0.8%Sn-0.2%Fe

-0.1%Cr-0.5%Nb)等の合

金であるが、それらの合

金はニオブを添加する

ことで耐食性の向上を

図った合金である。概観

すると、Zry-4と同等も

 
図 2.3.1-3 Zr 合金の水蒸気反応速度の温度依存性(4)(9) 

（腐食増量） 

  
図 2.3.1-4 Zr 合金の水蒸気反応による水素発生量(9) 

JAEA-Review 2016-038

- 50 -



JAEA-Review 2016-038 

- 51 - 

しくは若干低い反応速度が報告されており(13)-(15)、詳細な評価が必要でない場合には図

2.3.1-3に示した反応速度を用いることが可能である。M5®と化学組成がほぼ同等の

E110(Zr-1.0%Nb)は、化学組成が同等であるにも関わらずM5®と比較して顕著に

Breakaway現象が発現しやすく、同様な条件で実施されたシビアアクシデント模擬試験

（QUENCH試験。燃料集合体を模擬した試験体を用いて最高温度2000℃程度まで水蒸

気中で加熱する試験）においても、Zry-4(18)、ZirloTM(19)、M5®(20)ではBreakaway現象が見

られなかったのに対して、E110(21)ではBreakawayにより水蒸気酸化がより進行して水素

の発生量も多くなる結果が得られており、水素発生の観点からも注意が必要である。 
 

なお、実際のLOCAやシビアアクシデントを収束させるために実施される再冠水時には、

短時間に大量に水素が発生する可能性があるため、再冠水条件の検討には注意が必要と

なる。前述のQUENCH試験では再冠水時に急激かつ大量に水素が発生する現象が詳細

に調べられたが、水蒸気供給量、再冠水前温度を含む温度履歴、破損の進行度合いによ

り大きく変化するものの、シビアアクシデント模擬試験中に発生する全水素量の80%以

上が再冠水後約100sの短時間に発生した事例も報告されており(22)、再冠水時にはスパイ

ク状に水素発生量が増加する可能性があることを考慮した安全対策が必要となる。 
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2.3.2 ステンレス鋼の酸化 
圧力容器内ではステンレス鋼が燃料集合体や炉内構造材として多量に使われており、過

酷事故時には高温水蒸気によるステンレス鋼の酸化により水素が発生する。ステンレス

鋼の主成分である鉄とクロムの代表的な水蒸気反応式を式(1)-(3)に示している(1)。なお、

反応熱は鉄若しくはクロム 1mol 当たりである。 

 Fe + 1.33H2O + 0.33Fe3O4 + 1.33H2 + 30kJ/mol (1) 
 Fe + 1.5H2O + 0.5Fe2O3 + 1.5H2 + 27kJ/mol  (2) 
 Cr + 1.5H2O + 0.5Cr2O3 + 1.5H2 + 185kJ/mol  (3) 

ステンレス鋼の 1000℃以上の高温における水蒸気酸化は、酸化時間 t の平方根に対して

反応量 W が比例する式(4)に示す放物線則に従う。 

 W = K・t0.5     (4) 

ここで K は反応速

度である。図 2.3.2-1
には報告されてい

る反応速度の温度

依存性を示してい

る。図に見られるよ

うに酸化速度は鋼

種により異なり、約

1 桁の差が認められ

る。Leistikow ら(5)の

結果によれば、水蒸

気酸化速度はフェ

ライト系＞オース

テナイト系の順に

なっている。近年で

は、高温水蒸気に対

する腐食耐性を高

めた事故耐性燃料

用の燃料被覆管材として様々なステンレス鋼の改良が検討されており、クロム濃度を高

めたり、アルミを添加したり（例えば PM2000）することでジルカロイや従来ステンレ

ス鋼と比較して大幅に腐食耐性を向上させた材料が開発されつつある(6)。 
 
 

 
図 2.3.2-1 ステンレス鋼の水蒸気反応の反応速度(2)-(5) 
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2.3.3 制御材 B4C の酸化 

制御材である B4C と水蒸気との代表的な酸化反応を式(1)-(3)に示しているが、いずれの

反応でも水素が生成する(1)。なお、700℃程度までの温度までは式(3)が、より高い温度

では式(1)、(2)が支配的な反応となる。 

B4C + 7H2O = 2B2O3 + CO + 7H2 + 788kJ/mol  (1) 
B4C + 8H2O = 2B2O3 + CO2 + 8H2 + 821kJ/mol  (2) 
B4C + 6H2O = 2B2O3 + CH4 + 4H2 + 1010kJ/mol  (3) 

B4C の水蒸気酸化反応は表面反応律速であるために反応時間に比例する直線則に従い、

反応速度 K は、一般的に熱活性化型（アレニウス型）の温度依存性、水蒸気圧と試験

圧依存性、及び流量依存性を持たせた式(5)でまとめられる。 

K = K0exp(-E/RT)PH2OPTQT
    (4) 

ここで、Eは反応の活性化エネルギー、Rはガス定数（8.314 J/K/mol）、PH2Oは水蒸気圧、

PTは試験全圧、QTはガス流量である。図 2.3.3-1 には報告されている反応速度の温度依

存性を PH2O、PT、QTがそれぞれ 104Pa、105Pa、2.5g/min の条件で比較している(2)-(10)。 
 
 
 
 
 
  

 

図 2.3.3-1 制御材（B4C）の水蒸気反応の反応速度(2)-(10) 
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2.4 溶融炉心－コンクリート相互作用（MCCI） 

シビアアクシデントにおいて炉心が溶融すると、燃料物質、制御棒材料（BWR では主

に B4C、PWR では主に Ag-In-Cd 合金）、一部あるいは全部が酸化した被覆管、非揮発

性の核分裂生成物、及び種々の構造材から成る溶融混合物が形成される。この溶融混合

物はコリウムと呼ばれる。代表的な加圧水型軽水炉（PWR）では、最大で、100～150t
の酸化物（UO2、ZrO2、等々）と 30～80t の金属が溶融することになる(1)。コリウムに

は、事故初期で約 30MW、10 日後には約 10MW に減衰する崩壊熱があるため、適切な

冷却が行われない場合には、最終的には原子炉容器を溶融貫通して、格納容器底部のコ

ンクリートに落下する可能性がある(1)。コンクリートに落下したコリウムは、コンクリ

ートと相互作用を起こして、コンクリートを侵食する。この相互作用は炉心－コンクリ

ート相互作用（Molten Core-Concrete Interaction：MCCI）と呼ばれる。MCCI は、コンク

リートの高温挙動、気泡発生を伴うコリウムプールの熱水力、溶融コリウムの物理化学

などいくつかの現象の組合せである(1)。コリウムの除熱が十分に行われない場合には、

MCCI によってコンクリートの侵食が継続し、格納容器の損傷に至る可能性がある。 
 

MCCI の特徴の一つは、非凝縮性ガスや可燃性のガスの発生である。高温になったコン

クリートの脱水や分解により水蒸気や二酸化炭素が発生するが、これらが Zr 等の金属

相を含むコリウムによって還元され、水素や一酸化炭素となる。これらのガスの発生、

さらには水素や一酸化炭素の燃焼による格納容器内圧の上昇は、格納容器の損傷の要因

となる(2)。 
 

なお、福島第一原子力発電所 1～3 号機のような初期の BWR の Mk-I 型と呼ばれるフラ

スコ状の格納容器では、格納容器底部のコンクリート製の床面が狭いため、落下して床

面に広がったコリウムが格納容器本体の側面に直接接触することによって格納容器が

破損する恐れがある。これは、格納容器直接接触(2)(3)（シェルアタックあるいはライナ

ーメルトスルー）と呼ばれている。コンクリートの床面上でのコリウムの広がり方は、

サンプの深さなど格納容器底部の構造、水の有無、落下するコリウムの温度などに依存

する[3]。また、前述のように、加熱されたコンクリートから発生するガスによってコ

リウム中の金属相が酸化するが、この酸化反応熱によるコリウム温度の上昇もコリウム

の広がり方に影響する(3)。 
 

以下では、高温時のコンクリートの特性、コリウムの特性、MCCI の概要とガスの発生、

関連する実験例、今後の課題について述べる。なお、以下の記述は、特に引用を明示し

ない場合は、参考文献[1]に基づいている。 
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(a) 高温時のコンクリートの特性 
コンクリートの主成分は、ポルトランドセメント、骨材、及び水である。これらを混合

すると、セメントは水と反応して骨材同士を結合するバインダーとなる。セメント重量

の約 85％は石灰（CaO）とシリカ（SiO2）で占められる。原子炉の基礎工事に用いられ

る代表的なコンクリートの骨材は、主にシリカと炭酸カルシウム（CaCO3）からできて

いるが、それらの比率は様々である。代表的なコンクリートの原料の配合比を表 2.4-1 (a) 
に示す。表 2.4-1 (b) はいくつかの代表的なコンクリートの化学組成をまとめたもので

ある。なお、通常 6～7 wt.%の鋼材がコンクリート構造の中に含まれるが、これは、MCCI
が長期にわたる場合のコリウムへの金属の供給源となる。 
 

表 2.4-1 代表的なコンクリートの組成 

 

 
 

セメントペースト及びコンクリートの温度を上げた時に生じる反応は次のように要約

される。 
・30～105℃： 蒸発可能な水（自由水または吸着した水）及び結合水の一部が離脱す

る。一般には、蒸発可能な水は 120℃までには完全に除去されると考えられている。 
・110～170℃： 石膏（CaSO4･2H2O）の分解とエトリンガイト（3CaO・Al2O3・3CaSO4・

32H2O）の分解が起き、カルボアルミネート水和物の一部から水が失われる。 
・180～300℃： カルボアルミネート水和物及び C-S-H（ここで、C は CaO、S は SiO2、

A は Al2O3、H は H2O を示す）の分解の第一段階で結合水が失われる。ロシアの設

計のプラントでは下部キャビティからの放射線を遮蔽するために特殊なコンクリ
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ートが用いられることがあるが、これには蛇紋石の骨材が用いられる。蛇紋石は、

(MgO)6(SiO2)4(H2O)4の組成を持つ鉱物で、多くの結晶水を含む。この結晶水もコン

クリートの温度上昇の際に放出され、溶融物を通過する水蒸気流量を増加させ、水

素発生の源となる。 
・300℃以上： ポロシティやマイクロクラックが増加する。 
・374℃： この温度以上では自由水が存在できない臨界点。 
・450～550℃： ポートランダイト（水酸化カルシウム）の分解が起きる。 
・500℃以上： 建造物の設計に関する欧州の規準 EUROCODE では、簡易計算では、

500℃以上ではコンクリートの機械強度が全く失われるとすることを提案している。 
・573℃： 石英の骨材のαからβへの変態。 
・700～900℃： セメントペーストの炭酸カルシウム及び炭酸を含む骨材から炭酸ガス

が分離。 
・720℃： C-S-H の分解の第二段階。 
・1100～1250℃： コンクリートの溶融の開始（固相線温度）。 
 

コンクリートの密度は、一般には約 2000～2500kg/m3の範囲とされる。コンクリートの

高温時の熱物性値は、主に乾燥と分解のために変化する。コンクリートの熱伝導率は、

その種類によって異なるが、室温では 1.3～2.2 W/m/K 程度で、900℃では 0.7～1.2W/m/K
に低下する。コンクリートの圧縮強度は、セメントや骨材の性質に依存して、30～150 
MPa の範囲とされているが、約 600℃、800℃、1100℃まで昇温すると、各々50％、80％、

98％の強度の喪失を見込むことが推奨されている。比熱は、900 J/kg/K（室温）と 1100 
J/kg/K（400℃以上）の範囲である。100℃付近では、水の蒸発も考慮する必要があるた

め、115℃から 200℃の間の比熱は、蒸発可能な水分の割合が 1.5 w.%あるいは 3 wt.%の

時、各々1470 J/kg/K あるいは 2020 J/kg/K に上げることが提案されている。室温のコン

クリートの全体を溶融させるための分解エンタルピーは、一般には 1.8～2.5 MJ/kg とさ

れている。表 2.4-2 に、コンクリートの固相線温度と液相線温度を示す。コンクリート

は決まった融点を持たない複雑な物質であるが、コンクリートの加熱やアブレーション

（融除：溶融・蒸発等により表面から物質が取り除かれること）をモデル化するために

実効的なアブレーション温度などが用いられる。 
 

表 2.4-2 代表的なコンクリートの固相線温度と液相線温度 
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(b) MCCI におけるコリウムの特性 
スリーマイルアイランド 2 号機（TMI-2）の事故では、圧力容器下部ヘッドに移行した

コリウムの平均組成は、77UO2-17ZrO2-2Ag-1Fe-1Cr-1Ni-1In（wt.%）であった。圧力容

器内のコリウムの主成分は UO2、ZrO2、及びスチールである。U/Zr のモル比は炉型に

よって異なり、米国や日本の BWR とロシアの VVER では 0.65、米国の PWR（Zion 発

電所）では 1.64、フランス AREVA 社の EPR は 1.24、TMI-2 炉では 1.37、フランスの電

気出力 900MW の PWR では 1.52 である。溶融スチールの割合は、炉型や事故進展シナ

リオによって大きく変わる。EPR では重い反射体があるため、酸化物 175t に対してス

チールは 100t を超え得る。 
 

コリウムとコンクリートとが相互作用する間、CaO と SiO2 を主成分とするコンクリー

トの分解生成物がコリウムに溶解するため、それらのコリウム中の濃度が高くなってい

く。仮に数メートルのベースマットが侵食されたとすると、コンクリート分解生成物は

溶融物中の主成分となる。チェルノブイリ事故の場合の「ブラウンチョコレート」と呼

ばれたコリウムの代表的な組成は、 
8UO2-6ZrO2-57SiO2-11Al2O3-6CaO-6MgO-5NaO-1Fe2O3（wt.%）であった。このように、

コリウムの組成として特定のものはなく、炉型、事故進展シナリオ、事故進展中のタイ

ミングによって連続的に変わる。したがって、あらゆるケースに対してコリウムの物性

を測ることは不可能であり、コリウムの熱物性値などを評価するにはモデルの導入が必

要となる。 
 

UO2－ZrO2系の液相線温度の最低値は 2840 K であるが、コンクリートが加わると固相

線温度は約 1400 K まで低下する。多くのコリウム－コンクリート混合物では液相線温

度と固相線温度の差（凝固範囲）は 1000 K 以上となる。粘性については、62mol%UO2

－38mol%ZrO2のコリウムの動粘性係数が 2700℃で約 2×10-7 m2/s と評価されている。

珪酸塩が加わるとコリウムの粘性が非常に大きくなるが、CaO、MgO、FeO などは粘性

を低下させる。例えば、コリウム 50％と珪質岩リッチコンクリート 50％の混合溶融物

の動粘性係数は液相線温度（約 1800℃）で 10-5 m2/s のオーダーである、との評価例が

ある。コリウムの粘性は混入する気泡や固相割合によっても変化するが、各々の影響を

評価するモデルが提案されている。 
 

(c) MCCI の概要とガスの発生 
MCCI は、コンクリートの高温下での挙動、融解物の塊である溶融プールの熱水力、コ

リウムとコンクリートの熱力学などが組み合わさった複雑な現象である。コリウムは最

初に 2400℃以上の高温でコンクリートと接触する。この時の MCCI 挙動を左右するの

は溶融コリウムの温度である。高温のコリウムとの接触により、コンクリートが加熱さ
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れて水蒸気と二酸化炭素が発生し、さらにはコンクリートが溶融する。コンクリートが

分解して発生する水蒸気と二酸化炭素は、溶融コリウムプール中に気泡となって混入し、

コリウム中の Zr やスチールを含む金属相を酸化させる。また、これらの気泡は溶融プ

ールの撹拌効果をもたらす。これの初期の過渡現象は、炉型や事故進展に依存して 10
分から 1～2 時間続く。発熱源は主に崩壊熱で、その 90％以上は酸化物相から発生する。 
 

図 2.4-1 に MCCI の模式図を示す。コリウムプールの対流によって熱がコンクリートに

伝達される。コリウムとコンクリートの境界面の温度は通常コンクリートの固相線温度

と液相線温度の間にあり、コリウムのクラスト（凝固層）の形成とコンクリート層の溶

融が起きる。このクラストは、多孔質でガスの浸透が可能となっているか、あるいは、

ガス圧の上昇とガスの断熱効果による加熱によって破壊と形成を繰り返す。 

 

コンクリートのアブレーションは全体的には熱的なプロセスに支配される。コンクリー

トのアブレーション速度は、平均的には、ある境界面での熱流束とコンクリートを溶融

するのに必要な熱のバランスから決まると考えることができる。コンクリート中の熱伝

導が十分に遅く、コンクリートのアブレーションフロントの移動速度は熱伝導と同程度

であるため、この近似は妥当である。なお、MCCI によるコンクリートの侵食速度は、

参考文献[3]によれば 1 時間当たり数十センチメートルとされている。 
 

加熱されたコンクリートから放出される二酸化炭素及び水蒸気は、溶融コリウム中の金

属相に含まれる Zr、Cr、Fe をこの順に酸化する。これらの酸化は発熱反応であり、溶

融物の大量の熱発生に寄与する。Zr の場合の酸化反応は次のように表される。 
 

 

図 2.4-1 MCCI の模式図 

コンクリート

溶融コンクリート
溶融コリウム

コリウムのクラスト
ガス気泡
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ガスによる
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コンクリート
溶融の進展
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 Zr＋2H2O→ZrO2＋2H2＋600 kJ/mol-Zr（2500K における評価値） 
 Zr＋2CO2→ZrO2＋2CO＋600 kJ/mol-Zr（2500K における評価値） 
 

これらの反応により発生する水素と一酸化炭素は、格納容器内に蓄積し、可燃限界に到

達する可能性がある。また、表 2.4-1(b)から分かるように、珪質岩系コンクリートより

石灰岩系コンクリートの方が、炭酸カルシウムの分解のためガス放出が多く、これがア

ブレーション速度にも影響する。 
 

MCCI によるガス放出によって格納容器の圧力上昇が大きくなる。例えば、珪質岩系コ

ンクリートでは約 3 bar、石灰岩系コンクリートでは約 5 bar の圧力上昇となる。MCCI
におけるガス発生は、長期的には主にコリウムの崩壊熱によって決まり、MCCI のモデ

リングによって大きく変わらない。 
 

(d) MCCI に関する実験 
MCCI 研究の初期に行われた BETA（独）、ACE（米）、SURC（米）、MACE（米）など

の実験では、UO2を含む典型的な溶融物またはコリウムを模擬する酸化物が使用された。

ほとんどの実験では、崩壊熱を模擬するために電気加熱が用いられており、金属相が存

在する場合には誘導加熱、酸化物相のみの場合には直接抵抗加熱が用いられている。こ

れらの実験の結果から、コンクリートの熱的な溶融が MCCI を支配する主要プロセスで

あり、コンクリートの溶融速度は、一次近似として単位体積のコンクリートを昇温して

溶融するのに必要なエンタルピーと熱流束との比であることが示された。これら全ての

実験で、激しいガス放出、溶融プールのバブリングと撹拌効果が見られた。溶融物との

接触直後に起こる最初の激しい相互作用の期間では、溶融物の初期温度と化学的な酸化

プロセスが支配的となるが、その後の長時間の侵食速度の典型的な値は 1 時間に数セン

チメートル程度であった。二次元の BETA 実験では、金属相を介した軸方向の侵食が大

きく、これは金属相の発熱量に影響されることが示された。ただし、この結果は酸化物

相の挙動に直接当てはまるものではなく、熱は金属相に与えられており、酸化物相の物

性値も異なるという点に注意する必要がある。 
 

最近の MCCI 実験には、CCI（米）、VULCANO（仏）、COMET-L（独）、COTELS（カ

ザフスタン）などがあり、主に次の 2 点を課題としている。一つは、軸方向と径方向の

二次元のコンクリートアブレーション挙動、もう一つはクラスト形成と凝固開始時の溶

融物の相分離の効果である。これらの課題は、特に長期の侵食とキャビティの形成の解

析において重要である。珪質岩リッチのコンクリートを用いた水を加えない MCCI 実験

では、コンクリートのアブレーションは、非等方的（下方向に比べて横方向のアブレー

ションの方が速い）で、速度が一定しない傾向にあった。一方、石灰岩リッチのコンク

JAEA-Review 2016-038

- 62 -



JAEA-Review 2016-038 

- 63 - 

リートを用いた場合には、より等方的で一定したアブレーション速度を示した。長期に

わたる事故条件では、重い金属相が酸化物相の下に来るというコリウムの成層化が考え

られる。この成層化について COMET-L 実験によって調べられたが、用いられた溶融コ

リウムの模擬物質では、崩壊熱の分布や酸化物と金属との密度比が完全には模擬されて

はいなかった。実験では、下部のスチール溶融物は底部のコンクリートの上でクラスト

を形成していたが、このクラストは、ガス放出の増減や溶融物の撹拌効果の変化に応じ

て、時折一部が剥がれた。コンクリート侵食に及ぼす冠水の効果を定量化するため、後

期の酸化物相上面の冠水も行われた。COTELS 実験では、代表的な組成の溶融物と誘導

加熱が用いられ、酸化物と金属から成る溶融物とコンクリートとの相互作用が調べられ

た。例えば、15％のステンレス鋼を添加した D8a 実験では、珪質岩リッチ系のコンク

リートの溶融はほぼ等方的であった。珪質岩リッチコンクリートを用いた VULCANO
実験から採取されたコリウム－コンクリート境界面付近の垂直断面の SEM 観察から、

コンクリート分解生成物の移行は拡散というよりも対流で起きると考えられた。つまり、

その断面では、約 40 wt.%の (U,Zr)O2と Si、Ca 及び Fe の酸化物から成るコリウム欠乏

領域と、60～66 wt.%の (U,Zr)O2を含むコリウムリッチ領域の 2 領域が存在し、軽いコ

リウム欠乏領域は浮力によって上方に流れているように見えた。 
 

(e) 今後の課題 
今後の課題として次の 2 点が挙げられる。一つは、コンクリートの種類によるアブレー

ションパターン（等方性／非等方性）の違いの原因の究明である。石灰岩系コンクリー

トと珪質岩系コンクリートの高温時あるいはアブレーション時の挙動は、ガス発生量、

コンクリート成分が含まれる場合のコリウムの物性値（粘性、融点など）の変化、アブ

レーション後の体積変化の違い、骨材の高温安定性などによって、上述のような違いが

出る。しかし、これらの違いとコンクリートの溶融パターンとの関係が十分には説明さ

れていない。もう一つの課題は、酸化物と金属から成るコリウムプールの成層化挙動の

解明である。初期は酸化物相より金属相が軽いが、コンクリート成分の酸化物相への溶

解に伴い、密度が逆転することが考えられる。しかし、MCCI におけるコリウムプール

成層化は実験で観察されておらず、酸化物相と金属相との分離が見出されているのみで

ある。成層化の有無を含めた酸化物相と金属相の挙動は、ガス気泡による撹拌効果にも

影響を受けるが、コリウムプールからコンクリートへの熱流束に大きく影響するので重

要である。 
 

なお、これらの課題以外に、注水による MCCI の抑制、コリウムの炉内保持（in-vessel 
retention）のための対策、格納容器床面上のコアキャッチャの設置などが考えられてい

る。これらの MCCI 対策が有効に機能すれば、将来は MCCI そのものが課題にはならな

くなる可能性がある(1)。 
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2.5 NaOH 添加スプレー水による亜鉛、アルミ腐食 

BWRの格納容器スプレー冷却系やPWRの原子炉格納容器スプレー設備による格納容器

の冷却では、スプレー水による格納容器内の材料腐食により水素が発生する。なお、ス

プレー水の化学成分はプラントにより異なり、事故の進展に伴っても変化するため、水

素量を計算する時は、スプレー水の化学成分を考慮する必要がある。例えばPWRの

LOCAでは、スプレー開始直後は苛性ソーダ（NaOH）を含むホウ酸水が主成分である

が、燃料取替用水タンク内のホウ酸水が空になると格納容器サンプ内に溜まった溶液が

スプレー水に用いら

れるため、スプレー

水と格納容器内材料

との反応生成物やケ

ーブル燃焼等により

発生する塩酸等が混

入することになる(1)。

BWRのスプレー水

には圧力抑制室のプ

ール水が用いられる

が、スプレー水と格

納容器内材料との反

応生成物が混入する

のはPWRの場合と

同様である。このス

プレー水により腐食

が懸念される代表的

な金属材料としては

亜鉛やアルミが挙げ

られるが、亜鉛は塗

料、亜鉛メッキ鋼、

ケーブルトレイを含

む多くの箇所で用い

られており、アルミ

もバルブや足場等に

広く用いられている。

プラントにより異な

るが代表的なPWR

図 2.5-1 スプレー水による金属材料の腐食速度の比較(7) 

 

図 2.5-2 スプレー水による腐食により発生する水素量の比較(2)～(7) 
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では亜鉛含有塗料、亜鉛メッキ鋼、アルミのそれぞれの表面積は1.39×104m2、2.8×103m2、

44m2である(2)。 
 

これら材料のスプレー水による腐食は、溶液や材料の化学成分、温度、pH等により変

化し、かつ同様な条件でも報告値にばらつきが見られるが、スプレー水の温度範囲（室

温-150℃程度）では温度が高いほど反応速度が大きく、アルミの腐食速度が特に大きい

傾向にある(3)-(7)。図2.5-1には例としてpH10のボロン水溶液（0.259Mボロンを苛性ソーダ

でpH調整した水溶液）における亜鉛メッキ鋼、アルミ、炭素鋼、銅の腐食速度の測定

結果を比較している(7)。なお、亜鉛メッキ鋼の腐食の大半は亜鉛メッキ部分であるため、

示した腐食速度は亜鉛のものとみなすことができる。水素発生量の目安を見積もるため、

図2.5-1に示している亜鉛とアルミの腐食速度及び前述の亜鉛含有塗料、亜鉛メッキ鋼、

アルミの代表的な表面積を用い、反応式(1)と(2)にしたがって水素が発生すると仮定し

た場合の水素発生量を図2.5-2に示している。 

 Zn + H2O + OH- → H2 + HZnO2
-   (1) 

 2Al + 6H2O + 2OH- → 3H2 + 2Al(OH)4
-  (2) 
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3. J. C. Griess, A. L. Bacarella, “Design considerations of reactor containment spray systems – 

Part III, The corrosion of materials in spray solutions”, ORNL-TM-2412, Part III, December 
1969. 

4. G. Karlberg, “Hydrogen evolution from aluminium in reactor containment spray solutions”, 
Corr. Sci., 20, 1 (1983), pp.91-95. 

5. D. Chen et al., “Experimental analysis of the aqueous chemical environment following a 
loss-of-coolant accident”, Nucl. Eng. Design, 237 (2007), pp.2126-2136. 

6. D. Chen et al., “Corrosion of aluminium in the aqueous chemical environment of a 
loss-of-coolant accident at a nuclear power plant”, Corr. Sci., 50 (2008), pp.1046-1057. 
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３．軽水炉システムにおける水素の放出、移行、蓄積挙動 

3.1 通常時の水素 

ここではまず水素に関して通常時の一次系及び気体廃棄物処理系の状態を確認しておく。 

 

3.1.1 PWR(1)  
通常運転時の PWR では、高温水中の材料及び燃料の腐食抑制を目的として、水の放射

線分解による酸素（酸化剤）の発生を抑制するため、一次冷却材中に水素を添加してい

る。水素添加により腐食抑制が十分に達成できる濃度として、一次冷却材中の溶存酸素

濃度管理値は 0.005 ppm 以下と設定されている。 
 

(1) 冷却材への水素添加 
PWR の一次冷却系（RCS）では、通常運転中に一次冷却材の一部を抽出して、脱塩塔

及び体積制御タンク（VCT）に導き、不純物や放射性物質を除去して再び RCS に戻し

ている。 
 

PWR の一次冷却材に水素を添加する際は、VCT 気相部に水素ガスを加圧しながら、VCT
内に RCS から抽出した一次冷却材を通過させ、VCT 下部から再び RCS に充填する方法

をとる（図 3.1.1-1）。 

 
RCS 中の水素の最終平衡濃度は、吉川ら(2)によって標準 PWR（2 ループ）、VCT 気相部

水素分圧 0.2MPa、抽出流量 10.2Pa 圧 3 kg/h の場合、32.2 cm3-STP/kg･H2O と解析されて

いる（詳細については付録 3.1.1 を参照）。 

 

図 3.1.1-1 一次冷却材水素化に関する系統外略図 
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(2) 溶存水素濃度管理値 
一次冷却材中の溶存水素濃度は、出力運転時のホウ素濃度を考慮しても水の放射線分解

による水素の発生が認められない溶存水素濃度として、15cm3-STP/kg･H2O 以上で管理

する必要がある(3)。 
 

一方、溶存酸素濃度 55cm3-STP/kg･H2O で水素吸収の影響によるジルカロイ腐食量の増

加が認められたため(4)、燃料被覆管の健全性確保の観点から一次冷却材中の溶存水素濃

度は 50 cm3-STP/kg･H2O を上限として管理する必要がある。 
 

通常運転時の PWR では体積制御タンクの水素分圧を約 0.2MPa に制御し、溶存水素濃

度を 25-35 cm3-STP/kg･H2O の範囲で管理している。 
 

(3) 停止時の水素挙動（気体廃棄物） 
PWR の原子炉停止時には、水素の添加を中止し、VCT 気相部を窒素ガスで置換するこ

とによって、一次冷却材中の溶存水素を水素ガスとして気相部に移行させる。気相部の

水素ガスは、水素系の気体廃棄物処理系へと移送され、水素再結合装置によって水に変

換される（図 3.1.1-2）(5)。 

 

 

水素再結合装置の運転に伴い、装置内の水素濃度が爆発限界（7.5vol%）以上であった

場合、爆発が起こる可能性がある。このため、水素再結合装置入口濃度が爆発限界を下

 

 

図 3.1.1-2 気体廃棄物系統外略図 
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回るように水素再結合ガス減衰タンクから循環ライン（図 3.1.1-2）を通して窒素を主体

とするガスを水素再結合ガス圧縮装置入口に送り、パージガスを希釈しなければならな

い。この際、水素再結合装置入口ライン圧力は循環ラインに設けられた圧力制御弁によ

り、約 0.1kg/cm2に制御する必要がある（水素再結合装置最大使用圧力：約 10kg/cm2）。 
 

水素系の気体廃棄物処理系は、水素ガスを扱うこと及び濃縮された放射性希ガスを扱う

ため、防爆及び被ばく低減の観点から無漏えい構造を徹底するとともに水素再結合装置

をなるべく低圧で運転しなければならない。 
 

また、水素再結合装置入口にガス分析装置を備え、水素濃度が運転制御値（6vol%程度）

を超えた場合には、自動的に VCT からのパージを停止するなど、爆発を防止するため

のインターロックを設けなければならない。 
 

参考文献 
1. （一社）日本原子力学会編、「原子炉水化学ハンドブック」、2000、310p. 
2. 吉川英夫、郡正治、「PWR 一次系に含まれる気体の挙動に関する研究（第 2 報、加

圧器気相部における気体の除去と原子炉冷却系の水素化に関するもの）」、日本機械

学会論文集（B 編）、48 巻、434 号、1982. 
3. E.J.Hart, “The Decomposition of Light and Heavy Water Boric Acid Solutions by Nuclear 

Reactor Radiations”, Proc. Intern. Conf. Peaceful Uses Atomic Energy, Geneva, 7, p.593, 
1955. 

4. E.Hillner, “Hydrogen Absorption in Zircaloy during Aqueous Corrosion”, Effect of 
Environment, WAPD-TM-411, 1964. 

5. （公財）原子力安全研究協会編、「軽水炉発電所のあらまし（改訂第 3 版）」(2008). 
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付録 3.1.1：溶存水素濃度管理に関する吉川らの解析 

 

RCS 及び VCT におけるパラメータの概略を付図 3.1.1-1 に示す。加圧器気相部での水素

気液平衡の影響を無視できると仮定すると、VCT 液相部及び RCS 中の溶存水素濃度の

時間変化率は次式のように表される。 
 

VCT 液相部 

332232 / wCwCdtdCW     (1) 

RCS 

113311 / wCwCdtdCW      (2) 

 

ここに、 1C  ： RCS 中の溶存水素濃度 cm3-STP/kg･H2O（STP：標準状態） 

2C  ： VCT 気相部の液滴中の溶存水素濃度 cm3-STP/kg･H2O 

3C  ： VCT 液相部中の溶存水素濃度 cm3-STP/kg･H2O 

1W  ： RCS 保有水量 kg 

2W  ： VCT 液相部水量 kg 

1w  ： 抽出流量 kg/h 

2w  ： VCT 気相部を通る液滴の流量 kg/h 

3w  ： 充填流量 kg/h 
 

VCT 気液間でヘンリーの法則が成立しているとして、VCT 気相部の水素濃度を aC 、平

衡時の気液分配係数を k とすると、 

 

付図 3.1.1-1 一次冷却材中の水素挙動に関する概略図 
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2kCCa      (3) 

 

隣、式(1)、(2)、(3)より、VCT 液相部及び一次冷却材中の溶存水素濃度の時間変化は次

式で表される。 
 

）HtHGC  exp(1(/3  

HMGKHtaMtaC /)exp()exp( 211   

 

ここに、      kWwCG a )/( 22  

HMHGKa
MHMGKa

WwM
WwK
WwH

)/(
)/(

/
/
/

2

1

11

13

23








 

 

また、水素の溶解度は、ヘンリーの法則より、体積制御タンク気相部の水素分圧に比例

し、16.1 cm3-STP/kg･H2O/0.1MPa とすると、一次冷却材中の溶存水素の最終平衡濃度は

水素分圧 0.2MPa の場合、32.2 cm3-STP/kg･H2O となる。 
 

（中野 佑介） 
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3.1.2 BWR 
(1) 溶存酸素 
BWR 一次系の主要な構造材料であるステンレス鋼1は、一般に 100℃以上の高温状態で

は応力腐食割れ（SCC：Stress Corrosion Cracking）の感受性が増大する(1)。 
 

BWR は冷温停止から起動前までは基本的に原子炉水は低温で大気開放状態にあるため、

原子炉水の溶存酸素濃度は飽和状態（25℃において約 8ppm）にあるが、原子炉水が 100℃
以上となる起動時から通常運転時は、SCC 対策上溶存酸素濃度を 400ppb 以下に維持す

ることが要求されている。これを満足するために起動時には原子炉と連通させた主復水

器の真空上昇による原子炉脱気運転が行われている。一般に原子炉脱気運転は原子炉水

の溶存酸素濃度が 200ppb 以下になった時点で終了し、それ以降は制御棒引き抜きによ

る原子炉運転が開始される(2) 。 

 

原子炉運転中は、2 章でも述べたように水の放射性分解により酸素が発生する。その大

部分は主蒸気側へ移行するため、原子炉水の溶存酸素濃度は約 200ppb 以下に維持され

ている。SCC 抑制の観点から、溶存酸素をはじめとする原子炉水中の酸化剤濃度を低減

させるための技術として、水素注入や貴金属注入がある。 
 

(2) 水素注入（HWC：Hydrogen Water Chemistry） 
a) 水素注入の基本的原理  
水素注入は、原子炉水への水素の添加により、水の放射線分解で生じた酸素や過酸化水

素等の酸化剤と水素の再結合反応を促進し、原子炉水中の酸化剤濃度を低減させる技術

である。再結合反応は見かけ上は式（3.1）や式（3.2）であるが、実際は水の放射線分

解によって生じたラジカルが触媒のように関与する 30 以上の反応を経た複合反応であ

る。 
 

O2＋2H2→2H2O （3.1） 
H2O2＋H2→2H2O （3.2） 

 

b) 水素注入設備 
水素注入の実施方法は概ね給水系から水素をガス状で注入し、かつ、水素の 1/2 のモル

量である酸素を気体廃棄物処理系に注入するという点でほぼ共通している。水素注入点

は復水浄化系の下流側で高圧復水ポンプの上流側が選ばれる（図 3.1.2-1）。この注入し

た水素は、炉心での水の放射線分解を抑制する働きをするが、マスバランス上は自身が

消費されることはないため、全量が気体廃棄物処理系に移行することとなる。そこで、

                                                      
1 SUS304，SUS316 など。 
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排ガス再結合器の上流側で酸素注入を行い、水素・酸素再結合反応により水に戻してい

る。 
 

 

c) 水素注入による溶存酸素濃度低減効果(3) 
水素注入の効果はまず、原子炉水中の溶存酸素濃度の低下に表れる。通常、BWR の原

子炉水中には 200ppb 程度の溶存酸素が存在するが、給水中の水素濃度の増加とともに

10ppb 以下程度まで低減される。 
 

d) 水素注入の副次的影響(4) 
水素注入の副次的影響として主蒸気系の放射線線量率の上昇がある。水素注入量が

0.4ppm 程度から主蒸気線量率が増加し始め、注入量の増加に伴い主蒸気系線量率が通

常の運転条件時の 4～5 倍に上昇する。 
 

この線量率上昇の原因は、原子炉水中に存在する酸素原子が炉心からの放射線照射によ

り（3.3）式又は（3.4）式の核反応を経て放射性窒素（13N、16N）に変換され、さらに

水素注入時には原子炉水の雰囲気が酸化性から還元性に変化するため、放射性窒素の化

学形態が式（3.5）に示すように原子炉水に溶けやすい硝酸イオンあるいは亜硝酸イオ

ンから揮発しやすいアンモニアへと変化することによる。特に 16N は半減期が 7 秒で

6.1MeV と 7.1MeV の非常に高いエネルギーのガンマ線を放出するため、主蒸気系での

 

図 3.1.2-1 水素注入設備の概要 
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線量率の大部分に寄与する。主蒸気系での線量率上昇は、スカイシャイン現象2によっ

て原子力発電所の敷地外の線量率が上昇する可能性があるため、比較的敷地の狭い原子

力発電所においては水素注入量が低い値に制限されており、例えば日本原子力発電（株）

の東海第二発電所では水素注入量の上限を 0.5ppm としている。このような場合、水素

注入による溶存酸素濃度低減効果が十分に得られないため、少量の水素注入量でも溶存

酸素濃度低減効果が大きい貴金属注入を併用するプラントが増えてきている。 
 

16O（p、 α）13N （3.3） 
16O（n、 p）16N （3.4） 
NO2

－、NO3
－→NO→NH3

＋ （3.5） 
 

(3) 貴金属注入（NMCA：Noble Metal Chemical Application） 
貴金属注入は、白金やパラジウムなどの貴金属元素を含んだ溶液を原子炉水に注入し、

構造材料表面に貴金属元素を取り込ませることにより高い電気化学的触媒活性を与え、

少量の水素注入量でも腐食電位を大きく低下させることができる(5)。近年は米国をはじ

め多くの BWR プラントで貴金属注入が適用されている。 
 

(4) 気体廃棄物処理系 
気体廃棄物処理系の系統構成はプラントによって若干差異があるため、以下は一例につ

いて説明する。 
 

原子炉内の気相側に移行した水素は、蒸気やその他気体（希ガス等）とともに主蒸気系、

タービン及び復水器を経て、蒸気式空気抽出器（SJAE：Steam Jet Air Ejector）により排

ガスとして気体廃棄物処理系へ抽出される（図 3.1.2-2）。SJAE は駆動蒸気（通常は主蒸

気を使用するが、起動停止時は所内ボイラーによる蒸気を使用する。）でジェット蒸気

流を形成することにより空気を吸引する装置で（図 3.1.2-3）、適量の水蒸気を添加する

ことで排ガス中の水素濃度が 4%以下になるよう制御している。SJAE に抽出された排ガ

スは、排ガス予熱器に送られ 140℃前後で加熱される。加熱された排ガス中の水素は触

媒を使用した再結合器内で、酸素注入設備から供給された酸素と結合し水蒸気に還元さ

れる。この水蒸気は、後段の排ガス復水器やさらに後段の除湿器で冷却され水に凝縮さ

れる。 
 

一方、水素を除去された排ガス中には希ガス等の放射性物質が含まれているため、排ガ

ス減衰管や多段式の活性炭ベッドで十分減衰させ、フィルタで放射性粒子を除去した後

                                                      
2 タービン建屋等の主要施設に内蔵されている放射性物質から放出される透過力の強

い線が，空気中で散乱されて施設周辺に到達する現象。 
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に、排気筒より大気中へ放出される。 
 

なお、気体廃棄物処理系の強度設計について、排ガス再結合器までは、万一系内で水素

燃焼が発生した場合を考慮して、燃焼時のピーク圧力に耐えうる設計が行われている(6)。 
 

 

 
 

参考文献 
1. 菊池英二他、「繰り返し SSRT 法による鋭敏化 SUS 304 ステンレス鋼の IGSCC に及

ぼす環境因子の影響評価」、防食技術、32 巻、497 (1983). 
2. （一社）日本原子力学会編，「原子炉水化学ハンドブック」、2000、310p. 
3. J. Takagi, et.al.,“Long term verification program on hydrogen water chemistry at a Japanese 

 
図 3.1.2-2 気体廃棄物処理系の概要（一例） 
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図 3.1.2-3 蒸気式空気抽出器（SJAE）の概念図 
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BWR”, Water chemistry of nuclear reactor system 7, 2, pp.489-495, BNES (1996). 
4. C. C. Lin,“Prediction of N-16 steam transport in BWRs under hydrogen water chemistry 

conditions”, Water chemistry of nuclear reactor system 7, 1, pp.135-137, BNES (1996). 
5. S. Hettiarachchi et.al.,“Noble Metal Chemical Addition from Development to Commercial”, 

Proc. of the Int’l Conf. on Nuclear Engineering, April 19-23, 1999, Tokyo, Japan, JSME. 

6. （一社）日本原子力技術協会、「BWR 配管における混合ガス（水素・酸素）の燃焼

による配管損傷防止に関するガイドライン（第 3 版）」、平成 22 年. 
 

 

（上山 裕） 
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3.2 軽水炉シビアアクシデント時の水素 

2 章で見たように、シビアアクシデント時には大量の水蒸気とともに水素が発生する。

圧力容器が破損し溶融炉心が格納容器床面に落下するような場合には、炉心物質に伴う

ジルコニウムや鉄の酸化による水素発生に加えて、コンクリートとの反応による水素や

一酸化炭素の発生も考慮する必要がある。水素や一酸化炭素は燃焼・爆発を起こす恐れ

があると同時に、非凝縮性気体として格納容器の加圧にも寄与する。 
 

このような過酷な事態の防止と、深層防護として発生してしまった場合の緩和措置の検

討に、水素リスクの評価が必要となる。シビアアクシデントの水素リスクの評価は次の

ような手順で行われる(1)。 
 

1. プラントのモデリング(格納容器等の幾何的条件、内部の配置、緩和措置に関する機

器の情報)。 
2. 事故シナリオの選定とそれに基づく格納容器等の雰囲気状態の推移の把握。ここで

は、MELCOR や MAAP といったシビアアクシデント・コード3を必要に応じて計算

流体力学（CFD）で補い、あるいは補正する。 
3. 水素-空気-水蒸気系混合ガスの分布と組成変化の把握 
4. 混合ガスがその時間・空間領域で可燃領域に入るときは、その周囲への火炎の伝播

の予測。 
5. 発生する圧力及び熱負荷の見積り。もし火炎加速（FA: flame acceleration）の可能性

が排除されるなら、断熱等積完全燃焼（AICC: adiabatic isochoric complete combustion）
を想定する。 

6. 燃焼に対する構造物の応答を評価する。 
 

以下では代表的な軽水炉型でのシビアアクシデント時水素挙動についての概要に続け

て、上記 2-4 において大きな不確定性の原因となる水素の成層化と、水蒸気凝縮につい

て述べる。 
 

参考文献 
1. Ahmed Bentaib, Nicolas Meynet and Alexandre Bleyer, “Overview on hydrogen risk 

research and development activities: methodology and open issues”, Nucl. Eng. Technol., 
47(2015), pp.26-32. 

 

（小川 徹） 
                                                      

3 集中定数系コード(Lumped parameter code) 
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3.2.1 PWR の格納容器内の水素混合、拡散挙動 

1.  水素が発生する事故事象 
水素は主に高温となったジルコニウム合金の被覆管と水又は水蒸気との高温酸化反

応で発生するが、原子炉冷却材喪失事故（LOCA）に代表される設計基準事故で発生す

る水素の量は原子炉格納容器（CV）の安全機能を脅かすような問題とはならず、PWR
では CV 内の水素濃度（ドライ換算。以下同様）は可燃限界濃度の 4%を下回る。可燃

限界を上回る量の水素が発生する可能性のある事象は、ECCS などの重要な安全機能の

喪失が重畳することで炉心溶融に至る過酷事故においてである。炉心溶融を伴う大量の

水素が発生する過酷事故の起因事象は以下の二つに大別される。 

(1)  LOCA 起因事象での水素の発生 
事象の一つは RCPB（Reactor Coolant Pressure Boundary：原子炉冷却材圧力バウンダ

リ）を構成する配管等が破損する LOCA が起因となるものである。LOCA 時に ECCS
の炉心注入機能が喪失すると、炉心が露出し、それに伴い、主に高温となったジルコニ

ウム合金の被覆管と水又は水蒸気とが反応し、水素が発生する。発生した水素は、RCPB
の破損箇所から格納容器へ放出される。 

(2)  SBO 起因事象での水素の発生 
もう一つの事象は、RCPB の破損が起因ではなく、福島第一原子力発電所事故のよう

な全交流電源の喪失（SBO）が起因となるものである。SBO 発生に加えて、代替電源の

喪失、ECCS の炉心注水機能の喪失や SG を介した 2 次系からの冷却機能の喪失などが

重なると、長期にわたり炉心崩壊熱の除去ができなくなることで冷却材圧力が過大とな

るため、加圧器安全弁や加圧器逃し弁の開放や原子炉冷却材ポンプ（RCP）のシール部

などから冷却材漏えいが発生し、その後の炉心の露出に伴い発生する水素が CV へ放出

される。 

2. 水素の発生箇所と CV への放出箇所 
水素は原子炉容器の中で、炉心が露出した後の高温の被覆管と蒸気との反応に続き、

炉心の崩壊や溶融が発生した後にも発生し、RCPB の破損部、加圧器安全弁や加圧器逃

し弁を通じて格納容器へ放出される。炉心の溶融後、原子炉容器が破損した場合は、溶

融炉心が原子炉容器の直下の原子炉下部キャビティ内のプールへ落下し、落下過程で微

粒化した溶融炉心の中の主にジルコニウムが、表面積が増加した状態でプール水と反応

することとなって、原子炉下部キャビティからさらに水素が発生する。これらは CV 内

に炉心溶融に伴うジルコニウムと水反応によって大量に水素が放出される可能性のあ

る現象をとりあげているが、その他、大量ではないが水素発生に至る現象としては、放
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射線による水の分解、CV スプレイ水に添加されている苛性ソーダによるアルミニウム

や亜鉛の腐食、ヒドラジンの放射線分解などが挙げられる。 

なお、このとき、原子炉下部キャビティに水張りがされていない場合には、溶融炉心

と原子炉下部キャビティのコンクリート床面壁との間で、MCCI（Molten Core Concrete 
Interaction）が生じ、それにより水素が発生する可能性がある。 

(1) 原子炉容器内で発生する水素の放出 
過酷事故において、炉心の冠水状態が失われ、蒸気中に露出すると、被覆管の温度が

急速に上昇し、ジルコニウムと水蒸気との反応により水素が発生する。原子炉容器内で

発生した水素は、LOCA 起因事象では RCPB の破損部から CV に放出される。SBO に代

表される RCPB が高圧の状態では、主に加圧器安全弁及び加圧器逃し弁を通じて加圧器

逃しタンクに流れた後に、加圧器逃しタンクラプチャーディスクからCVに放出される。

燃料被覆管の温度がさらに上昇を続けると、燃料被覆管をはじめとする炉心の溶融が始

まり、溶融又は高温脆化で構造崩壊した燃料は、原子炉容器内の下方に移動して炉心の

下部構造物を溶融侵食し、原子炉容器の底部である下部ヘッドに堆積する。この時下部

ヘッド部に存在する冷却材と溶融炉心とが反応して、水蒸気と水素が発生する可能性が

ある。いずれの起因事象でも、水素が RCPB から CV に最初に放出されるのは、CV の

下部に集中する区画においてである。以下に具体的な放出区画を挙げるとともに図

3.2.1-1 に当該区画を示す。 

・LOCA 起因時の放出 
LOCA 起因事象では RCPB の破損箇所から放出される。主な破損箇所と最初に破損

箇所から水素が放出される区画は以下のとおりである。 
- ループ室区画：原子炉冷却材配管が損傷して水素が放出される場合 
- 加圧器室区画：加圧器気相部配管が損傷して水素が放出される場合 

 

・SBO 起因時の放出 
SBO 起因でその後の諸機能の喪失を重畳させた事象では、原子炉冷却材による炉 

心の除熱機能が失われるため、原子炉冷却材の圧力が上昇し、RCP シール部に損傷が

生じたり、減圧したりするために加圧器逃し弁や安全弁が開放される。水素はこれら

の箇所から放出される。 
- ループ室区画：RCP シール部が損傷して水素が放出される場合 
- 加圧器逃しタンク設置区画：加圧器逃し弁や安全弁から水素が放出される場合 

 

これらの放出箇所は、加圧器室の頂部で損傷した場合を除き、CV の下部の区画に設
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定されており、最初はこの区画内に水素が放出され、各区画内で重大事故等対処施設と

して設置された静的触媒式水素再結合装置（PAR）やイグナイタで処理される。水素が

処理しきれなければ、当該区画の開口部を通じて隣接する区画又はドーム部を含む CV
上部の広い自由空間に拡散していく。 
 

(2)  原子炉容器外で発生する水素の放出 
水蒸気や水素が、ループ室や加圧器逃しタンク室から放出されている間も、原子炉容

器の底部には、溶融炉心が冷却されずに残っている可能性がある。その後、高温となっ

た原子炉容器底部の炉内計装管の挿入のための貫通部の溶接個所等がクリープ等で破

損する可能性が考えられる。原子炉容器が破損した場合には、溶融炉心が原子炉下部キ

ャビティに落下する。炉心が溶融するような過酷事故では、CV スプレイ系統からの注

水により原子炉下部キャビティに水張りがされているため、落下した溶融炉心と水張り

されたプール水との反応で水素が発生する。溶融炉心の原子炉下部キャビティへの落下

は、原子炉容器全体の破断が起こらない限り、一度に全量が落下するのではなく、原子

炉容器の局所破断の状況に応じて、断続的に落下し、その都度比較的まとまった量の水

素が発生する傾向となる。 

原子炉下部キャビティのプールから発生する水素は、原子炉容器とその周囲の熱遮へ

いコンクリートとの間隙部などの経路を上昇して、CV 上部の広い自由空間に拡散して

いく。なお、このとき、原子炉下部キャビティに水張りがされていない場合には、溶融

炉心と原子炉下部キャビティのコンクリート床面壁との間で、MCCI（Molten Core 

Concrete Interaction）が生じ、それにより水素が発生する可能性がある。 

以上の水素の発生箇所を、図 3.2.1-1 の CV 縦断面図に示す。 
 

3. CV へ放出された後の水素の挙動・拡散経路 
(1) CV 下部の各区画での挙動 
水素が発生する CV 内の下部の区画には、放出源での水素の放出速度に応じて水素が

拡散する。水素の放出速度が大きい場合は区画の中での水素の均一化は早くなり、水素

の放出速度が小さい場合は区画の中での水素の均一化は比較的遅くなり局所的に水素

濃度が高くなることもありうる。しかし、放出速度が小さい場合には、区画内の水素の

量も少ないので、燃焼による圧力上昇は限定的になると考えられる。各区画には、水素

の発生が予想される箇所の近くに、イグナイタ及び PAR が設置されているため、水素

は発生する区画の中で最初に処理がなされる。また発生区画で水素が充分に処理されな

い場合では、発生する区画には複数の開口部があるため、隣の区画又は CV 上部の広い

自由空間であるドーム部に空気等と混合しながら拡散していく。このため、発生する区
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画内で水素濃度や水素の量が上昇し続けることは考えにくい。また発生区画に隣接する

区画にも水素の通り道となる開口部付近には、図 3.2.1-1 に示すとおりイグナイタを設

置しているので、ここでも水素が処理される。 
以上のように、CV の下部で発生した水素は、発生する区画や隣接する区画の中で、

CV 内全体に水素が大量にいきわたる前に処理される。 
 

(2) CV 上部の自由空間での挙動 
原子炉容器の破損に伴う直下の原子炉下部キャビティのプールから水素が発生する

場合には、水素は原子炉容器の周りから下部区画を経由せず、CV のドーム部に向かっ

て上昇していく経路が考えられること、下部の区画で発生する水素も、事故直後には、

比較的少量であっても、水蒸気とともに放出されるため、水蒸気の割合によっては不活

性化され、区画に設置されたイグナイタで水素の処理ができず、PAR のみによる処理に

なることも考えられる。これらを考慮して、発生した水素の一部がそのまま CV 上部の

広い自由空間に上昇・拡散していく場合の挙動も考慮して安全性を確認する必要がある。 
PWR の CV は、上部に広い自由空間を有しているのが特徴である。この広い自由空

間での水素の挙動で懸念されるのは、軽い水素が頂部のドーム部に留まったまま集積し、

高濃度の水素の領域、いわゆる成層化を形成することである。成層化領域に、何らかの

理由で着火等により水素燃焼が及んだ場合に、過大な圧力上昇により CV の健全性に影

響する可能性があるためである。 
この懸念に対しては、以下のとおり、CV 内で下部と頂部との間に生じる循環流や CV

内の雰囲気温度を低減するためのスプレイの散布により、水素の混合は促進され CV 内

の水素濃度は均一化される方向となる。 
 

・CV 内の自然循環流による均一化 
CV 下部の区画又は原子炉下部キャビティのプールで発生した水素は、破断流や

炉心が冠水しているプールでの水蒸気発生、温度差やガス組成の違いによる浮力等

に起因したガス流動及び濃度差による分子拡散や乱流拡散によって、空気と混合し

ながら区画室内及び区画室間又は原子炉容器の周りの狭い間隙部を拡散していき、

CV 上部の自由空間に出た後も上昇により頂部のドーム部に至る。破断箇所を含む

下部の区画では高温の水素と空気との混合ガスが、ループ室や SG 室等を上昇して

ドーム部に達する。しかし水素を含む混合ガスは、ドーム部で冷却されることによ

り、ドームに沿って下降流となる。CV 内の下部の区画間は開口部が複数あること

から、上部の自由区間と下部区画の全体において、最終的には破断箇所の区画に戻

るという、自然循環流が形成される。このため、CV 内の水素濃度はほぼ均一化さ

れ、局所的に高濃度となりにくい。 
実際には、事故発生時に、CV 内の自然循環流は、水素の放出に先立ち、高温の
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水蒸気が破断箇所から放出されることで形成される。PWR では原子炉容器や原子

炉下部キャビティはCV下部に位置しているため炉心の崩壊熱は自然対流による循

環を促進させる働きがある。炉心溶融の後で発生する大量の水素は、水蒸気によっ

て形成される循環流に随伴して CV 内を循環するので、さらに CV 内の混合による

均一化が促進される方向となる。 
  ただし、加圧器気相部が破断する LOCA が起因となる過酷事故では、ドーム部

に近い加圧器室の頂部から高温の水素や蒸気が放出されるため、ドーム部の温度が

上昇し、他の箇所からの水素の放出と比べると、水素はドーム部で冷却されにくく、

自然循環が生じずに留まる可能性がある。この場合でも、以下に挙げる格納容器の

スプレイ等により水素が均一化される。 
 

・再循環ユニットの作動に伴う格納容器内循環流による均一化 
CV 内の循環流は、このような CV 下部から発生する高温の蒸気や水素、空気の

循環による自然対流に加え、CV 内の雰囲気温度を空冷により低減するための再循

環ユニットが作動することにより CV 内に循環流が生じ、水素の均一化が促進され

る。 
 

・CV スプレイの散布による均一化 
CV スプレイの散布によっても、さらに水素の混合、均一が促進される。 

 

以上のように、CV の広い自由空間に放出された水素は、頂上のドーム部で成層化す

ることがなく、均一化されると考えられる。 
なお、その上で、かりに一時的に CV ドーム部の頂部に水素が滞留したとしても、頂

部付近にも、イグナイタが設置されており、速やかに水素を燃焼させるように措置がと

られている。 
 

以上の水素の挙動は、約 40 分の 1 のスケールで CV 及び下部区画の内部構造材（区

画壁）を模擬した試験装置で、水素の替わりにヘリウムガスを用いた可燃性ガス濃度分

布・混合挙動試験（付録 3.2.1 の NUPEC 大規模燃焼試験）でも確認されている。また

CFD 解析でも水素の良好な均一が促進される代表的な事例も報告されている。付録

3.2.1 に水素の良好な均一が確認された試験の概要を記載する。 
 

4.  CV から原子炉建屋に漏えいした水素の挙動 
CV で発生した水素は、対流等による均一化やイグナイタや PAR で処理され、水素の

蓄積や燃焼による過大な圧力上昇は生じないため、CV の健全性は保たれる。ただし、

過酷事故時では CV 内の圧力が高い状態にあるため貫通部等から CV 外への CV 内雰囲
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気（主に空気、水蒸気、及び水素の混合気体）の微量の漏えいを想定した場合は、水素

も原子炉建屋と CV の間のアニュラス部に漏えいする。アニュラス部では、動的機器（フ

ァン）が作動するため雰囲気の一部が屋外に排出され、水素が局所的に滞留することを

抑制する。これに加えて、アニュラス部内での水素の拡散と対流による混合で均一化に

向かう間接的な効果（希釈）も有する。また、ファンによる排気の一部をアニュラス内

に戻す運用を行った場合には、強制対流が形成されることにより、アニュラス内の雰囲

気の混合がさらに促進される。 
 以上より、原子炉建屋と CV の間のアニュラス部に水素が漏えいすると想定した場合

には、水素はアニュラス部内部で混合が促進されながら、外部に排気される。 
 

（福田 龍） 
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水素処理装置 

●：PAR 設置 

◆：イグナイタ設置 

水素放出箇所(区画) 
① 加圧器逃しタンク設置区画（SBO(加圧器逃し弁)） 
② ループ室（配管破断 LOCA､SBO(RCP ｼｰﾙ損傷)） 
③ 加圧器室(加圧器気相部破断 LOCA) 
④ 原子炉下部キャビティ（LOCA,SBO：原子炉容器損傷後） 

原子炉建屋と格納容器
の間のアニュラス部 

図 3.2.1-1 PWR ドライ型格納容器断面 （改良標準型 3 ループの例） 

JAEA-Review 2016-038 

- 84 - 

 
 
  

水素処理装置 

●：PAR 設置 

◆：イグナイタ設置 

水素放出箇所(区画) 
① 加圧器逃しタンク設置区画（SBO(加圧器逃し弁)） 
② ループ室（配管破断 LOCA､SBO(RCP ｼｰﾙ損傷)） 
③ 加圧器室(加圧器気相部破断 LOCA) 
④ 原子炉下部キャビティ（LOCA,SBO：原子炉容器損傷後） 

原子炉建屋と格納容器
の間のアニュラス部 

図 3.2.1-1 PWR ドライ型格納容器断面 （改良標準型 3 ループの例） 

JAEA-Review 2016-038

- 84 -



JAEA-Review 2016-038 

- 84 - 

 
 
  

水素処理装置 

●：PAR 設置 

◆：イグナイタ設置 

水素放出箇所(区画) 
① 加圧器逃しタンク設置区画（SBO(加圧器逃し弁)） 
② ループ室（配管破断 LOCA､SBO(RCP ｼｰﾙ損傷)） 
③ 加圧器室(加圧器気相部破断 LOCA) 
④ 原子炉下部キャビティ（LOCA,SBO：原子炉容器損傷後） 

原子炉建屋と格納容器
の間のアニュラス部 

図 3.2.1-1 PWR ドライ型格納容器断面 （改良標準型 3 ループの例） 

JAEA-Review 2016-038 

- 85 - 

付録 3.2.1：CV を模擬した可燃性ガスの濃度分布・混合挙動試験 

SA 時の水素混合挙動の実験は各国で実施されており、国内においても NUPEC*試験に

おいて、水素の代わりに He ガスを用いた混合ガス挙動試験が実施されている。 
NUPEC 試験は、4 ループプラントを約 40 分の 1 のスケールで CV と内部構造材（区画

壁）を模擬した試験装置（付図 3.2.1-1）を用いて、He、水蒸気を破断箇所から放出し、

ケースに応じて CV スプレイも散布し、各所に設置された検出器によって濃度・温度・

圧力を計測する、可燃性ガス濃度分布・混合挙動試験であり、CV 内に水素が放出され

た場合、長期にわたって、また高濃度化されても CV 内に濃度の偏りが生じないことを

把握し、CV の健全性が確保されることを確認するために実施されている。CV 内で形

成される He と空気の密度差による自然循環ループの形成状況を把握し、混合を促進す

る要因（水蒸気・スプレイ）を逐次追加してその効果を調べている。 
 
 

試験項目を大別すると以下のとおりである。 
(1) 自然循環力による濃度分布・混合試験 
(2) 放出蒸気による濃度分布・混合試験 
(3) 格納容器スプレイによる濃度分布・混合試験 

 

試験結果を纏めると以下のとおりである。 
(1) He 放出による自然循環ループのみでも混合は比較的良好で、密度差による対

流効果が確認された。 
(2) 水蒸気を付加すると混合はさらに促進され、区画間の濃度差は小さくなった。 
(3) CV スプレイと He の放出がある場合には、特に袋小路の区画（加圧器室）の

混合が促進された。 
(4) He、水蒸気及び CV スプレイを稼働させ、He 及び水蒸気流量を時間的に変化

させた総合試験においては、放出終了後には CV 内の区画の濃度はほぼ均一に

なった。 
(5) 試験した全てのケースについて、CV 内の全容量の 70%を占めるドームにおけ

る濃度分布は均一であった。 
 

以上の NUPEC 試験により、CV 内に発生した水素は濃度差によって CV 内を拡散する

過程で空気と混合し、破断箇所のある CV 内下部区画で高温の混合ガスがループ室・SG
煙突部等を上昇して CV ドーム部に達し、そこで冷却されてドームに沿って下降流とな

り、一般部を経由して破断箇所に戻る循環流が形成され、CV 内の水素濃度はほぼ均一

化され、局所的に高濃度されることはないことが確認されている。 

＊：原子力発電技術機構。その後原子力安全基盤機構に引き継がれた。 
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実際には水蒸気が水素よりも先に破断箇所から放出されて CV 内の循環流が形成され、

炉心溶融後に発生する大量水素はこの循環流に随伴して CV 内を循環し、蒸気放出を仮

定しない場合よりも混合性が向上する。 
なお、追加試験として実施された加圧器室上部を破断箇所と想定した He・水蒸気の放

出試験では、水蒸気によって加熱された CV ドーム部の上部壁と下部との温度差の影響

によって対流効果が発生しないことから、加圧器室上部のレベルを境界とした成層化が

発生している。この場合においても CV スプレイを作動させると蒸気凝縮に伴う混合効

果によりドーム部の上部と下部の温度差が解消され混合が促進され、成層化は回避され

ることが確認されている。 
 

    

 

 

（仲倉 宏之） 
  

付図 3.2.1-1 NUPEC 試験装置概要図 
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（参考）AP1000® 

AP1000®は、蒸気発生器 2 基を原子炉一次系ループ毎に配した 2 ループ構成である。原

子炉一次系は静的炉心冷却系（PXS）と静的残留熱除去系（PRHR）を具備する。これ

により、構造の簡素化と物量の低減を図るとともに、安全設計対策を強化し、初期事故

イベントに対する炉心損傷頻度を低減する。参考として、原子炉一次系と PXS 及び

PRHR の構成模式の概要を参考図 3.2.1-1 及び図 3.2.1-2 に記す。 

参考図 3.2.1-2 原子炉一次系と静的残留熱除去系の概略図(2) 

参考図 3.2.1-1 原子炉一次系と静的炉心冷却系の概略図(1) 
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全交流電源喪失事故（SBO）に対して事故発生後の一定時間（3 日間）以内では、所内

電源系からの給電と運転員の対応操作なしに、事故の緩和・収束と状態の安定・制御が

可能である。本事故は、原子炉一次冷却材ポンプトリップから原子炉トリップし、炉心

部の崩壊熱によって原子炉一次系は高温状態となる。この一次系冷却材を一次系から

PRHR に導き、格納容器内燃料取替用水タンク（IRWST）の熱交換器（HX）から放熱

して一次系に戻して減温する。また原子炉トリップ後の減温と凝縮で一次冷却材は減容

するため、加圧器と炉心補給水タンク（CMT）から注水し、長期の冷却と炉心冠水状

態を維持する。これにより、設計想定の事故イベントでは、炉心損傷はなく、炉心部か

らの水素ガス放出はない。一方、崩壊熱を IRWST に放出することで、タンク内の水温

上昇に伴った水素ガス放出を想定し、格納容器の水素ガス濃度制御と内部冷却によって

プラントは安全停止する。 
 

原子炉冷却材喪失事故（LOCA）では、原子炉冷却材圧力バンダリから一次系冷却材が

系外に流出し、原子炉一次系の急速減圧と炉心冷却材量減少とが重畳する。そのため、

加圧器と CMT からの急速注水、PRHR の HX から IRWST への放熱、さらに、加圧器内

に滞留する蒸気は、加圧器と IRWST とを接続する配管に設置された自動減圧系（ADS）
を開放することで IRWST に直接放出して、原子炉一次系の減圧・減温を図る。万一、

系外に流出する一次系冷却材とのバランスによって注水量が不十分な場合、一次系ホッ

トレグに直結された自動減圧系（ADS）を開放して、原子炉一次系の減圧・減温を加速

させ、CMT と蓄圧器から注水、及び IRWST からの注水と、格納容器内に流出した蒸気

が凝縮した回収水を IRWST 及び格納容器再循環系サンプスクリーンを通じて原子炉一

次系へ注水する。これによって、長期の炉心冷却を維持する。そのため、設計想定の事

故イベントの炉心損傷頻度を低減し、水素ガスの放出には、一次冷却材の系外流出、一

次系ホットレグに直結された ADS からの吹き出し、及び IRWST と格納容器再循環系サ

ンプスクリーンを想定し、格納容器の水素ガス濃度制御と内部冷却によってプラントは

安全停止する。 
 

前述のように、AP1000○Ｒは、設計想定の初期事故イベントのシーケンス進展では、水素

ガスが大量発生し格納容器内へ放出するような炉心損傷頻度を低減する設備対策をと

る。その一方で、設計想定の事故イベントで、事象緩和に期待する安全機能系統・設備

が正常に動作しない不測事態発生を考慮し、格納容器内への水素ガスの発生・放出を想

定した格納容器破損を防止する対策をとり、安全設計の深層防護の機能を強化する対処

設備を具備する。 
 

水素ガスが格納容器内に放出される事故では、事象進展と状態を把握することに不確か

さが残ると考えられる。そのため、事故進展に伴う現象緩和に柔軟に対処した多様性の
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ある機能対策をとる。最終ヒートシンクが喪失することを想定し、格納容器の健全性を

維持するため、静的格納容器冷却系（PCS）を採用する。PCS の構成模式の概要を参考

図 3.2.1-3 に記す。遮へい建屋内部の格納容器は鋼製であり、遮へい建屋内壁と格納容

器外壁の空間に格納容器を囲む壁を設け、外気を取り込んで遮へい建屋頂部から排気す

る流路を構成する。格納容器内部の熱は、格納容器壁の壁面熱伝導によって大気に放熱

する。 

 

PCS は、遮へい建屋頂部周囲の静的格納容器冷却水貯蔵タンク（PCCWST）から格納容

器外壁の表面に落水し蒸発顕熱を利用した冷却と、外気の流れによる冷却する方法があ

る。PCCWST は、落水開始から 3 日間は水流を維持できる容量がある。長期冷却に水

量が不足する場合、屋外に設置された静的格納容器冷却水貯蔵補助タンク（PCCAWST）
から、補給水ポンプを使って冷却水を補給する。万一、冷却水を PCCAWST から給水補

給できない状態になっても、格納容器外壁の表面から直接大気に放熱（空冷）して除熱

する。 
 

格納容器内部空間に流出する冷却材（破断口及びホットレグに直結する ADS から放出

される一次系の高温冷却材及び水蒸気）には、炉心部及び冷却材の放射線分解で生成さ

れる水素ガスと酸素ガス、及びガス状の放射性物質が伴う。また IRWST や格納容器再

循環系サンプスクリーンの水からも、放射線分解による水素ガス発生を想定する。これ

らのガスは、格納容器内部空間で、高温の原子炉一次系を構成する配管・機器の保有熱

参考図 3.2.1-3 原子炉格納容器と静的冷却系の概略図(3) 
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も吸収し、熱泳動による自然対流で上昇・対流する。格納容器内壁近傍領域は外壁面の

冷却によって雰囲気温度が低く抑えられるため、水素ガス等は熱エネルギーを失い空間

上部で滞留する。その後、時間の経過に伴ってガス種成分毎に成層化する。一方、水蒸

気は熱エネルギーを失うと凝縮・液滴化し、格納容器内壁やその近傍領域で落水する。 
 

AP1000○Ｒは、水素ガスの格納容器内部空間への放出と上昇の挙動と状態を推定し、水素

ガス濃度が増加しても、局所的な拡散燃焼に抑制するように可燃性ガス濃度制御系（着

火装置、静的触媒式水素再結合装置（PAR））を具備・配置する。水素ガスの挙動の推

定には、原子炉一次系、IRWST 及び格納容器再循環系サンプからの放出について、放

出口の構造物的な流路形状も考慮して局所的に濃度増加しないように着火装置を設置

し拡散燃焼に抑制する。また、水素ガス発生量が多い等、格納容器の内部空間上部で成

層化して濃度が増加する状態には、格納容器内部空間の頂部近傍に PAR を設置して水

素ガス濃度の低減を図り、爆発・爆轟に至ることを回避する。 
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2. Westinghouse AP1000 Design Control Document Rev. 19, Tier 2, Chapter 6, Section 6.3, 
Figure 6.3-4, http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1117/ML11171A500.html  
(ML1171A459.pdf)  (accessed 15 September, 2015) 

3. Westinghouse AP1000 Design Control Document Rev. 19, Tier 2, Chapter 6, Section 6.2, 
Figure 6.2.2-2, http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1117/ML11171A500.html  
(ML1171A458.pdf)  (accessed 15 September, 2015) 
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3.2.2 BWR における水素混合、拡散挙動 

3.2.2.1 MARK-Ⅰ、MARK-Ⅱ格納容器 

(1) 格納容器の機能、構成 
格納容器は、冷却材喪失事故（LOCA）等の事故時に原子炉系から放射性物質を含む高

温の蒸気と水、ジルコニウム－水反応によって発生した可燃性ガス等の混合物が放出さ

れた際、圧力隔壁の役目を果たし、かつ放射性物質の環境への放散に対する閉じ込め機

能を持ち、放射性物質の環境への放出量を十分低い値に抑制して発電所周辺の一般公衆

及び発電所従業員の安全を確保することを目的として設置されている。 
 

日本の BWR 原子力発電所は、全て圧力抑制式格納容器である。圧力抑制式格納容器は、

原子炉一次系を収納するドライウェルと、水を蓄えた圧力抑制室（サプレッション・チ

ェンバ）より構成されている。圧力抑制機能の原理としては、一次系配管の破断事故時

に、ドライウェル中に放出される原子炉一次系の蒸気、水がベント管を通じて圧力抑制

室水プールに導入され、ここで凝縮冷却されることによりエネルギーを吸収し、ドライ

ウェル内の圧力上昇を抑えるものである。 
 

我が国の BWR 原子力発電所では、鋼製の MARK-Ⅰ型（電球形）、MARK-Ⅱ型（円錐

形）、独自の改良を加えた改良標準型、及び ABWR で採用された鉄筋コンクリート製の

RCCV（円筒形）が採用されている。MARK-Ⅰ型、MARK-Ⅱ型格納容器の概略図、改

良標準化された格納容器の概略図を図 3.2.2.1-1、図 3.2.2.1-2 に示す(1)-(5)。 
 

MARK-Ⅰ型格納容器は、圧力抑制式として最初に開発されたものである。ドライウェ

ルは、上部が円筒、下部が球形の電球形であり、圧力抑制室は断面が円形のトラス（円

環）状である。ドライウェルと圧力抑制室を接続するベント系は、ドライウェルより８

～９本のベント管が圧力抑制室を貫通し、中で同じく円環状に一周したヘッダにつなが

り、さらにヘッダより多数のダウンカマが水中に伸びている。 
 

MARK-Ⅱ型格納容器は、ドライウェルが円錐台形で、圧力抑制室は円筒形で、コンク

リート容器化にも対応できるようにシンプルな形状とし、かつ設計圧力の低減化を図っ

たものである。圧力抑制室はドライウェルと一体となった円筒形の容器で、その底部は

原子炉棟マットに固定され、耐漏えい機能のための鋼板のライナー張りがしてある。ド

ライウェルと圧力抑制室間はダイヤフラムフロアにより仕切られており、ドライウェル

と圧力抑制室を連結しているベント管はダイヤフラムフロアに直接取り付けられ、圧力

抑制室の水中まで直管である。 
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MARK-Ⅰ型、MARK-Ⅱ型ともに、ドライウェルに収納されている原子炉一次系は、原

子炉圧力容器（燃料、制御棒、炉内構造物）、再循環系（ポンプ、弁、配管）、主蒸気系、

給水系（隔離弁、配管）、原子炉補機系（配管、弁）、原子炉計装系、内部構造物（圧力

容器ペデスタル、熱遮へい壁等）、ドライウェルクーラ、ダクト等であり、これらを収

納し、かつその配置、据付、保安点検等に必要なスペースを確保するようにドライウェ

ルの大きさを決定している。 
 

図 3.2.2.1-1 MARK-Ⅰ型、MARK-Ⅱ型格納容器 

 

図 3.2.2.1-2 改良標準化した原子炉格納容器 
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圧力抑制室はコラムサポート及び耐震サポートにより原子炉棟マットに支持されてい

る。また、主蒸気系配管に取り付けられている逃がし安全弁の排気管、隔離時冷却系

（RCIC）や高圧炉心注水系（HPCI）の排気管は圧力抑制室水プールに導かれている。 
 

さらに、国内では自主技術による軽水炉の信頼性、稼動率の向上及び従業員の被ばく低

減を目指し、1975 年より通商産業省（当時）のプロジェクトとして軽水炉の改良標準

化計画が開始された。この改良標準化作業において、BWR 原子炉格納容器については、

設計、建設、運転実績のある MARK-Ⅰ型、MARK-Ⅱ型の改良標準化の検討がなされ、

MARK-Ⅰ改良型、MARK-Ⅱ改良型の格納容器が設計開発された。改良の目的は、ドラ

イウェル内作業性の向上及び作業員の被ばく低減であり、内部配置の見直し、及び原子

炉格納容器のスペース拡大による大型化を図った改良標準化プラントが建設されてい

る。 
 

(2) 格納容器内ガス濃度制御系 
BWR 格納容器における水素対策としては、圧力抑制型格納容器の補助系として、格納

容器内ガス濃度制御系が設けられている。格納容器内に存在する可燃性の水素及び酸素

としては、以下が考えられる。 
・通常運転中から格納容器内に存在する酸素 
・冷却材喪失事故後等、燃料被覆材のジルコニウムと水の反応によって発生する水素 
・核分裂生成物から放出される放射線により徐々に水が放射線分解し発生する水素及び

酸素 
これらの水素と酸素が反応して多量の熱を発生することにより格納容器内の圧力及び

温度の上昇をまねく可能性があるので、これを防止するため格納容器内雰囲気の水素及

び酸素濃度を制御する格納容器内ガス濃度制御系を設けている。 
 

本系統は、水素及び酸素濃度を制御する可燃性ガス濃度制御系、及び格納容器内の雰囲

気を窒素ガスと置換して通常運転中の酸素濃度を低くしておく不活性ガス系で構成さ

れる。 
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可燃性ガス濃度制御系（再結合器方式）の概要図を図 3.2.2.1-3 に示す。本系統は、完全

に独立した 100％容量のもの 2 系統から構成され、各系統は、ブロワ、加熱器、再結合

器、冷却器等からなる。事故時にドライウェルから吸引したガスは、ブロワを経て加熱

器によって加熱され、再結合器でガス中の水素、酸素は再結合反応により水になる。再

結合器を出たガスは、冷却器によって冷却され、サプレッション・チェンバに戻される。

本系統の作動により、ドライウェルのガスがサプレッション・チェンバに移行されるが、

サプレッション・チェンバの圧力が上昇すると、真空破壊装置が自動的に作動し、再び

ドライウェルにガスが戻るようになっている。 
  

 
図 3.2.2.1-3 可燃性ガス濃度制御系（再結合器方式）概要図 
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なお、島根原子力発電所１号機では、図 3.2.2.1-4 に示すように、冷却材喪失事故時に窒

素ガス発生装置から格納容器内に窒素ガスを注入することにより、格納容器内の水素及

び酸素濃度を可燃限界に至らないように制御する方式を採用している(3)。 
 

また、不活性ガス系は、工学的安全施設ではないが、通常運転中において格納容器内の

酸素濃度を低く保つために、格納容器内雰囲気を窒素ガスで置換する設備であり、液体

窒素タンク、配管、計装などが設けられている。窒素ガスの充填は、タンクローリ又は

液体窒素タンクに貯蔵した窒素ガスから行われ、運転中の漏えい分の補給は液体窒素タ

ンクに貯蔵した窒素ガスにより行う。このように通常運転中において格納容器雰囲気を

窒素ガスで置換することは、万一の事故時に水素ガスが発生しても、爆鳴気の形成を防

止することができ、格納容器の健全性保持に寄与している。 
 

さらに、格納容器内の可燃性ガス濃度を把握するため、原子炉格納容器内雰囲気計装設

備の一部として、水素及び酸素濃度計が設置されており、サンプリングを行って熱伝導

度等によりガス濃度を測定できる。 
 
  

図 3.2.2.1-4 可燃性ガス濃度制御系（窒素ガス注入方式）概要図 
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なお、島根原子力発電所 1 号機では、図 3.2.2.1-4 に示すように、冷却材喪失事故時に窒

素ガス発生装置から格納容器内に窒素ガスを注入することにより、格納容器内の水素及

び酸素濃度を可燃限界に至らないように制御する方式を採用している(3)。 
 

また、不活性ガス系は、工学的安全施設ではないが、通常運転中において格納容器内の

酸素濃度を低く保つために、格納容器内雰囲気を窒素ガスで置換する設備であり、液体

窒素タンク、配管、計装などが設けられている。窒素ガスの充填は、タンクローリ又は

液体窒素タンクに貯蔵した窒素ガスから行われ、運転中の漏えい分の補給は液体窒素タ

ンクに貯蔵した窒素ガスにより行う。このように通常運転中において格納容器雰囲気を

窒素ガスで置換することは、万一の事故時に水素ガスが発生しても、爆鳴気の形成を防

止することができ、格納容器の健全性保持に寄与している。 
 

さらに、格納容器内の可燃性ガス濃度を把握するため、原子炉格納容器内雰囲気計装設

備の一部として、水素及び酸素濃度計が設置されており、サンプリングを行って熱伝導

度等によりガス濃度を測定できる。 
 
  

図 3.2.2.1-4 可燃性ガス濃度制御系（窒素ガス注入方式）概要図 
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(3) 格納容器スプレイ冷却系 
格納容器スプレイ冷却系は、冷却材喪失事故後、サプレッション・チェンバ内のプール

水をドライウェル内及びサプレッション・チェンバ内にスプレイすることによって、格

納容器内の温度、圧力を低減し、格納容器から浮遊性放射性物質が漏えいするのを抑え

るものである。ドライウェル内にスプレイされた水は、水位がベント管口に達した後は

ベント管を通って、サプレッション・チェンバ内にスプレイされた水とともに格納容器

冷却系（残留熱除去系）の熱交換器で冷却されたのち、再びスプレイされる。本系統は、

完全に独立な 2 系統からなり、1 系統で原子炉再循環回路破断による冷却材放出のエネ

ルギー、崩壊熱及び燃料の過熱に伴う燃料被覆材と水との反応による発生熱を除去し、

格納容器の圧力及び温度が設計圧力及び設計温度を超えるのを防ぐことができる。 
 

したがって、LOCA のような設計基準事故が発生した場合、可燃性ガス濃度制御系が作

動し、不活性ガス系とあいまって、格納容器内の水素濃度を 4vol%未満又は酸素濃度を

5vol%未満に維持する設計となっている。また、可燃性ガス濃度制御系の作動により、

ドライウェル内のガスがブロワによって吸気されるため、格納容器内のガスは十分に混

合される。さらに、格納容器スプレイが作動した場合でも、格納容器内のガスが混合さ

れる。国内でも、区画化された円筒状の模擬格納容器を用いて、可燃性ガスの混合特性

に関する試験が実施された。試験では、可燃性ガス濃度制御系を想定したガス吸気、格

納容器スプレイ、温度差による自然循環等により、ガスが混合することが確認されてい

る。図 3.2.2.1-5 には、模擬格納容器内でスプレイを作動した場合の試験結果の例と、流

動解析結果の比較を示す(6)。試験容器上部に注入された He ガスが、容器下部で作動す

るスプレイの効果で混合され、容器内のガス濃度が均一化する結果が得られている。 
 

 
 

図 3.2.2.1-5 スプレイによる混合特性試験の例 
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(4) 水素漏えい対策の強化 
福島第一原子力発電所の事故では、原子炉内の燃料損傷に伴い、水－ジルコニウム反応

等により発生した水素が格納容器に移行し、最終的には空気雰囲気である原子炉建屋側

に漏えいして、原子炉建屋で水素爆発が発生したと推定されている。東京電力が発表し

た「福島原子力事故調査報告書」(7)では、水素爆発の要因、移行経路の推定として以下

が記載されている（図 3.2.2.1-6）。 

このような福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて、産業界においては、シビアア

クシデント環境下で適用可能な代替シール材として改良エチレン・プロピレン・ジエン

図 3.2.2.1-6 福島第一原子力発電所事故での水素漏えい経路の推定 

推定漏えい経路はシステム構成の違いにより、1 号機と 3 号機で若干異な

る可能性あり。 
※「明確な水素流出経路は不明であるものの、格納容器からの漏えい経路としては、

格納容器上蓋の結合部分、機器や人が出入りするハッチの結合部分、電気配線貫

通部等が挙げられる。結合部分では漏れ止めとしてシールするためにシリコンゴ

ム等を使用しており、そのシール部分が高温にさらされ、機能低下した可能性が

あると考えられる。水素は主として格納容器のこのような場所から直接、原子炉

建屋へ漏えい・滞留し、水素爆発に至ったものと推定される。」 
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ゴム(EPDM)材料を選定して、格納容器バタフライ弁のゴムシートや格納容器フランジ

シール部への適用性検討が進められている(8)-(11)。 
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3. 中国電力、「島根原子力発電所 原子炉設置変更許可申請書」. 
4. 日本原子力発電、「東海第二発電所 原子炉設置許可申請書」. 
5. 東京電力、「福島第二原子力発電所 原子炉設置変更許可申請書」. 
6. T. Fujii, et al., A thermal analysis model for catalytic hydrogen recombiners in containment 
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10. 薄田、他、「改良 EPDM 材料の格納容器フランジシール部への適用性評価 (1)実機

フランジ模擬試験計画」、日本原子力学会 2015 年秋の大会予稿集、B37 (2015). 
11. 渡邊、他、「改良 EPDM 材料の格納容器フランジシール部への適用性評価 (2)実機
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 （藤井 正） 
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3.2.2.2 ABWR 

ABWR の原子炉格納施設(1)の構成例を図 3.2.2.2-1 に示す。ABWR の格納容器は RCCV
製であり、内側にはライナーが設置されている。（なお、ドライウェルのトップヘッド

部は、BWR の他の格納容器型式と同様に鋼製である。）ABWR においても圧力抑制方

式が採用されており、設計基準事故である LOCA 時にドライウェルへ放出された蒸気

はベント管（ABWR では放出口が水平方向 3 段に分かれた型式）を通して圧力抑制プ

ールへ導き、凝縮する設計としている。また、過渡事象時に逃がし安全弁から放出され

た蒸気も排気管を経由してこの圧力抑制プールへ導かれる。ドライウェルは上部と下部

に分割されているが、両者は連通管（ドライウェルから圧力抑制プールへ至る流路のう

ち、途中で下部ドライウェルへ開口している部位までを連通管と呼ぶ）で接続されてい

る。また、ドライウェル側が冷却・減圧された場合に非凝縮性ガスを圧力抑制室から戻

す真空破壊弁が、圧力抑制室空間部と下部ドライウェルの間に設置されている。ドライ

ウェルと圧力抑制室の空間容積は BWR の他の格納容器型式と概ね同等であるが、

ABWR は再循環配管がなく設計基準事故時の最大破断面積が小さいことから、ベント

管の流路面積はこれを考慮したものとなっている。 
 

格納容器は、設計基準事故時の荷重（圧力、温度や動的な荷重など）と地震などの想定

される自然現象による荷重の組合せに耐えるように設計され、バウンダリを貫通する配

図 3.2.2.2-1 RCCV 型格納容器 
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管に設けられた隔離弁とあいまって、設計基準事故時における漏えい率がその空間体積

の 0.4～0.5%/日以下となるように設計されている。また、原子炉格納施設の補助系は、

格納容器からの除熱、放射性物質の漏えい抑制、水素燃焼の回避などの機能を、外部電

源が利用できない場合にも達成できるように設計されている。 
 

ABWR の原子炉格納施設の補助系としては、格納容器スプレイ冷却系、可燃性ガス濃

度制御系等が設置されている。格納容器スプレイ冷却系は、ECCS としての低圧注水機

能も有する残留熱除去系の運転モードの一つであり、LOCA 後短期の炉心冷却が達成さ

れた後に、圧力抑制室内のプール水を冷却して循環スプレイすることにより、格納容器

内の圧力・温度を低下させるとともに、格納容器内空間部の放射性物質を除去して二次

格納施設への漏えいを抑制する。また、他の BWR と同様に通常運転中は格納容器内を

窒素ガスで不活性化しているので、仮に事故時に被覆管の酸化（金属－水反応）により

水素が発生しても格納容器内で燃焼することはなく、さらに、事故後長期に冷却材（水）

の放射線分解で水素・酸素が発生しても、可燃性ガス濃度制御系で再結合することによ

り可燃限界に至ることのない設計としている。なお、近年では、不活性化された格納容

器内において可燃性ガス濃度を制御（再結合）する系統のリスク低減に対する寄与は小

さいとして、規制要件とはしていない海外の例(2)(3)もある。 
 

設計基準を超える苛酷事故時における格納容器の挙動については多くの研究が行われ

ており、少なくとも最高使用圧力の約 2 倍、温度 200℃程度までは十分な耐性を有する

（過大な漏えいは生じない）と評価されている(4)。（これらの条件を大きく越えた場合

に格納容器からの漏えいが生じる可能性がある部位としては、ドライウェルのトップヘ

ッドフランジ部や電線貫通部等が考えられる。）苛酷事故時においては金属－水反応に

よって大量の水素が発生し格納容器圧力が上昇する可能性があるが、ABWR では燃料

被覆管有効長の 100％相当の水素が発生しても格納容器圧力はこの耐性以下となること

が確認されている(5)。また、苛酷事故時に対しては、炉心損傷や格納容器破損の防止の

ために、減圧・注水・除熱を行う手順書類が従来から整備されて来たが、福島第一事故

を教訓として、長期間の全交流電源喪失を想定しても対応が可能な重大事故等対処設備

が追設されている。 
 

圧力容器破損前に炉内の金属－水反応で発生した水素は、逃がし安全弁排気管を経由し

て圧力抑制室へ放出される。圧力容器破損後にコア－コンクリート反応等により発生し

た水素は、ベント管を通して圧力抑制室へ移行する。格納容器スプレイ系が作動可能な

場合には蒸気凝縮によりドライウェルが減圧され、圧力抑制室内の水素は真空破壊弁を

経由してドライウェルへ移行する。スプレイが作動した場合には十分なミキシング効果

が得られる(6)。 
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ブロアと加熱式再結合器からなる可燃性ガス濃度制御系が使用できる場合には、上部ド

ライウェルから吸い込み再結合処理した後のガスを圧力抑制室へ戻し、真空破壊弁を介

して下部ドライウェルを経由し上部ドライウェルへ還流する。触媒式再結合器の場合に

は、主な駆動力である自然対流を妨げないように、格納容器スプレイの有無による流動

場への影響（再結合器への十分な流量確保）等を考慮して設置場所を適切に選定する(7)。 
炉心損傷後に、仮に注水が十分でなかったり除熱系が復旧しなかったり等の理由により

格納容器ベントを行う場合は、不活性化されている排気系を経由して水素を含む格納容

器内のガスが大気放出される。また、ベント後にも格納容器内へ窒素を注入することに

より、不活性化を維持できる。 
 

格納容器内の可燃性ガス濃度を把握するため、原子炉格納容器内雰囲気計装の一部とし

て水素及び酸素濃度計が設置されており、サンプリングを行って熱伝導度等によりガス

濃度を測定できる。 
 

参考文献 
1. 東京電力、「柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置許可申請書」. 
2. 10CFR50.44 (2003), “Regulatory Guide 1.7 Rev.3”, 2007. 
3. 10CFR50.44 (2003), “Standard Review Plan 6.2.5 Rev.3”, 2007. 

4. 原子力発電技術機構、「重要構造物安全評価（原子炉格納容器信頼性実証事業）に関

する総括報告書」(2003). 
5. GE Nuclear Energy, ABWR DCD Rev.4 (1997). 

6. 科学技術庁、「格納容器スプレイ効果実証試験評価委員会報告書」(1981). 
7. Suzuki, H., et al. , “The Study for Installation of the Autocatalytic Flammability Control 

System in New ABWR Plants”, ICONE17-75836 (2009). 
 

（及川 弘秀） 
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3.2.2.3 BWR 格納容器から建屋への漏えい経路 

福島第一原子力発電所の 1 号機、3 号機の水素爆発では、水素がドライウェルのヘッド

フランジのシール部から漏えいしたことが、強く疑われている。ドライウェルのヘッド

フランジは寸法が大きいため、内圧上昇によるシール部からの漏えいが懸念されてきた。 
 

BWR のドライウェルのヘッドフランジでは、ドライウェル上蓋がガスケットを介して

ボルト固定されている。シール部は内外二重のシール溝に二本のシリコンゴム・ガスケ

ット（O リング）を置いたものである。我が国の Mk-1 改良型を例にとると、ドライウ

ェル最高使用温度 171℃、サプレッション・チェンバ 104℃、最高使用圧力 0.427MPa
に対して、破損・漏えい限界は、改良 EPDM 材・ガスケットの性能劣化及びベント管

ベローズの疲労破壊を考慮して、200℃、2Pd（Pd: 設計圧）と設定されている。 

 

BWR のフランジ・ガスケットの耐圧性能について、Hirao ら(1)は 225℃、1.96MPa 程度

までのシール性能保持を実験的に確認した。NUPEC で行われた試験・解析(2)では、図

3.2.2.3-1 に示すような、ドライウェル内圧による上蓋持ち上がりの結果としてのギャッ

プ量増大を示す曲線を得ている。一方、同図の破線は NRC の SOARCA（State-of-the-Art 
Reactor Consequence Analysis）(3)における解析で仮定されている、ドライウェル内圧に対

するヘッドフランジ・シール部の漏えい面積増加を示す。SOARCA では、Mk-1 型格納

容器を持つ Peach Bottom 炉について O リングの劣化を想定し、格納容器上蓋について

は使用後の O リングの復元量（Recovery）を 0.8mm と見込んだ。すなわち、締付け時の厚

 
図 3.2.2.3-1 原子炉格納容器信頼性実証事業(1)で求められたドライウ

ェル内圧によるヘッドフランジ部の金属面間のギャップ変化（実線）

と米国 NRC のシビアアクシデント災害予測(3)で仮定されたリーク面

積（破線）。水平線はガスケットの締付け時のつぶし量 3.3mm を示す。 
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さから 0.8mm ほどギャップが広がったところから漏えいが始まるとした。NUPEC によ

る評価との大きな違いは、O リングの復元力の劣化をどの程度まで保守的に評価するか

という点にある。SOARCA で仮定しているのと同程度の復元力劣化を想定すれば、

NUPEC の解析結果を用いても漏えいは 1MPa 付近から開始することになる。 
 

軽水炉のハッチ、電気ペネトレーション（通称、電気ペネ）、バタフライ型のパージ弁、

BWR 格納容器ヘッドフランジのガスケット材としてはシリコンゴムあるいは EPDM
（最近は改良 EPDM）が用いられている。これらの利用では、多くの場合、ガスケット

は O リング形状をしており、フランジ面に二重に配置されている。タング・グルーブ

構造で矩形断面のガスケットが溝に埋め込まれているもの、あるいは、円形断面を有す

るガスケットが座面から突き出た形状のものが採用されている(4)。 
 

一般に上下の金属フランジ面相互の接触が保たれた状態では、ガスケットが劣化しても

シール性能は保たれる。しかし、高温で内圧が加わり、金属フランジ面間が離れるよう

な場合には、O リングが外側に押し出され、シール性能が失われることもある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、機器ハッチや弁において、日常的に起きていることであるが、ガスケット材は経

時的に硬化して、圧縮状態からの形状復元力を失う（圧縮永久歪みが残る）。復元力劣

化への温度の影響は大きい。図3.2.2.3-2はシリコンゴムに対するものだが、EPDM でも同

様とされている。ガスケットのシール性能喪失は圧縮永久歪み（Compression set）の大き

さで判断される（図3.2.2.3-3）。シール性能の維持について、製造元の提供するデータは

多くの場合、せいぜい1000時間程度のものであり、必ずしもそれだけで原子炉用機器と

 
図 3.2.2.3-2 シリコンゴム・ガスケットの劣化時間(4) 
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して用いた時の耐久性を判断する

ことは適切ではないとも指摘され

ている(5)。 
 

BWR、PWR の機器ハッチや BWR
のドライウェルのヘッドフランジ

のように、事故時内圧で金属フラ

ンジ面間が離れるような場合、ガ

スケットが劣化して復元力を失っ

ていると、面間隔の増加にガスケ

ットの復元が追随できずに隙間ができてしまい、漏えいが発生する可能性がある。わず

かでも漏えいが発生すると、その部位が高温水蒸気にさらされることとなり、急速に劣

化が進展する。最終的には、漏えいはフランジ間のギャップ幅のみによって制約される

事態となる(4)。BWR で用いられているガスケット材については644-661K で、このよう

な状態になる(6)。 
 

ただし、ドライウェル温度、圧力によってガスケット材の健全性が脅かされるのはドラ

イウェルのヘッドフランジ部とは限らないことにも注意が必要である。 
 

また、溶融炉心物質（いわゆるコリウム（corium））がペデスタルの外に溢れて、ドラ

イウェル内壁まで達するような場合は、Mk-1型の格納容器ではライナーを融解浸食し

てしまう可能性がある（いわゆる Liner melt through）。Mk-1型では鋼製のライナーと外

側のコンクリート壁との間に隙間があり、そこを通って水素が建屋に放出される可能性

も指摘されてきた。しかし、ライナーの熱膨張によりコンクリート壁との隙間は塞がる

傾向にもあるので、この経路からの水素放出については不確定性が大きい。 
 
  

 
 

図 3.2.2.3-3 圧縮永久歪み率と復元量の定義 
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付録 3.2.2：O リングの復元量に着目した SOARCA の評価方法 

O リングの復元量に着目した SOARCA の評価方法は、以下のような比較的単純なもの

である(7)。Peach Bottom 炉（Mk-1型格納容器）のドライウェルのヘッドフランジの内半

径 R は約5m である。漏えいに与るギャップ厚さ Lleakは、フランジを締めているボルト

の伸びΔLbolt と、ガスケットの復元しろ（締付け解除時に厚さが戻る量：SORCA では

約0.8mm（0.03 inch）と評価）とから、 

Lleak (m) = ΔLbolt - 0.0008 

となる。したがって、漏えい面積は、 

A = 2は R Lleak = 2πR (ΔLbolt – 0.0008) 

である。ボルトの有効長さ Lbolt（約1m） に対して、引張り力 F における伸びΔLboltは

次式で与えられる。 
 

ΔLbolt = F Lbolt / (E A) 

ここで、A はボルトの引張り断面積（2.5インチ径ボルトで0.0026m2）、E はヤング率（約

200GPa）である。F は次式で求められる。 
 

 � � ���� ��
N � �

�� 

 

ここで、P は内圧、W は上蓋質量（59 t）、T はボルト締付けトルク（1150N・m）、K は

トルク係数（0.08程度）、dはボルトの公称径（2.5インチ=6.35cm）、Nはボルト数（SOARCA
では Peach Bottom 炉の68本を仮定）である。さらに、ガスケットの復元しろ、ボルトの

ヤング率、ボルトの締付けトルクといったパラメータについて不確実性の幅を考慮する。 
 
 

参考文献 
1. K. Hirao et al., “High-temperature leak-characteristics of PCV hatch flange gasket”, Nucl. 

Eng. Design 145(1993) pp.375-386. 

2. 原子力発電技術機構、「重要構造物安全評価（原子炉格納容器信頼性実証事業）に関

する総括報告書」 (2003). 
3. US NRC, “State-of-the-Art Reactor Consequence Analyses Project Volume 1: Peach Bottom 

Integrated Analysis”, NUREG/CR-7110, Vol. 1, January 2012. 
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4. E. W. Klamerus et al., “Containment Performance of Prototypical Reactor Containments 
Subjected to Severe Accident Conditions”, NUREG/CR-6433, November 1996. 

5. T. Eric Skidmore, “Performance evaluation of O-ring seals in the SAFKEG 3940a package 
in KAMS (U) “, WSRC-TR-2003-00198, May 2003. 

6. C. R. Hyman, “Contain calculations of debris conditions adjacent to BWR Mark-1 Drywell 
Shell”, CONF-8810155-19. 

7. Sandia National Laboratories, “State-of-the-Art Reactor Consequence Analyses Project - 
Uncertainty Analysis of the Unmitigated Long-Term Station Blackout of the Peach Bottom 
Atomic Power Station”, Draft Report, NUREG/CR-7155. 

 

（小川 徹） 
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3.2.2.4 BWR 原子炉建屋（二次格納施設） 

 

1.  基本構成 
BWRの原子炉建屋は二次的な格納施設としての機能を有する。その構成例を図 3.2.2.2-1
及び図 3.2.2.4-1(1)に示す。二次格納施設は、一次格納容器及び非常用炉心冷却系などの

工学的安全施設を内包した、比較的高い気密性を有する構築物であり、建屋と補助系で

ある非常用ガス処理系で構成されている。二次格納施設の区画のうち単独で最も大きな

容積を占めるのは、定期検査時に燃料交換作業が行われる最上階のオペレーションフロ

アである。オペレーションフロア（通称オペフロ）は使用済燃料プールを備えており、

そこで燃料交換作業が行われることから、英語では refueling bay と呼ばれる。 
 

BWR では、設計基準事故である LOCA 時に格納容器から二次格納施設へ漏えいした核

分裂生成物は、ファンによって非常用ガス処理系に導かれる。非常用ガス処理系は二次

格納施設内を負圧に保つとともに（二次格納施設の代表的な換気率は 50～100%/日程

度）、フィルタ（粒子フィルタと活性炭フィルタの組み合わせ）で微粒子及びよう素の

除去を行い、排気は排気筒から大気へ放出される。また、二次格納施設は基準地震動に

対して健全性を維持するように設計されているが、格納容器外の配管破断時には、流出

した蒸気を大気へ放出することにより極端な圧力上昇を防ぎ構築物の健全性を確保す

るために、差圧で自動的に開放されるブローアウトパネルが設置されている。 
 

苛酷事故時に対しても、炉心損傷や格納容器破損の防止のために重大事故等対処設備が

設けられている。しかし、何らかの原因でこれらが十分機能せず、格納容器の健全性が

損なわれて過大漏えいが生じた場合には、二次格納施設へ水素を含むガスが移行する。

二次格納施設へ漏えいした水素は建屋内に拡散するが、濃度が上昇を続けた場合には燃

焼に至り構造物や機器の健全性に影響を及ぼすおそれがある。二次格納施設は水素の爆

燃や爆轟により生ずる荷重に耐える設計とはしていないため、二次格納施設内への触媒

式再結合装置（構成や性能については 5.5.2 節を参照）の設置(1)や、非常用ガス処理系

を用いた排出(2)、又はブローアウトパネルや別途設けた開口部の開放(3)などにより、可

燃限界に到達することを回避する方策が福島第一事故後に整備されている。（なお、開

口部は単独でも有効であるが、建屋下層階の扉等を開けた場合はさらに換気が促進され

る。）また、過大漏えいの兆候を把握するため、水素濃度計が二次格納施設内に設置さ

れる。 
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参考文献 
1. 東京電力、「柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置許可申請書」. 
2. 中部電力、「浜岡原子力発電所原子炉設置許可申請書」. 
3. 東京電力、「柏崎刈羽原子力発電所 7 号機における安全性に関する総合評価（一次評

価）の結果について」 (2012). 

（及川 弘秀） 
  

図 3.2.2.4-1 原子炉格納施設の関連系統 
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2. オペレーションフロアの構造について 
米国の元の設計では、オペレーションフロアは鉄骨造であり、その壁面及び屋根に金属

板を張りつけただけの簡素な構造になっている。米国ではBWR炉は全てGE社製だが、

建屋の設計・建設は様々な企業が行っていて、それぞれに個性的である。単位出力あた

りのオペレーションフロア容積などにも統一性がない。しかし、オペフロ部分の建屋構

造は基本的に同じのようである。  
 

福島第一原子力発電所では、1 号機建屋が基本的に上記のような構造となっているが、

3 号機建屋は 5 階まで全て鉄筋コンクリート造であり、屋根だけが鉄骨トラス構造とな

っている。特にオペフロの構造が重要になると考えられるのは、格納容器ドライウェル

の上蓋フランジ・シールがシビアアクシデント時の高温・高圧のために漏えいを発した

場合である。上蓋フランジ・シールの漏えいにより、水蒸気とともに水素がオペフロに

流入する。圧力容器から放出された時点では水蒸気濃度が高いために、水素-水蒸気-空
気混合系の燃焼限界を下回るが、やがて水蒸気が建屋壁面や天井で凝縮するために、こ

の水蒸気の不活効果は失われていく。すなわち、水蒸気の凝縮速度や凝縮位置は、燃焼

下限への到達や点火時の建屋内水素分布、その後の爆燃の様相に少なからぬ影響を持つ

可能性がある。 
 

（小川 徹） 
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3.3 格納容器内の水素の成層化及び混合 

格納容器内及び原子炉建屋内で、気体が成層化すると、密度が小さい気体が上方に、密

度の大きな気体が下方に蓄積する。水素の移行、蓄積においても気体の成層化が影響す

る場合がある。 
 

図 3.3-1 の左側の図は、格納容器の上方に水蒸気がある状態で、圧力容器がある下の方

から水素が漏えいした場合の混合流の様相を示しており、漏えいした水素が周囲の空気

と混ざって密度が大きくなり、上方の水蒸気の層に入っていけない様子が示されている。

一方、図 3.3-1 の右側の図は、格納容器の下方に冷たい空気がある状態で、蒸気発生器

がある比較的上の方から水素と水蒸気の混合気体が漏えいした場合の様相であり、流入

した混合気体の密度が小さいため、下方の冷たい空気の層に入っていけない様子が示さ

れている。このように、成層化により漏えいした水素が入っていけない領域があると、

その他の領域で水素濃度が高くなる場合があるため、水素の移行・蓄積挙動を考える上

で重要である。 
 

 

格納容器や原子炉建屋において気体の成層化が生じるかどうかについては、格納容器や

原子炉建屋に水素がどのように流入するか漏えいするか、格納容器や原子炉建屋の内部

の構造がどうなっているかが影響する。したがって、事故時の水素拡散挙動を評価する

ためには、事故シナリオによって変わる水素の漏えいの仕方や、それぞれのプラントで

異なる格納容器や原子炉建屋の内部構造を考慮する必要がある。例えば、壁による仕切

 

図 3.3-1 格納容器における成層化の例(1)  

蒸気

空気

格納容器の上方に水蒸気
がある状態で、圧力容器下
部から水素が漏えい

格納容器の下方に冷たい空
気がある状態で、比較的上方
から水素と水蒸気の混合気
体が漏えい
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りなどの内部構造物がほとんどない格納容器に関して、水素が低い位置から漏えいした

場合にはよく混合し、逆に高い位置から漏えいした場合には成層化しやすくなる傾向が

ある(1)。したがって、内部構造がほとんどない場合の水素拡散を評価する場合であって

も、少なくとも水素が低い位置から漏えいした場合と、高い位置から漏えいした場合の

2 つの場合について考える必要がある。 
 

また、水素の拡散挙動には、水素が漏えいした位置のみならず、水素の流入速度も影響

する。つまり、格納容器や原子炉建屋の中に水素が一気に流入した場合と、徐々に流入

した場合とで挙動が異なる。水素が一気に入り込んできた場合には、流入してきた勢い

で混合が促進され成層化は生じにくくなるが、水素濃度は高くなる傾向がある。一方、

徐々に流入した場合には、成層化などが生じやすくなる傾向がある。 
 

また、水素と同時に流入する他の気体成分、及び流入するときの気体温度も水素の拡散

挙動に影響する。成層化挙動は流入した混合気体の密度と、もともとあった気体の密度

の大小関係によるところが大きく、流入した混合気体の組成及び温度が異なると密度に

違いが生じるためである。水素単独では密度が小さいため上方に向かう傾向が大きいが、

他の気体成分と同時に流入し、温度が低い場合には下方に向かう場合もあるため、水素

と同時に流入する他の気体成分、及び流入するときの気体温度にも注意をする必要があ

る。 

一方、格納容器や原子炉建屋の内部構造に関しては、漏えいした水素が混合するのに必

要な流れの経路があるかどうかが重要な要素となる。図 3.3-2 の左側の図は、混合に必

要な経路がある場合で、仕切り壁が存在するものの仕切り壁の上方と下方の両方に気体

が通り抜けられる経路があるために混合する例である。一方、図 3.3-2 の右側の図は、

 

図 3.3-2 混合に必要な経路の有無による違い(1)  

仕切り壁がある場合 行き止まりがある場合
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行き止まりがあり、混合が起こりにくい領域ができている例である。このように行き止

まりがあると、混合のための流れが生じず、格納容器や原子炉建屋の特定の領域に漏え

いした水素が蓄積する可能性がある。また、水素が混合するための経路があるかどうか

を考える上では、内部構造物のみならず、成層化の影響により漏えいした水素が入って

いけない領域があることも同時に考慮する必要がある。例えば、図 3.3-1 の右側の図で

は、下方冷たい空気の層に漏えいした水素が入っていけないため、行き止まりがあるの

と同様に混合のための流れができていない。 
 

なお、事故時の水素挙動においては水蒸気が凝縮する影響を考える必要がある。水素と

水蒸気を含む混合気体のうち水蒸気が凝縮すると、水蒸気以外の非凝縮性の成分が取り

残されることにより、局所的に水素濃度が上がることがあり得るからである。水蒸気の

凝縮は、凝縮が生じた周囲の気体の密度の変化を伴うため、成層化挙動への影響も考え

られ、成層化挙動を考える際には水蒸気の凝縮の影響も併せて、考える必要がある。 
 

水素の成層化挙動及び水蒸気の凝縮挙動については、国際プロジェクト ISP-47(2)などを

通じて研究が行われてきている。成層化挙動に関しては、混合気体の密度及び混合に必

要な経路の有無などから、ある程度の予測ができるようになっているが、成層の破壊挙

動などについては現在の技術では予測が難しいこともわかってきている。例えば、

ISP-47(2)の中で行われた ThAI 試験では、下方から注入された気体が上昇していき、上

方の密度の小さな層にぶつかった際に徐々に上方の層が浸食されていく様子が観察さ

れている。図 3.3-3 は、ThAI 試験の体系とは異なるが、図 3.3-3 に示したように気体の

密度が下方の層、注入された気体、上方の層の順に大きい場合に、上方の層が徐々に浸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-3 上方の密度の低い気体の層が次第に浸食される様子(2) 

密度の低い混合層

密度の高い混合層

遷移層

凝縮

低密度の混合気体の注入
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食されると考えられている。しかし、現在の数値流体力学（CFD）解析では、この成層

化の破壊挙動を精度よく予測することで難しく、成層の破壊挙動の予測モデルについて

はさらなる研究を要する。一部の CFD コードでは、成層に衝突した際の乱流消散の効

果を考慮することにより試験結果とのよい一致を得ているが、いまだ確立された予測モ

デルとはなっておらず、研究途上であるといえる。 
 

また、水素再結合器（PAR）を用いることにより気体が成層化する場合もある。図 3.3-4
は、PAR の動作を考慮した CFD 解析の例(3)である。PAR より上方に水蒸気が蓄積し、

PAR より下方に水素が残る結果となっている。PAR では水素と酸素を結合して、水蒸

気を生成する反応が生じ、その際に、反応熱が出るため、PAR から流出する気体の温度

は高くなる。結果として、PAR から出てくる水蒸気の方が PAR で反応する前の水素と

空気の混合気体よりも軽くなり、上方に蓄積したためである。成層化挙動を考える上で

は、この例のように、PAR における反応により、気体の密度が変化することも考慮する

必要がある。 

  

 

 

図 3.3-4 水素再結合器（PAR）使用時に水素が下方に残る様子を解析した例(3) 

10 s 4000 s 

PAR 
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3.4 水蒸気の凝縮が混合流へ及ぼす影響 

炉心などで発生した水素が、格納容器及び原子炉建屋に漏えいするような事故段階にお

いては、水素と同時に水蒸気も漏えいする。したがって、水素の挙動解析では水蒸気の

凝縮の影響を考慮する必要がある。水蒸気が凝縮すると、凝縮熱が発生するため、凝縮

が生じた周囲の構造物や気体の温度を、高くする効果がある。また、水蒸気が凝縮する

と、水素などの非凝縮性成分が気体として取り残され、結果として、水素濃度が高くな

る場合がある。水蒸気の凝縮に伴う水素濃縮は、大きな凝縮速度で、継続的に凝縮する

ような場合に、生じやすいと考えられ、凝縮熱が、消費され続けるための除熱源がある

かどうかによるところが大きい。除熱源があるかどうかは、水蒸気が凝縮する場所によ

って異なり、それにより水素濃縮の生じやすさも異なる。以下では、空中で凝縮する場

合、壁面で凝縮する場合、プール表面で凝縮する場合のそれぞれについて、説明する。 
 

まず、空中で凝縮する場合には、周囲に除熱源がないため、凝縮熱は周囲の気体の温度

上昇に使われ、周囲の気体の温度が上昇すると、ある段階で凝縮しなくなる。したがっ

て、継続的な凝縮は生じにくく、大きな水素濃縮が生じる可能性は低い。ただし、空中

での凝縮であっても、凝縮熱が、スプレイなどによって除熱される場合には、継続的な

凝縮が生じる可能性があり、水素濃縮が生じる可能性を考える必要がある。 
 

次に、壁面で凝縮する場合には、壁が除熱源となるため、空中で凝縮する場合と比べる

と、水素濃縮が生じる可能性は大きい。壁面におおける凝縮速度については、様々な研

究が行われ、様々な評価モデルが提案されている。壁面での凝縮は、凝縮速度の評価モ

デルだけでなく、壁の熱容量や熱伝導率など、壁自体の伝熱特性にも依存する(4)。凝縮

が継続的に生じるためには、壁が凝縮熱を吸収し続けなくてはならないが、壁の伝熱特

性が悪い場合には、早い段階で壁面の温度が上昇し、凝縮を制約するためである。 
 

また、プール表面で凝縮する場合には、プールが除熱源となる。プールでは、対流が生

じており、凝縮熱はプールの内部まで伝達されやすく、プール表面の温度が上昇するま

でには、大きな熱量を必要とする。したがって、壁面で凝縮する場合と比較して、表面

温度の上昇と、それに伴う凝縮速度の低下が、生じにくく、凝縮が継続的に生じる可能

性があると考えられる。 
 

また、水蒸気の凝縮に伴う水素濃縮は、サプレッションチャンバーやフィルターベント

システムに、水素と水蒸気を含む混合気体が、流入した場合にも生じると考えられる。

水蒸気を含む混合気体を、プール水に通す（スクラビング）と、水蒸気が凝縮して、水

素などの非凝縮性気体のみが、出てくるからである。したがって、サプレッションチャ
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ンバーやフィルターベントシステムの下流では、水素濃度が高くなる可能性があること

に、留意する必要がある。 
 

参考文献 
1. IAEA-TECDOC-1661, Mitigation of Hydrogen Hazards in Severe Accident in Nuclear 

Power Plants. 
2. NEA/CSNI/R(2007)10, International Standard Problem ISP-47 on Containment Thermal 

Hydraulics final report. 
3. S. Kelm, W. Jahn, E.A Reinecke, Operational behaviour of catalytic recombiners - 

experimental results and modelling approaches, Proceedings of the workshop on 
Experiments and CFD Code Application to Nuclear Reactor Safety (XCFD4NRS) Grenoble, 
France, 10-12 September 2008, CO-06. 

4. Masahiro Kondo, Kimitoshi Yoneda, Masahiro Furuya, Yoshihisa Nishi, An evaluation 
model to predict steam concentration in a BWR reactor building. Journal of Nuclear Science 
and Technology, (2015) doi:10.1080/00223131.2014.1000993. 

 

（近藤 雅裕） 
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3.5 壁面での水蒸気凝縮 

3.5.1 はじめに 

軽水炉シビアアクシデント時の水素の挙動は、MCCI の発生する後期を除けば、基本的

に水素-空気-水蒸気系の挙動を理解することに帰着する。水蒸気は壁面等において凝縮

する。水蒸気凝縮の直接的な効果として以下が考えられる。 
- 水蒸気が凝縮することで、水素-空気の相対濃度が変化し、燃焼特性が変わることに

なる。水蒸気凝縮前は可燃限界の外側にあった混合ガスも、水蒸気凝縮の結果として可

燃組成に入ることがあり得る。このことは、フィルタード・ベント等の安全系の設計に

おいても考慮すべき事項である。 
- 凝縮により混合ガス中の水蒸気濃度が低下すると、隣接する領域の混合ガスとの間

で密度勾配が発生することで、浮力に基づくガスの流動の項が発生する。また、水蒸気

の濃度勾配に基づく水蒸気の流れが水素を伴って発生し得る。これらのことは、混合を

促進し、局所の水素の蓄積を低減する方向に作用する。 
 

したがって、水蒸気凝縮過程を正確に理解し、格納容器や建屋内の雰囲気がどこでどの

ような組成となるかを把握することが重要となる。しかし、水素や空気といった凝縮性

ガスを含む系での水蒸気凝縮を扱うことは決して容易ではなく、水素にかかわる安全評

価上の不確かさの最も大きな要因の一つとなっている。そのため、各種試験と並行して、

解析上、様々な取り扱い方が提案されてきた。 
 

非凝縮ガスを含む混合ガス雰囲気中での壁面における水蒸気凝縮を扱うには、壁面凝縮

の熱伝達係数（HTC: heat transfer coefficient (W/m2・K)）が用いられる。水蒸気の温度 T
が飽和温度以上のとき、HTC を用いて水蒸気の凝縮速度(kg/s)は次式で評価される。 
 

 

  ΔH: 水の蒸発潜熱 (J/kg) 
 Twall: 壁面温度 (K) 
 A: 壁の面積 (m2) 

 

空気等の非凝縮ガスを含む水蒸気の場合には、液膜近傍の水蒸気分圧が低下するために、

水蒸気のみの場合に比べ凝縮熱伝達係数が大幅に低下する。凝縮熱伝達係数は対流によ

る成分と凝縮による成分からなり、その合計が壁面凝縮熱伝達係数となる。 
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凝縮熱伝達係数の推算手法には、大きく分けて 3 種類の手法がある。 
 

第 1 の手法には、実験による相関式を用いるものであり、この場合にも、直接非凝縮ガ

ス中での伝熱試験で得られた凝縮熱伝達係数の相関式を用いる手法（Uchida, Tagami, 
Dehbi, Kataoka, etc.）と、蒸気のみでの凝縮熱伝達係数である Nusselt の理論式をベース

に、それに非凝縮ガスを含む熱伝達係数に適合するような低減係数（Degradation Factor）
を考慮する手法（Grant, Terasaka, etc.）の 2 種類がある。 
 

第 2 の手法としては、熱・物質移動のアナロジーを基に推算する手法であり、代表的な

ものには熱・物質移動に関する Chilton-Colburn のアナロジーを用いたものが挙げられる。 
 

第 3 の手法としては、凝縮ガスを含む多成分の支配方程式（物質、運動、エネルギー）

を用いて液膜の挙動及び混合ガス境界層の乱流を含む拡散・凝縮現象を厳密に解いて求

める手法である。 
 

第 1 の手法は最も手軽に利用でき、かつ CFD コードへの実装も容易であるが、実験条

件の範囲が適用制限となり適用範囲が限定される欠点を有する。第 2 の手法は境界層を

厳密に解く代わりに、熱・物質移動のアナロジーをベースにした半理論的手法であるた

め適用範囲が広く、CFD コードの実装するのも容易であり、かつ現実的な計算時間で

求めることができる。第 3 の手法は、流体の支配方程式を厳密に解くために、適用制限

はない代わりに、膨大な計算時間を要する。 
 

以下には、第 1 の手法である実験経験式を紹介する。第 2 の手法である熱・物質移動論

をベースにした手法については、本節の付録 3.5.2 において詳しく述べる。 
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3.5.2 凝縮熱伝達係数経験式 

非凝縮ガスを含む雰囲気中の液膜の熱伝達係数は、多数の経験的な相関式が提案されて

いる。その相関式は非凝縮ガスの存在率に対する HTC として整理されている。Sharman
等(1)は、軽水炉のシビアアクシデント時の格納容器内の水蒸気や水素拡散現象をシミュ

レートし温度や圧力分布を推定するために、多数の経験的相関式を整理し、熱流動解析

コード（CFD コード）に実装する HTC を提案している。図 3.5.2-1 には非凝縮ガスを含

む蒸気雰囲気における壁面液膜の力学的モデルの概念を示す。 
 

 

非凝縮ガスを考慮した壁面液膜熱伝達係数（HTC）の代表的な経験的相関式とその適用

条件は以下のとおりである。図 3.5.2-2 には、非凝縮ガスと水蒸気の重量比（η）と下

記の関係を示す。 
 

 

図 3.5.2-1 垂直面における重力と強制対流による液膜流れの力学的モデル概念 
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評価式 1 (Uchida correlation)： h = 380η－0.7, h(W/㎡) 
0.1<η<13; NC=air, N2, Ar; 0.1<P<0.287 MPa; Tw=322 K; 0.3<L<0.9m. 

     流動条件；long-term post-blowdown phase（low turbulence=1.2*Uchida）. 

評価式 2 (Tagami correlation)： h = 11.4+284(η / (1－η)), h(W/㎡) 
0.6<η<5; Tw=322 K; L=0.3m. 

     流動条件；blowdown phase . 

評価式 3 (Debhi correlation)： h = L0.05[(3.7+28.0P )－(243.8+458.3P) logη]/((Tb－Tw)0.25), 
h = (W/㎡), P(Atm), L(m), T(K) 
NC=air, He; 0.15<P<0.45 MPa; 10<(Tb-Tw)<50K; 0.3m<L<3.5m. 

     流動条件；turbulent natural convection conditions. 
  （図 3.5.2-2 では、P=0.15MPa、(Tb-Tw)=10K、L=0.3m を仮定） 

評価式 4 (Kataoka correlation)： h = 430η－0.8, h(W/㎡) 

評価式 5 (Murase correlation)： h = 0.47η－1.0, h(W/㎡) 
0.8<η<30; 0.1<P<0.35 MPa; 295<Tb<383 K; 0.9m<L<4.2m. 

     流動条件；passive cooling. 

評価式 6 (Liu correlation)： h = 55.635(1－η)2.344P0.252 ((Tb－Tw)0.307), h(W/㎡), P(Pa), (T(K) 
0.395 < Wst < 0.873; 0.25<P<0.45 MPa; 4<(Tb-Tw) <25 K. 

     流動条件；passive cooling. 
     （図 3.5.2-2 では、P=0.25MPa、(Tb-Tw)=4K を仮定） 

 

図 3.5.2-2 に見られるように、評価式１が全般的に高い熱伝達率を示すが、ηがおお

よそ 0.1 以下及び 1.8 以上では評価式１，2、3、4、5 で予測される熱伝達率は一致して

いる。ηが 1.8 以上では評価式１、6 を除き，評価式 2、3、4、5 で予測される熱伝達率

は一致している。 
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図 3.5.2-2 HTC の非凝縮ガス含有率依存性 
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付録 3.5.2：熱・物質移動アナロジーをベースにした手法 

ここでは、非凝縮ガスを含む混合ガス雰囲気における壁面での凝縮液膜の凝縮熱伝達係

数の推算手法として、実験による相関式を用いた手法の 1 例と、熱・物質移動アナロジ

ーをベースにした手法の 2 例について、汎用 CFD コードである CFX-4 に実装して得ら

れた解析結果と実験値との比較に基づく評価を示す(1)。 
 

1. 実験による相関式を用いた手法の例 
Terasaka と Makita により提案された手法について述べる。ここでは TERASAKA モ

デルと呼ぶ。 
 

同モデルでは、Nusselt による蒸気のみの凝縮液膜理論による熱流束を出発点とす

る。 

  )(
4

sin)(
Isat,

4/1

Isat,1

3
1fg11

Nu TT
TTz

khg
q t 
















 







    (1) 

非凝縮ガスによる低減効果を含めた凝縮熱伝達係数は、低減係数(degradation factor) 
f(Yg)を導入して下式で表す。 

  Nucd qYfq g            (2) 

低減係数は非凝縮ガスの質量率の関数として各種実験値に適合するように設定さ

れる。 

   
g

g
ggg Y

Y
YYYYgf

48.151
1

135.4989.4964.01 32




       (3) 

 

2. 拡散境界層理論をベースにした手法 
ここでは、HERRANZ モデルと呼ぶ。 

 

凝縮熱流束は下式で定義される。 

 Isat,cdcd TThq                  (4) 

最初のステップとして、凝縮熱伝達係数について対流熱伝達に対する McAdams の
熱・物質移動アナロジーから、以下のように導入する。 

1/3

1/3

Pr
ScNu Sh                  (5) 
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また、シャーウッド数を次のように凝縮熱伝達係数の関数として、 

cd

cd Sh
k

Lh
                   (6) 

Chilton-Colburn の相関式と同形式とすると下式のように表される。 

1/3
cd

cvcd Pr
Sc
















k
khh                  (7) 

ここで、有効凝縮熱伝導率 kcd は、理想気体を仮定して、Clasius-Clapeyron の式を

温度領域に関して積分して求められる。 


TTR
DhcM

k
Iv

2
fgv

cd         (8) 

係数 Φは下式による。 

     
 I,v,vI,v

I,v,vI,v

1/
11/log

XXX
XXX







                  (9) 

 

3. CFX コードの熱伝達係数に対する境界層モデルとの連成を避けるために、2 の手法

を少し改良した手法 
ここでは HERRMcAD モデルと呼ぶ。 
McAdams の相関式を用いて Nusselt 数は下式で定義される。 

3/1
3/1 PrGr13.0Nu                                 (10) 

この相関式を用いることで特性長さスケールに依存しないで、かつ実用的な

Rayleigh 数の範囲（109<Re<1012）において他の多くの複雑な相関式による結果に近

い値を示す。 
ここでは、混合ガスにおける密度差による Grashof 数を用いる。 

 
2

3
IGr


 L 

g

                   (11) 

 

以上の各種モデルによるシミュレーション結果と非凝縮性ガスを含めた蒸気凝縮試験

結果との比較における総合評価は以下のとおりである。 
 

○  TERASAKA モデル 
TERASAKA モデルは、実験結果に適合する相関式を利用した手法で、いくつかの試験

条件において、粗いメッシュ分割においても良い結果を示している。ただし、実験条件
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の範囲外である、圧力条件が高圧になり空気存在率が低い条件のもとでは、実験結果と

の一致が悪い。しかし、この手法は簡単に利用でき、計算時間も他の手法と比較して約

半分で済むので、大きな体系で蒸気の濃縮が緩慢な条件でのシミュレーションに適して

いる。 
 

○  HERRANZ モデルと HERRMcAD モデル 
これらのモデルは、通常のメッシュ分割への適用に推奨されている。HERRANZ モデル

と HERRMcAD モデルは、CFD コードで対流熱伝達過程を良く再現できるケースにおい

ては、同様の結果を示す。しかしながら、水平壁に対しては壁関数の影響のために、凝

縮過程の推定に支障をきたす。HERRMcAD モデルは多大な計算時間を要するものの、

どのような条件に対しても粗いメッシュ分割で実験結果との一致が良い。ただし、非凝

縮性ガスとしてヘリウムのような軽い気体が混合した場合の凝縮プロセスの予測は難

しく、さらに検証を行う必要がある。 
 
 

参考文献 
1. J. M. Martin-Valdepenas et. al., “Coparison of condensation models in presence of 

non-condensable gases implemented in a CFD Code”, Heat Mass Transfer, 41 (2005) , 
pp.961-976. 

 

（寺田 敦彦） 
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４．水素の燃焼、爆発 

4.1 水素燃焼の化学素反応 

4.1.1 水素燃焼特性 

水素は最も単純な燃料であるが、その燃焼特性は複雑である。断熱容器に H2:O2 = 2:1
の混合気を封入して一定温度に保ったとき、ある条件においては電気火花や火炎などの

着火源がなくても着火して爆発する。爆発するか否かの境界を爆発限界（explosion limit）
と呼び、初期温度と初期圧力について整理すると図 4.1.1-1 のようになる。 

 

密閉容器の温度が 480 C の条件では、図中の A 点（圧力 1 Torr (133.3 Pa)近傍）では着

火しないが B 点以上の圧力となると着火する。この低圧における着火限界を爆発第一

限界という。第一限界圧力は反応容器の大きさや容器壁の表面状態によって異なること

が知られている。更に圧力が増加し C 点以上となると着火しなくなり（爆発第二限界）、

D 点に達すると再び着火に至る（爆発第三限界）。 
 

このような複雑な燃焼の挙動は単一の反応速度式では記述不可能であり、詳細反応機構

を用いた解析が必要となる。原子の組換えの最小単位である反応を素反応といい、素反

 
図 4.1.1-1 H2:O2 = 2:1 の混合気体の断熱容器中での爆発限界（1 Torr = 133.3 Pa）
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応により構成される詳細反応機構を素反応機構と呼ぶこともある。（素）反応の集合体

としての詳細反応機構の実態は連立常微分方程式であり、中身が分からなくても商用ソ

フトウェアである CHEMKIN(2)やオープンソースの Cantera(3)を始めとした反応機構解析

ソフトを用いてゼロ次元及び予混合層流火炎や対向流拡散火炎といった理想的な一次

元計算を行うことが可能である。しかし、計算結果の解釈や用いたモデルの評価、改良

や簡略化のためには物理的解釈が必要となる。本節では、詳細反応機構解析に必要な化

学反応論に関する知見について簡単に説明し、反応機構の選択や解析の方法論について

紹介する。化学反応論に関する詳細な情報は成書(1)(4)(5)を参照されたい。 
 
 

4.1.2 詳細反応機構の選別指針 

水素を含む実用的な燃料の燃焼に関する詳細反応機構は数多くの研究グループにより

提案されており、学術論文誌(6)-(9)や研究グループのウェブページ(10)等で公開されている。

個々の素反応速度定数の最新のデータについては物理化学関連の学術論文誌のほか、ア

メリカ国立標準技術研究所（NIST）(11)や国際純正・応用化学連合（IUPAC）の気相化

学反応データ評価委員会(12)によるデータベースにまとめられている。 
 

詳細反応機構を選択する際に注意すべき点として以下の二つが挙げられる。 
 

1) 熱力学関数データが入手可能であるか 
詳細反応機構においては一般に t  における平衡組成を保証するために逆反応速度定

数を独立には与えず平衡定数から計算する（まれに不可逆反応の組として全ての反応速

度パラメータを与えるケースもある）。また着火や爆発現象の記述においては発熱速度

が本質的に重要となる。平衡定数や発熱量の計算に用いられる熱力学関数（比熱、エン

タルピー、エントロピー）が異なれば、本来の詳細反応機構による解析と異なる結果を

与える可能性もある。 
 

2) 想定する計算条件（温度、圧力、気体組成）における適用が保証されているか 
単分子分解反応や異性化反応などエネルギー緩和が反応速度に影響を与える反応にお

いては、反応速度定数の圧力依存は第三体（反応中間体と衝突する分子）の種類に依存

する(1)(4)(5)。水素-酸素反応系では水酸基(OH)を有する分子やラジカルが多数存在するた

め、水分子が第三体である場合の影響が特異的に大きくなるケースが多い。水蒸気濃度

が高い条件を計算する場合は第三体として水分子の効果を適切に考慮している反応機

構を選択することが望ましい。4 章付録に、解析手法の実例を交えながら水素燃焼反応

について化学反応論の立場から解説してある。 
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4.2 水素空気火炎の伝播限界条件 

4.2.1 水素-空気混合系 

水素と空気があらかじめ混合された状態では、予混合燃焼と呼ばれる燃焼が生ずる。こ

の予混合気の燃焼が継続され空間を伝播するためには、ある条件を満たした組成である

ことが必要であり、この条件を燃料濃度の上限と下限を用いて可燃限界（または、爆発

限界）と呼ぶ。可燃限界は、燃焼危険性を判断するための重要な指標であり、安全を確

保する上で必ず考慮しなければならない。 

水素-空気混合気の場合、水素のモル分率が 4～75%において火炎が伝播する。他の燃料

の場合、例えば、メタンでは 5.3～15.0 %、エチレンでは 3.1～32.0 %、プロパンでは 2.2
～9.5 %であり、これらと比べると、水素の可燃限界が広いことが分かる。水素に匹敵

する燃料は少なく、分解爆発特性を有するアセチレン（2.5～100.0 %）、エチレンオキサ

イド（3.0～100.0 %）など、特殊な反応機構を有するガスのみである。大気圧混合気の

最小着火エネルギーについても、多くの燃料が 0.1～0.3 mJ であるのに対して、水素は

一桁小さい 0.01 mJ であり（後述の図 4.3.1-2 参照）、静電気によるスパークで充分着火

する(4)。 

4.2.2 水蒸気-水素-空気混合系 

可燃限界は、酸化剤、燃料の濃度だけでなく、不燃性ガスが含まれることによって影響

を受ける。H. F. Coward ら(1)によると、室温で飽和状態の水蒸気（約 2vol%）が含まれ

る場合、可燃限界の下限値は単純な水素-空気予混合気と同等であるが、上限値は

72.5vol%と低下することがわかっている。水蒸気のような不燃性の気体を予混合気に加

えることにより、可燃限界の上限値が大きく低下することが知られているが、水素-空
気予混合気に対しても同様の影響があるといえる。また、Z.M.Shapiro ら(2)によると、予

混合気で満たした球状容器の下面に水を入れ、容器を加熱して水蒸気濃度を上げた場合、

水蒸気濃度の上昇とともに、可燃限界の下限値は徐々に上昇し、上限値は急激に降下す

ることが分かっている。水蒸気濃度がおよそ 60vol%以上では不燃となる。水蒸気濃度

と可燃限界の関係を図 4.2.2-1 に示す。このような水素-空気-水蒸気の 3 成分における可

燃限界は、B.W.Marshall(3)によって近似的に式(1)のように表現できることが示されてい

る。この近似式は実験値に基づいて得られたもので、可燃限界における水素濃度に対す

る水蒸気の濃度を得ることができる。 
 

 (1) 
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4.2.3 CO-H2-H2O-CO2-Air 等の多元系(3) 

純粋な一酸化炭素（CO）-空気（Air）予混合気は、標準温度・圧力（NTP）では燃焼し

ないが、少しの水素（H2）や水蒸気（H2O）を含むことによって燃焼する。格納容器の

中では、本質的に水素や水蒸気を含んでいるので、ここでは水蒸気や水素を含む系につ

いてのみ述べる。 

CO-Air 予混合気の可燃限界は、下限値が 12.5vol%と水素の場合（4vol%）よりも高く、

上限値が 74vol%と水素の可燃限界（75vol%）とほぼ同等である。したがって、CO と水

素の濃度によって、下限値のみが影響を受け、増減することになる。CO-H2-Air 予混合

気における、燃料（CO+H2）中の H2 濃度と可燃限界下限値の関係を図 4.2.2-2 に示す。

CO の濃度が高くなるにしたがって、可燃限界下限値が上昇することが分かる。 

図 4.2.2-1 水素-空気-水蒸気予混合気の可燃限界(2)
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また、CO-H2-Air 予混合気の可燃限界は、ルシャトリエの法則（式(1)）によって算出で

きる。ルシャトリエの法則によって求めた可燃限界は、実測値との相違が 1%以下であ

り、非常に正確であることが分かっている。実際に式(1)に基づいて算出した可燃限界

下限値を図 4.2.2-2 中に破線で示す。 

�
�� � ∑ ������� � � � ��� � �   (2) 

��: 混合気の可燃限界，��: 燃料成分�の体積分率，��: 燃料成分�の可燃限界 

不燃性ガスである二酸化炭素（CO2）や窒素を含む場合の可燃限界についても、同様に

ルシャトリエの法則に基づき、ほぼ正確に求められることが分かっている。ただし、

CO2を含む場合の実測値との相違は、窒素の場合より、僅かに大きいと報告されている。

また、水蒸気が CO-H2-Air 予混合気の可燃限界に及ぼす影響に関する実測値は存在しな

いが、水蒸気も CO2や窒素と同様に不燃性ガスであり、ルシャトリエの法則に基づく可

燃限界の推定において、CO2や窒素と同程度の正確性が期待できる。 

また、ルシャトリエの法則とは異なる CO-H2-H2O-CO2-Air 多元系の可燃限界の求め方と

して、既知の可燃限界の回帰曲線より未知の可燃限界を求める方法が提案されている(4)。

図 4.2.2-2 CO-H2-Air 予混合気の可燃限界下限値(3)
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既知の可燃限界より得られる可燃限界��と希釈成分の濃度�の関係は式(2)～(4)のよう

に表すことができる。ここで、�，�，���，��，��，��は実験的に得られる定数である。 

� � �������� � ������� �⁄     (3) 

�� � ���� � ��     (4) 

�� � ���� � ��     (5) 

さらに、水蒸気(H2O)が H2-O2予混合気の可燃限界に及ぼす影響について、図 4.2.2-3 に

まとめる(5)。図中の実線は、鉛直に設置された 373K の加熱円管を用い、圧力 0.02MPa
～0.051MPa において測定された可燃限界を示している(6)。このとき、圧力によって水蒸

気濃度を調整していたため、水蒸気濃度によって予混合気の圧力は異なる。一方、破線

は、内容積 5.6m3 の加温容器を用いて未燃予混合気温度 385K，圧力 0.1MPa～0.3MPa
において測定された可燃限界を示している(7)。これら 2 つの方法により得られた可燃限

界において、最も差が大きくなるのは、水蒸気濃度の頂点周辺である。また、図 4.2.2-3
には、IChPh によって開発された水蒸気を含む予混合気の可燃限界の計算法により求め

た値を結んでグレーの実線で示す(8)。この計算では、初期温度 373K，初期圧力 0.1MPa，
点火エネルギー10mJ と設定している。図 4.2.2-3 において、グレーの実線は 2 つの実験

値の間に存在し、水素濃度が高い場合により実験値に近い値を再現している。 

 

図 4.2.2-3 H2-O2-H2O 予混合気の可燃限界下限値(5) 
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4.3 着火条件 

水素と酸素を含み可燃域にある混合気の着火源としては、外部の火炎の存在、電気火花、

高温表面、急速断熱圧縮、衝撃波、触媒等、種々のものが考えられる。以下では、代表的

なものについて述べる。 
 

4.3.1 電気火花による強制着火と最小着火エネルギー 

混合気に外部からエネルギーを加えて着火させることを強制着火と呼び、放電着火が代

表的である。図 4.3.1-1 のコンデンサーと放電ギャップの回路で、コンデンサーにかけ

る電圧を上げていくと、放電ギャップにある混合気の絶縁破壊が起こり、コンデンサー

に蓄積されたエネルギーが放出される。放電ギャップも静電容量を持ち、コンデンサー

の静電容量に加えて、全体の静電容量となる。放電エネルギーは、全体の静電容量×電
圧×電圧/2 で与えられる。放電エネルギーが充分なら、着火核と呼ばれる高温スポット

ができ、そこから火炎が燃え広がる。ある混合気に対して、電極間距離・静電容量・電

圧を変化させて、最小着火エネルギーを決定することができる。これは、混合気の着火

し易さの代表的指標である。図 4.3.1-2(1)は、大気圧水素－空気混合気について電極間距

離と着火エネルギーをプロットしたもので、最小着火エネルギーと水素濃度の関係を示

す。水素体積分率 22～26%で 17μJ の最小値を示す。水素濃度が 10%以下と 60%以上の

領域では、最小着火エネルギーは急激に増加する。最小着火エネルギーの測定値は、電

極の形状や材料によっても変化するが、図 4.3.1-2 の結果と他の測定値は、2～3 倍の範

囲内にある。この最小着火エネルギーは、メタン、プロパン、エタン等の他の燃料混合

気と比べ 1 桁低く、水素が着火し易いことを示す。空気中の湿度や放電時間（ns～ms
の範囲）が最小着火エネルギーに及ぼす影響は軽微である。水素－酸素混合気の着火エ

ネルギーは 1.2μJ(2)であり、危険度は更に高くなる。人体からの放電や物体間での放電

といった日常体験するスパークエネルギーは 0.1～1mJ であり、多くの燃料混合気の着

火が容易に起き、爆発事故の可能性がある。  
 
 
 
 
 
 
 

     図 4.3.1-1 コンデンサーと放電ギャップの回路 
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図 4.3.1-2 大気圧水素－空気混合気の着火エネルギーと電極間距離(1) 

 
 

参考文献 
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4.3.2 自発着火 

自発着火(autoignition)とは可燃組成域にある混合気の温度がある点に達したときに、着火源

なしに混合気全体にわたって燃焼反応が起こることをいう。4.1.1 に水素燃焼特性を記した

が、自発着火は、混合気内の発熱と遊離基の生成が、混合気表面からの放熱と遊離基の逃

散を上回るような温度で起きるため、着火温度は混合気の比表面積に依存する。言い換え

れば、混合気の代表径に依存し、代表径が大きくなるほど自発着火温度は低下する傾向に

ある。また、混合気を収めている容器の壁面材質等にも依存性を持つため、自発着火温度

は一意に定めることはできない。水素-空気系では最小の自発着火温度として 793K（大気圧

下）が良く用いられており、一つの目安の温度としては使うことができる(1)。 

 

軽水炉の安全性の観点では、自発着火よりも高温表面による着火（Hot surface ignition）の

方が重要度は高い(2)。しかし、この場合は更に状況は複雑となり、着火温度を特定すること

は困難になる。表面の性状に加えて、幾何形状や面の配向といった条件や昇温速度も影響

することが知られている。また、表面近傍の対流により H や OH といった遊離基が表面近

傍に次第に蓄積するような条件では、一定の遅延時間をおいてから着火が起きることもあ

る。 

 

水蒸気の添加は着火温度を上げる。ただし、その程度も条件によって異なるので、正確に

予見することは難しい。 

 

しかし、特定の幾何的条件が分かっている場合、所定の気体組成について、CFD と化学反

応解析を組み合わせて、着火可能性を予測することが可能になってきている。最近では PAR

についての解析例もある(3)。 

 

 

参考文献 

1. G. Ciccarelli et al., “High-Temperature Hydrogen-Air-Steam Detonation Experiments in the 
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2. OECD/NEA Report, “Carbon monoxide - hydrogen combustion characteristics in severe 

accident containment conditions”, NEA/CSNI/R(2000)10. 

3. N. Meyneta, A. Bentaib、”Numerical study of hydrogen ignition by passive auto-catalytic 

recombiners”, Nuclear Technology 178(2012) pp.17-28. 

 

（小川 徹） 
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4.3.3 着火源としての静電気 

静電気は、電気現象の根源である電荷（電子、イオン等）が、一定の領域に長時間蓄積

している状態にある場合をいい、物体が静電気を持つことを帯電という。静電気には、

その重要な性質として、大気中での放電現象があり、これが水素などの可燃性物質への

着火源となる。よく知られているように、水素・空気混合気は、極めて小さな電気的エ

ネルギーで着火し、その最小着火エネルギーとして、常温・常圧において 0.011～0.019 
mJ の値が得られている(1)。これは、あらゆる可燃性ガスのうち、最も鋭感なクラスに

分類される(2)。 
 

水素を取り扱う上で、静電気の存在を注意する場所は次のとおりである。 
(1) 可動式の機械類、工具類を取り扱う場所 
(2) プラスチック等の不導体の部材を持つ設備・装置、用品類のある場所 
(3) 摩擦、剥離等の物理的操作を伴う場所 
(4) 人員が作業する場所 
(5) 水素の漏れ、噴出がある場所 
 

以下、着火源としての静電気の特性とその対策については付録 4-3 に解説する。 
 

 

参考文献 
1. Wolfson Electrostatics, University of Southampton, UK (1996). 
2. IEC 60079-10-1 ed1.0, Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - 

Explosive gas atmospheres (2008). 
 

（山隈 瑞樹） 
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4.3.4 機械的衝撃や摩擦火花による着火 

様々な試験データを総合して、機械的摩擦においてホットスポットの温度がある点（一

般的な自発着火温度の 520℃付近（大気圧下）を超えると着火すると考えられている(1)。

水素可燃雰囲気で材料同士の摩擦が続くような作業は避けなければならない。 
 

また、 硬い鋼材同士のぶつかる際に発生する火花（高温の微粒子）は可燃性混合気の

着火に十分であると考えられている。Powell のレビューによると 1958-1976 年の間、鉱

業を除く、ガス、蒸気、粉塵爆発について、摩擦と衝撃に起因するものは 68%に達する。

多くの国で、可燃性気体を扱う際には銅製器具のような火花を発生しにくいものの使用

が義務づけられているが、それで着火を完全に防ぐことはできないことを指摘している
(2)。例えば、水素可燃雰囲気では Cu-Be 合金のような安全性が高いとされている素材で

も鋼材との衝撃で着火を起こすことが可能である。 
 

衝撃火花による着火試験ではセリウム、チタン、ジルコニウム、ハフニウム金属やそれ

らの合金を 1J 程度の軽い力で硬い物質にぶつけると、2000℃程度の微粒子が発生する

ので、これらの素材と可燃性ガスの組合せは危険である。同様に、マグネシウム、アル

ミニウム、銀を含んだコーティングやペイントなども、硬い物質による 1J 程度の衝撃

でテルミット反応を発して着火源となり得る。 
 

参考文献 
1. The EC Network of Excellence for Hydrogen Safety, “HySafe", Biennial Report on 

Hydrogen Safety”, http://www.hysafe.org/brhs (accessed 15 May, 2016).  
2. Powell F. (1986), “Can non-sparking tools and materials prevent gas explosions?”, 

Gas-WasserAbwasser 66, Jahrang Nr. 6. 
 

（小川 徹） 
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4.4 水素爆発 

4.4.1 爆発の形態分類と爆発の破壊力 

可燃性物質の引き起こす事故には、一般に火災と爆発二つの形態がある。火災は、燃料

が周囲の空気に分子拡散して、拡散火炎が燃え広がる現象である。原子力発電施設の場

合においても、水素燃料が周囲の空気中に放出されて拡散火炎を形成する状況が限定的

ではあるが、起きる可能性がある。なお、原子力発電施設では、着火器を備えて敢えて

拡散炎を発生させ、水素蓄積を抑えるという試みもある(1)。 
爆発は急激な圧力上昇を伴う燃焼現象であり、爆発源から遠く離れた距離に破壊が及ぶ

可能性があり、場合によっては半径数百メーター以上が被害を受けることもある。この

ため、爆発は火災より被害の大きな事故となる。一般に、爆発事故の被害は、圧力上昇

による器物の破壊と、爆発飛散物の衝突による破壊（4.5.6 を参照されたい）である。

原子力発電の場合には、水素-酸素や水素-空気の予混合気が形成され、その中で着火が

起き、爆発事故に至る。 
 

爆発事故は、混合気、混合気包囲物（圧力容器、発電所建屋、配管等）、包囲物周囲の

混合気の有無の三つの要素から成ると考えられる。原子力発電施設の水素爆発の場合に

は、圧力上昇に伴う被害に加えて、放射性物質の周囲への拡散という極めて深刻な被害

をもたらす点が、通常のガス爆発と比べて大きく異なる。放射性物質拡散防止が最重要

課題であり、爆発圧力上昇に対する混合気包囲物の強度評価と非破壊保証が要求される。 
 

一般に、混合気包囲物内の爆発圧力上昇には二つの場合がある。一つは、爆風と呼ばれ

る強い圧力波が空間を伝播する現象であり、爆風が通過すると圧力が急激に上昇する。

もう一つは、空間圧力分布をほぼ一様に保ちながら、時間とともに圧力上昇が起きる場

合である。配管などと異なり、縦・横・高さの比が大きく異ならない空間で起きる。混

合気が着火して火炎が燃え広がるが、爆風は形成されず、包囲物の内壁で弱い圧力波が

何度も反射するために、瞬時圧力分布が一様となる。爆発の最終圧力は、定容平衡圧力

となる。こうした爆発は、自動車エンジン燃焼室内で起きることが良く知られているが、

一辺数十 m 規模の原子力建屋内でも起きると考えてよい現象である。 
 

混合気中の爆風には、爆燃（デフラグレーション）と爆轟（デトネーション）の二つの

形態がある。前者は、火炎が空間を伝播してその前方に圧縮波又は衝撃波を形成する過

程であり、火炎が急速に膨張する球形ピストンの役目をして、圧力波を作り出す。後者

は、衝撃波と火炎反応帯が合体して一つの安定した超音速燃焼波（爆轟波と呼ばれる）

を形成し、1400～2000m/s で伝播する過程である。爆轟の方が、衝撃波の圧力上昇が高
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く、15～20 気圧になり、ほとんどの建物が全壊する。爆燃では、火炎伝播速度の増加

に伴い、衝撃波又は圧縮波の圧力が増加する。おおよその見積りとして、球状火炎伝播

速度が 100 m/s を超えると、10kPa 以上の圧力上昇を伴い、大きな爆風被害を伴うと考

えられる。ちなみに、１kPa の圧力上昇は、面積 1m2で 1kN の力となり、窓ガラスは、

1～2kPa レベルで破壊を始める。これは、10～20m/s の火炎伝播速度に対応する。多く

の建物は，10kPa 以上で大きな損傷を受け，建物の一部が吹き飛ぶ現象が起きる。 
 

爆燃と爆轟のどちらが起きるかは、混合気のおかれた状況に依存する。爆轟が起きる過

程には、火炎が乱流の影響で加速して爆轟波に遷移する場合、密閉容器の破裂などによ

って放出した既燃ガス噴流が周囲の未燃混合気と混合して爆轟波が形成される場合が

考えられる。乱流火炎の加速による爆轟への遷移は、管内や狭い密閉空間で起き易く、

障害物がある場合にも促進されることが分かっている。特に、配管内では爆轟が起き易

く、配管の耐圧を評価しておく必要がある。また、浜岡原子力発電所の事故例のように、

配管内で高圧の水素－酸素混合気が形成される場合には、更に高耐圧の配管仕様が必要

となる。配管内爆発については、4.5.3 を参照されたい。障害物のない完全な開放空間

では、火炎が急激に加速されることはなく、爆発危険性の高い水素-空気混合気でも、

爆轟への遷移は観測されていない。水素利用の建物内では、配管等の乱流火炎を促進す

るような障害物や密閉空間をできるだけ避けることによって、爆轟への遷移は回避でき

る。しかし、障害物や密閉空間を完全に排除することは困難であり、爆轟への遷移は回

避できるものの、乱流火炎の加速は起き、強い爆燃となる可能性はある。爆燃について

は、火炎伝播速度がどこまで増加するかを評価する必要がある。 
 

爆発事故は、混合気、混合気包囲物（圧力容器、発電所建屋、配管等）、包囲物周囲の

混合気の有無の 3 つの要素から成ることを前述したが、ここでは、包囲物周囲の混合気

の有無の影響を述べる。 
 

混合気包囲物の耐圧が充分高く、破壊しない場合には、被害は包囲物内部に留まる。 
しかし、破壊した場合には、周囲に爆風の被害を及ぼす可能性がある。包囲物周囲に混

合気がない場合の爆風は、次第に減衰して伝播する。この爆発事故形態は 4.5.4 に記載

されている。圧力容器破裂や原子力建屋内爆発破壊による爆風被害が該当する。包囲物

周囲に混合気がある場合は、被害は大きくなる可能性がある。包囲物から放出した既燃

ガス噴流が周囲の未燃混合気と混合して爆轟波が形成される可能性がある。また、爆燃

の場合でも、火炎加速による圧力上昇が大きくなる可能性がある。こうした事故形態の

研究は現在も進められているが、未解明な部分が多い。包囲物の破壊防止が極めて重要

であることが分かる。 
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参考文献 
1. Experimental Results Pertaining to the Performance of Thermal Igniters, NUREG/CR-5079 

(1989). 
 

（吉川 典彦） 
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4.4.2 爆燃における燃焼速度 

予混合燃焼の場合、未燃混合気で満たされた空間で着火すると、図 4.4.2-1 に示すよう

に火炎は着火点から外側へ向かって球状に伝播する。このように未燃混合気中を伝播す

る火炎を静止座標系で見たときの速度を火炎伝播速度 Sb と呼ぶ。一般に、火炎が伝播

するときには、前方の未燃混合気も速度を有するため、火炎伝播速度は以下の関係で定

義される。 
 

（火炎伝播速度）＝（燃焼速度）＋（静止座標系で見た前方未燃混合気の速度） 
 

関係式が示すとおり、燃焼速度 Suは、火炎伝播速度から未燃混合気の速度を引いたも

ので、火炎伝播速度とは区別される。しばしば混同されるため、注意されたい。燃焼速

度は、燃焼反応の速度と直接関係しており、温度・圧力・組成などの条件によって決定

される混合気固有の値である。また、燃焼の形態は火炎付近の気体の流れによって区別

され、層流のときを層流燃焼、乱流のときを乱流燃焼と呼び、それぞれの燃焼速度を層

流燃焼速度 SL、乱流燃焼速度 STと呼ぶ。また、静止座標系において火炎後方の既燃ガ

ス（燃焼生成ガス）が静止していると近似すると、以下の関係を得る。 
 

（火炎伝播速度）≒（燃焼速度）×（火炎の膨張比） 
 

火炎の膨張比は、既燃ガス密度に対する未燃ガスの密度の比であり、化学量論比を満た

す条件下では多くの場合 6～8 である。 
 

 
 

層流燃焼速度の測定法には、バーナー火炎を用いたもの、球状火炎を用いたものなどが

図 4.4.2-1 球状火炎伝播における火炎伝播速度と燃焼速度
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ある。ここでは、例として、定容容器内球状火炎を用いた測定法について以下に述べる(1)。 
 

＜定容容器内球状火炎伝播を用いた層流燃焼速度の測定法＞ 
予混合気を充填した定容容器の中心で点火し、高速度カメラ等を使用して、時系列に球

状火炎の直径を取得する。前述のとおり、この測定法においては球状火炎を対象として

いるため、火炎面におけるガス膨張のために火炎球の直径から直接燃焼速度を得ること

はできない。そのため、層流燃焼速度を得るためには、火炎面におけるガス膨張の影響

を取り除く必要がある。層流燃焼速度 SLと火炎伝播速度 Sbの関係を式(1)に示す。式(1)
中、ρbは燃焼ガスの密度、ρuは未燃ガスの密度である。 

    (1) 

この式(5)より、実験的に火炎伝播速度を取得し、燃焼ガス密度、未燃ガス密度を与え

ることによって、層流燃焼速度が得られる。このとき、密度は、圧力、温度、モル数を

測定もしくは仮定し、気体の状態方程式より算出することができる。ただし、定容容器

内では燃焼が進むとともに容器内圧力が上昇するため、圧力上昇が無視できる範囲、つ

まり火炎球が容器に対して十分小さい範囲で測定しなければならない。 
 

これらを含む、様々な測定法によって得られた燃焼速度のデータを図 4.4.2-2 に示す。 

 
図 4.4.2-2  水素-空気予混合気の層流燃焼速度(2) 
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水素-空気予混合気の層流燃焼速度は、一般的には当量比 φ≒1.8 において最大約

310cm/s(3)とされているが、実際の測定値には 250～350cm/s と大きなばらつきがある。

一方、層流燃焼速度が最大となる当量比は、いずれの場合も約 1.8 でほぼ一致しており、

測定法によるばらつきはないといえる。 
 

一方、乱流燃焼では、乱流が火炎面に影響を及ぼすことによって燃焼そのものに影響を

与えるため、層流燃焼の場合とは燃焼の特性が大きく異なる。顕著な相違点として、乱

流によって燃焼速度が層流燃焼速度の数倍から数十倍に上昇することが挙げられる。多

くの炭化水素燃料の燃焼速度が 0.3～0.4 m/s、例外的に大きな燃焼速度を持つエチレン

でも 0.68 m/s である(3)のに対して、水素-空気予混合気の最大層流燃焼速度は 3m/s（水

素モル分率約 43.1%時）と大きな値を持つ(4)。これは、乱流によって未燃ガスへの熱及

び物質の拡散が促進されたり、火炎の凹凸や分裂が生じることによって火炎面積が増加

したりすることによって生ずる。一方、乱流によって局所的な火炎伸張が生じ、燃焼速

度が低下したり、乱れが大きい場合には消炎したりする。水素-空気予混合気において、

初期乱れの流速 u’ 及び水素濃度が乱流燃焼速度 ST /層流速度 SLの比に及ぼす影響を図

4.4.2-3 に示す。この乱流燃焼速度は、室温・大気圧において、ファンによって容器内の

予混合気に初期乱れを発生させた状態で燃焼させることにより、測定されたものである。

初期乱れの流速が高いほど乱流燃焼速度は高く、水素濃度が低い希薄燃焼領域で特に乱

流燃焼速度が増大することが分かる。 

 

図 4.4.2-3 水素-空気予混合気における初期乱れの流速及び水素濃度が 
乱流燃焼速度/層流燃焼速度比に及ぼす影響(4) 
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乱流燃焼の要因となる乱れには、燃焼が本質的に有する固有不安定性よって生ずる乱れ

と、火炎が伝播する空間の物理的な要因によって生ずる乱れある。前者については、特

に大きな空間において火炎が伝播する場合、固有不安定性によって火炎面の凹凸が大き

く成長するため、火炎面積増大によって火炎伝播が加速される。また、後者については、

火炎が伝播する空間に障害物があったり、火炎の伝播経路に変化があったりする場合、

火炎面に渦が生ずることにより、熱及び物質の拡散が促進されたり、火炎面の凹凸や分

裂によって火炎面積が増大たりすることによって火炎伝播が加速される。 
 

参考文献 
1. 新岡 嵩他、「燃焼現象の基礎」、オーム社 (2001). 

2. J. Pareja et al., “Measurements of the laminar burning velocity of hydrogen–air premixed 

flames”, Int. J. Hydrogen Energy, Vol.35, pp.1812-1818 (2010). 

3. 高圧ガス保安協会，中級高圧ガス保安技術 第 7 次改訂版(2009). 

4. B. E. Gelfand et al., “Thermo-Gas Dynamics of Hydrogen Combustion and Explosion”, Springer 

(2012). 

 

（門脇 敏、勝身 俊之） 
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4.4.3 爆轟の発生過程と爆轟限界 

爆轟の発生過程には、①爆燃から爆轟への遷移と、②強いエネルギー源を用いて衝撃波

を射ち込む直接起爆、③密閉容器の破裂などによって放出した既燃ガス噴流が周囲の未

燃混合気と混合して爆轟波が形成される場合がある。 
 

①は、乱流火炎が加速して、その前方に衝撃波を形成し、火炎と衝撃波の間の空間で爆

轟波が形成される過程である。配管内や障害物がある場合には、乱流火炎の加速が起き

やすく爆轟への遷移が起きる。したがって、爆轟が起きる可能性のある配管部分では、

静電気着火防止策を取ることと、爆轟圧力に耐える配管を導入することが望ましい。（配

管内爆発については付録 4-5 を参照されたい。）また、障害物を極力排除して乱流火炎

の加速を抑制する必要がある。3 次元開放空間では、爆轟への遷移が観測された例はな

く、障害物の少ない状況にある原子力発電所建屋内では、爆轟が発生する可能性は低い

と考えられる。②の直接起爆では、混合気の爆轟の起こり易さを表すのに起爆させる際

に用いる放電スパークや爆薬による爆発のエネルギー量を用いる。起爆開始限界エネル

ギー量が小さいほど爆轟になり易く、空気混合気の中では、水素は、アセチレン 0.13 kJ
に次いで爆轟し易く、1.3 kJ であり、エチレンオキサイド 4.1 kJ、エチレン 11 kJ、プロ

パン 66 kJ と続く 5)。水素の 1.3kJ は、静電気で発生するレベルよりもはるかに高いエネ

ルギー量であり、強いエネルギー源がなければ、爆轟は起きないと考えられる。③につ

いては、定量的な評価方法は確立されていない。 
 

火炎と同様に爆轟伝播限界濃度が存在する。定断面の管内を伝播する爆轟波を観測して、

爆轟限界を決定する。水素濃度を変化させて実験し、衝撃波とその後方の火炎反応帯が

一体化して、爆轟波が維持されているかを判定する。爆轟限界濃度近傍では、伝播が不

安定になり、衝撃波とその後方の火炎反応帯の距離が周期的に大きく変動する現象が見

られ、爆轟限界の判定には 30m 以上の長い距離の観測が必要となる。大気圧の水素-空
気混合気の爆轟限界濃度範囲は 18～59%で、火炎伝播限界の 4～75%よりも狭い。大気

圧の水素-酸素混合気爆轟限界濃度範囲は 15～90%である。 
 

（吉川 典彦） 
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4.4.4 火炎加速と爆轟遷移 

火炎加速や爆轟は、水素燃焼時の構造物への衝撃が大きくする現象であり、水素安全を

考える上で、重要な現象である。原子力プラントの安全を考える上では、格納容器及び

格納容器内の構造物を健全に保つことが重要であるが、火炎加速や爆轟が生じた場合の、

大きな荷重に耐えられるような設計をすると、多大な費用を要するという問題がある。

したがって、火炎加速や爆轟遷移を回避するための対策を考えることが重要であり、そ

のためには、火炎加速や爆報遷移が、どのような場合に、どのような原因で、どのよう

に生じるかを、理解することが重要である(1)。 
 

これまでの研究で、定性的には火炎加速や爆轟遷移に以下のようなものが影響すること

が分かってきている。 
 

○火炎の不安定性の影響 
火炎が広がっていく過程において、燃焼後の気体は熱膨張により広がろうとするのに対

して、燃焼前の混合気はその場に留まろうとするため、火炎伝播の過程には本質的な不

安定性がある。燃焼速度が小さい間は火炎面は滑らかであるが、燃焼速度が大きくなる

と火炎面にはしわができてくる。しわにより反応面が増加すると、更に燃焼反応が進み、

火炎が加速される。火炎の本来持つ不安定性による火炎加速には、燃焼前と燃焼後の気

体の密度が関係しており、燃焼前の燃料の密度が大きいと、不安定性により生じるしわ

が深くなり、火炎速度が大きくなりやすいことが知られている。 
 

○障害物の影響(2)(3) 
研究室規模の試験(4)(5)及び大規模な試験(6)(7)の両方で、火炎が広がる先に障害物があると、

火炎加速が生じることが観察されている。火炎が伝播する途中に障害物があると乱流が

生じやすくなる。乱流は反応面を大きくするとともに、物質やエネルギーの伝播効率を

よくするため、燃焼速度を大きくする。燃焼速度が大きくなると、周囲の燃料ガスの流

れが誘起され、更に乱流が発達するため、正のフィードバックがかかる。乱流には火炎

を抑制する効果もあるため、火炎は際限なく加速されるわけではないが、乱流が生じる

と、この正のフィードバックにより火炎は大きく加速される。 
 

○流路の閉塞度合の影響(8) 
火炎伝播と乱流の相互作用に関しては、火炎が通る流路がどれくらい閉塞されているか

に依存している。流路に開口部を設けると火炎は減速し、その結果、乱流も弱くなる。

また、火炎加速と同様に、爆轟が生じるかどうかも流路の閉塞度合に依存しており、衝
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撃波管の末端が開いていて閉塞されていないような場合には、管の末端で爆轟が止まる

こともある。 
 

○構造物に反射した音波の影響 
火炎伝播時に発生した音波が壁などの構造物に反射し、火炎面と相互作用することによ

り、火炎加速が促進される場合がある。火炎に音波が作用することにより、火炎の本来

持つ不安定性による火炎加速が誘起されるためと考えられている。音波によって火炎面

がゆがめられて燃焼速度が大きくなるだけでなく、逆に燃焼により波が増幅される場合

もある。このような音波との相互作用は、開いた管でも閉じた管でも観察されている。 
 

○衝撃波の影響 
火炎加速が大きく進行し衝撃波が生じると、爆轟が生じる場合がある(9)。衝撃波による

爆轟の開始は、大きく二つの場合に分けられる。一つは、衝撃波が周囲の構造物なので

反射して集中することにより爆轟が開始される場合、もう一つは、火炎面と衝撃波が相

互作用して発達することにより爆轟に遷移する場合である。爆轟時には、衝撃波によっ

て未燃焼の気体が次々と着火していくと考えられており、爆轟と衝撃波は関係性が大き

く、衝撃波の状態によっては爆轟が生じるのである。ただし、衝撃波が発生したからと

いって必ずしも爆轟が生じるわけではなく、衝撃波の発生は爆轟開始のための必要条件

の一つである。 
 

○過度な乱流の影響 
乱流は火炎面積を増大し、物質や熱の伝播効率を高めるため、基本的には火炎加速が促

進する。実際、障害物により乱流が誘起されると火炎加速が生じやすくなることは前述

したとおりである。しかし、乱流は必ずしも全体の燃焼速度を上げるわけではなく、過

度な乱流は、逆に、燃焼速度を抑制する場合もある。乱流により燃焼前の温度が低い気

体と燃焼後の温度が高い気体が混合されると火炎面積は増加するが、過度に混合される

と混合気体の温度が低下し、局所的に燃焼しない領域ができてしまうためである。乱流

による燃焼の抑制は、燃焼前の気体の速度が大きい場合により顕著となる。乱流強度が

大きいと乱流と火炎の相互作用に伴う、正のフィードバックが抑制されて、燃焼速度が

頭打ちとなり、場合によっては火炎全体が消えてしまう場合もある。つまり、火炎加速

の程度と火炎が加速して到達し得る速度は、どちらも与える乱流の強さによっているの

である。 
 

ここまででは火炎加速及び爆轟遷移に影響すると考えられているものについて定性的

に説明を行ったが、原子力プラントの安全を考える上では、事故時に蓄積した水素に着
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火した場合にどのような燃焼モードまで発達するかを定量的に予測することが必要と

なる。 
 

層流領域での燃焼から火炎加速及び爆轟遷移までの燃焼モードの評価については、

EC-HYCOM プロジェクトを通じて現在の技術水準をまとめた CSNI 報告書(10)の中で、

述べられている。しかし、着火から様々な燃焼モードへの発達を詳細に全て予測するた

めには、混合ガスの流動における乱流と化学反応の相互作用を高い空間精度と時間精度

で解く必要があり、現在の解析技術では難しい。そのため、火炎加速や爆轟遷移の可能

性を予測するためのパラメータが提案されてきている。ここでは、CSNI 報告書(10)の中

で用いられているシグマ値とラムダ値について紹介する。シグマ値は燃料の混合気体の

膨張率であり、火炎加速が生じ、音速にまで到達し得るかを判定するのに用いられ、ラ

ムダ値は爆轟時に衝撃波が描く特有の模様（図 4.4.4-1）の大きさであり、爆轟可能性を

判定するのに用いられる。 

図 4.4.4-1 爆轟セル（爆轟時に衝撃波が描く特有の模様）(1) 

 

シグマ値やラムダ値を用いた判定は、火炎加速や爆轟遷移のための必要条件を判定する。

つまり、判定条件を満たさなければ火炎加速や爆轟遷移は生じないと考えてよい。逆に、

判定条件を満たしたからといって、必ずしも火炎加速や爆轟遷移が生じるわけではない

が、そのような場合には火炎加速や爆轟遷移が生じる可能性を、別途、詳細解析などに

より評価する必要がある。見方を変えると、判定条件を満たした場合に限定して詳細な

評価をすればよいので、このようなパラメータによる判定は、多大な時間と資源を要す

る詳細計算をリスクが大きいケースに絞って実行する上で有用であるといえる。 
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ただし、シグマ値やラムダ値の適用範囲及び判定条件については、後に示すように不確

かさが残っているため、実地に用いる際には保守側の値を用いるなど、不確かさがある

ことを考慮して用いる必要がある。 
 

＜シグマ値を用いた火炎加速可能性の判定＞ 
シグマ値は燃焼前と燃焼後の気体の密度比であるため、気体組成及び温度の分布が分か

れば、計算することができる。CSNI 報告書(10)によれば、シグマ値がパラメータ β によ

って場合分けされた 
 

 σ>3.5-4.0 （β>-2） 
 σ>σ* （β<-2） 
 

の条件を満たす場合に、大きな火炎加速が生じる可能性があるとしている。なお、この

判定条件については、活性化エネルギーによる不確かさを回避するため、水素、空気、

水蒸気のみの混合気体を想定し、燃焼前の気体温度 Tu を用いた条件も提案されている
(10)。ここで、パラメータ βは、β=Ez(Tb-Tu)/(RTb2)であり、Ea：活性化エネルギー、Tb：
火炎最高温度（燃焼後のガス温度）、Tu：初期温度、である。 
 

この条件は火炎加速のための必要条件であるため、この条件を満たしたからといって、

火炎加速が生じるとは限らず、その他に、火炎が伝播する十分な長さの経路があること、

火炎加速が生じやすい幾何形状になっていることなどの条件がそろい、火炎面の乱れや

燃焼領域の伸長が適切に生じた場合にはじめて非常に大きな速度まで火炎が加速する

と考えられる。また、外部から衝撃が加えられることなしに自発的に爆報遷移するため

には、火炎速度が音速にまで達することが必要である。 
 

また、シグマ値を用いた判定の適用性や判定の閾値などについては、以下のような不確

かさが残っている。適用にあたっては、不確かさを考慮し、保守的な評価となるように

留意することが必要である。 
 

○管路とは異なる体系に対する適用性 
シグマ値を用いた判定条件は、主に、管路体系の実験などから提案されたものであるた

め、実際の格納容器や原子炉建屋で想定されるような開けた体系で、気体が成層化して

水素濃度に勾配がある場合などに適用できるかどうかは、議論の余地がある。1999-2001
年に行われた HYCOM プロジェクトでは、このような体系の違いによる影響を解明す

ることを目的として、中規模、大規模な試験設備を用いて補完的な実験が行われ、スケ

ール効果、多数の部屋がある場合、開口部がある場合などに関する知見を得ている。プ
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ロジェクトでは、体系が違うと燃焼速度が大きくなる範囲が異なるが、シグマ値を用い

た判定条件の適用性は確認できたとしている。 
 

○シグマ値の閾値の不確かさ 
水素濃度が高い場合の閾値は σ*=3.5～4.0 とばらつきを持って示されており、不確かさ

が残っている。また、この水素濃度が高い場合の閾値については、初期温度が 383K 以

上の場合の実験データを参照できずに定められているので、水素濃度及び初期温度が高

い場合についても同様の条件が適用できるかどうかは明らかではない。 
 

・βによる場合分けの境界についての不確かさ 
上記の判定式では、βを用いて安定な火炎と不安定な火炎を区別し、場合分けして判定

条件を与えている。ここでは、β=-2 を境界とした式を示したが、Le 数や β の評価にお

ける誤差もあるため、明確に境界を定めることは難しく、不確かさが残っている。 

図 4.4.4-2 爆轟セルサイズ（水素と空気の混合気体の場合）(1) 

 

＜ラムダ値を用いた爆轟可能性の判定＞ 
ラムダ値については、気体組成及び温度の分布、及び実験から得られたデータベース（図

4.4.4-2）により計算することができる。Russian Research Center Kurchatov Institute により、 
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L > 7λと空間スケール L が、爆轟セルサイズ λの 7 倍以上でないと、爆轟が進行できな

いという条件が提案されており、幅広い空間スケールや気体組成で実験との一致が確認

されている。 
 

この判定条件は、爆轟遷移に関する必要条件であるため、この条件を満たしたからとい

って爆轟が生じるとは限らない。爆轟遷移の過程は、爆轟が開始されるまでの段階と実

際に爆轟が進行する段階に分けられ、それぞれの段階で条件が見出されており、ここで

示したラムダ値を用いた条件は、爆轟の進行に関する条件の一つである。爆轟遷移が生

じるためには、爆轟の開始の条件も満たされなければならず、例えば、火炎速度が十分

大きいことなどが挙げられる。また、ラムダ値の条件以外にも爆轟の進行に関する条件

として閉塞性などの条件が存在し、爆轟の開始と進行に関する条件がそろってはじめて

爆轟遷移が生じると考えられる。 
 

このラムダ値に関する条件にも、適用範囲や閾値に関して不確かさが残っている。 
 

○管路とは異なる体系に対する適用性 
格納容器や原子炉建屋の中で気体の成層化などにより、水素濃度に分布がある場合への

適用性については議論の余地がある。評価をする上では、爆轟セルサイズを決めなけれ

ばならないが、水素濃度の分布が均一な場合の爆轟セルサイズしか示されていないため、

爆轟セルサイズを容易に決めることができないからである。水素濃度の分布がある場合

の爆轟セルサイズについては、EU HYCOM プロジェクトの中で試験が進められている。 
 

○爆轟セルサイズ λに関する不確かさ 
爆轟セルサイズは実験データベースをもとに予測を行うが、実験データはある特定の気

体組成及び初期条件における結果なので、直接的に任意の条件における爆轟セルサイズ

を予測するにあたっては不確かさを生じる。実験データベースは、管路体系で得たもの

であるため、格納容器のような開けた体系にそのまま適用してよいかどうかは明らかで

はない。特に、事故進展を考慮した評価の中で、格納容器の中の状態が実験範囲を超え

た場合については不確かさが大きくなると考えられる。 
 

○空間スケール L に関する不確かさ 
管路のような単純な体系であれば空間スケール L を決めやすいが、格納容器などの複雑

体系においては空間スケール L はあいまいになり、不確かさを生じる。CSNI 報告書(10)

には空間スケールの長さについてのガイドラインがあり、特定の幾何学構造については、

どのように定めるとよいかが示されているが、複雑な形状のものについては明らかにさ

れていない。特に、複数の部屋を持つ格納容器については、代表長さや有効体積を決め

JAEA-Review 2016-038

- 150 -



JAEA-Review 2016-038 

- 151 - 

ることは、容易ではない。開口部がある場合や、複雑形状中の流れの影響については、

HYCOM プロジェクトの中で研究が進められている。 
 

＜シグマ値及びラムダ値を用いた評価例＞ 
図 4.4.4-3 に、375K の水素、空気、水蒸気

の混合気体におけるシグマ値及びラムダ

値による評価例を示す。図中には、着火条

件を表す境界線（可燃限界）、火炎加速可

能性を示す境界線（火炎加速限界）、爆轟

可能性を示す境界線（DDT 限界）がそれ

ぞれ示されており、境界線の外側であれば、

それぞれの現象が生じないことを示して

いる。ここで、シグマ値による、火炎加速

の可能性の評価については、保守的に、σ
＊が最小値のときを示した。また、ラムダ

値による爆轟の可能性の評価については、

代表長さが 10m 程度の部屋を想定して、

保守的に、λ=2m となる境界を示した。 
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4.4.5 爆轟波特性 

爆轟の衝撃波を爆轟波という。爆轟波を燃焼反応が瞬時に起きる不連続面とみなして、

反応後の化学平衡数値計算を行い、伝播速度や圧力等の特性値を得ることができる。爆

轟波面が静止気体中を伝播する場合を考え、波面とともに移動する座標系で見て、波面

に対して、前方未燃気体の流入速度を ua、後方既燃気体の流出速度を ub とする。以下

の質量、運動量、エネルギーの保存式 3 つが成り立つ。  

     ρaua=ρbub ,  pa+ρaua2= pb+ρbub2 ,  ha+ua2/2= hb+ub2/2 

ここで、ρ、 p、 h は各々混合気の密度、圧力、単位質量当たりのエンタルピーを表し、 
添え字 aと bは各々前方と後方の状態を示す。一般に、前方の量 ρa、pa、ha、uaが既知の

時には、化学平衡計算と上の 3 つの保存式を連立して解き、ρb、pb、hb、ub の値が得ら

れる。（上の 3 つの式で未知量 ρb、pb、hb、ub の中で、独立な未知量は 3 つである．理

想気体の状態方程式 pb＝ρbR0Tb/M（R0：普遍気体定数、M：混合気の平均モル質量で平

衡組成に依存する）と式 hb(Tb)=合 Xi(Tb)hi(Tb)（Xi：化学種 i の体積分率）を考えると、

複雑な平衡組成計算を介するものの、pb と ρb を独立変数とした場合には、hb が従属変

数であることが分かる。これは、一成分系を考えると容易に理解できる。）ただし、二

次関数であるから、一般に解は二つになり、圧力の高い方の爆轟波を“強い”、低い方

を“弱い”と呼ぶ。二つの解が一つに収斂する条件は、チャップマン-ジュゲー（略し

て C-J）条件と呼ばれ、後方の流速 ubが局所音速に等しい条件であり、熱閉塞条件に対

応する。この場合には、C-J 条件式が加わり、ubが従属変数となる。前記の 3 つの保存

式の中で、前方気体の状態量 ρa、pa、haが既知ならば、独立な未知量 ua、ρb、pbとそれ

らに従属する量 ubと hbを決定できる．伝播速度 uaを特性速度として計算できることに

留意されたい。C-J 条件を満たす爆轟波は、C-J 爆轟波と呼ばれ、通常最もよく観測さ

れる安定な自己維持性を持った（self-sustained）爆轟波である。強い爆轟波は、C-J 爆轟

波よりも速く、管断面の縮小や爆薬等外部エネルギーによる圧縮によってのみ維持され、

これらの外的要因が取り除かれると減速して、C-J 爆轟波に落ち着く。また、爆轟波へ

の遷移が起きるときにも過渡的に強い爆轟波が観測される。弱い爆轟波も、C-J 爆轟波

より速いが、観測されていない。 

燃料と酸素又は空気の混合気の爆轟波特性は、NASA Glenn Research Center のホームペ

ージ（http://www.grc.nasa.gov/WWW/CEAWeb/）にある NASA Computer program CEA 
（Chemical Equilibrium with Applications）を用いて計算することができる。高温での化

学種の平衡組成を考慮して正確に特性を計算できる。 
 

初期温度 298.15K の量論混合の水素‐酸素及び水素‐空気の混合気の特性を示す。配管
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内での高圧水素‐酸素混合気の発生の可能性を考慮して、初期圧力 10 気圧と 100 気圧

の場合も計算した。 
 

○水素‐酸素 
 ・大気圧 

18.78atm，3677K，伝播速度 2836m/s(マッハ数 5.27),  
 主な平衡組成化学種モル分率 

H:8.0%,H2:16.2%, H2O:53.2%, O:3.7%, OH:14.1%, O2:4.7%  

・10 気圧 
20.29atm，4139K，伝播速度 2959m/s(マッハ数 5.50),  

 主な平衡組成化学種モル分率 
H:5.4%,H2:14.9%, H2O:58.9%, O:2.7%, OH:14.0%, O2:3.9%  

・100 気圧 
21.70atm，4633K，伝播速度 3069m/s(マッハ数 5.71),  

 主な平衡組成化学種モル分率 
H:3.2%,H2:12.8%, H2O:66.6%, O:1.61%, OH:12.6%, O2:3.1%  

 

○大気圧水素‐空気 
 15.79atm，2943K，伝播速度 1965m/s(マッハ数 4.83),  
 主な平衡組成化学種モル分率 

Ar:0.75%，H:0.59%，H2:3.1%, H2O:29.4%, NO:0.75%, N2:62.5%, O:0.2%，OH:1.9%,  
O2:0.76% 

 

一般的に初期圧力の上昇に伴い、伝播速度、温度、圧力比（圧力/初期圧力）は増加す

る傾向にある。量論混合の水素－空気爆轟波の伝播速度と圧力は、各々、1965m/s と

1.58MPa である。これは他の炭化水素－空気量論混合気、例えば、メタン－空気：1800 
m/s、1.74 MPa、 エチレン－空気：1825 m/s、1.86 MPa、プロパン－空気：1800 m/s、1.85 
MPa と比べて余り変わらない値である。 
 

4.4.3.2 爆轟の発生過程と爆轟限界 
混合気の爆轟の起こり易さを表すのに、起爆させる際に用いる放電スパークや爆薬によ

る爆発のエネルギー量を用いることがある。起爆開始限界エネルギー量が小さいほど爆

轟になり易く、空気混合気の中では、水素は、アセチレン 0.13 kJ に次いで爆轟し易く、

1.3 kJ であり、エチレンオキサイド 4.1 kJ、エチレン 11 kJ、プロパン 66 kJ と続く。 
 

火炎と同様に爆轟伝播限界濃度が存在する。定断面の管内を伝播する爆轟波を観測して、
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爆轟限界を決定する。水素濃度を変化させて実験し、衝撃波とその後方の火炎反応帯が

一体化して、爆轟波が維持されているかを判定する。爆轟限界濃度近傍では、伝播が不

安定になり、衝撃波とその後方の火炎反応帯の距離が周期的に大きく変動する現象が見

られ、爆轟限界の判定には 30m 以上の長い距離の観測が必要となる。大気圧の水素-空
気混合気の爆轟限界濃度範囲は 18～59%で、火炎伝播限界の 4～75%よりも狭い。大気

圧の水素-酸素混合気爆轟限界濃度範囲は 15～90%である。 
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4.4.6 建屋内爆発によって形成される爆風の評価 

水素-空気混合気が建屋内に充満して、水素爆発を起こし、建屋の壁が崩壊すれば、爆

風が外部へ伝播する。建屋内では、火炎から出る圧力波が建屋内壁で何度も反射して、

建屋内の圧力はほぼ一様となり、火炎伝播の時間経過とともに、圧力は上昇する。建屋

のサイズや建屋壁の強度にもよるが、かなり厚い鉄筋コンクリートの壁でも 3 気圧程度

で破壊し始める。こうした爆発現象は、破裂球（Bursting Sphere）の問題として知られ

ており、数値解析によって、爆風伝播挙動を推算することができる。 

図 4.4.6-1 の横軸は、Rankine-Hugoniot 距離（(初期衝撃波圧力/大気圧－1)・(建屋内容積)1/3

を特性距離として、実距離を無次元化しており、縦軸は爆風過圧力の大気圧に対する比

を表している。建屋の異なる破壊圧力（破壊圧力/大気圧＝1.1，1.5，2）に対して、爆

風の減衰曲線が示してある。また、破壊圧力/大気圧＝1.1 の場合の減衰曲線は以下の式

で近似できる。 

)1(6.0
0

0

R
R

p
pp RH


 

 

過圧力/大気圧＝0.01 を窓ガラスが破壊し始める基準保安距離とすれば、無次元保安距

離は約 50 となる。

 
図 4.4.6-1  爆発事故定量評価のための圧力容器破裂爆風の数値解析とスケール則(1) 
 

Initial Pressure (in atm)

           1.1 

           1.5 

           2 

           Eqn.(1) 
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4.5 爆発に対する構造物の応答 

4.5.1 配管内爆発（爆轟挙動） 

4.5.1.1 混合ガス（水素・酸素）の燃焼による配管損傷防止に関する

ガイドライン 

沸騰水型原子炉（BWR）における主蒸気には、冷却材である水の放射線分解によって

生じる水素と酸素が僅かに存在し、水蒸気の凝縮により非凝縮性気体である水素と酸素

（混合ガス）が取り残され、徐々にその濃度が上昇することが開発当初から知られてい

た。そこで、混合ガスが蓄積する可能性のある原子炉圧力容器、熱交換器等の頂部には

ベント系を設置するとともに、復水器に集められた混合ガスについては、水素と酸素を

結合させ水に戻すための再結合器を設置する設計対応を行ってきた。しかし、2001 年

に国内外 BWR プラントにおいて混合ガス燃焼による配管破断事故が発生し、混合ガス

の蓄積・燃焼防止に関する技術指針の整備が求められた。 
 

（社）火力原子力発電技術協会では、プラント配管設計又は設計変更の際に基準とすべ

き混合ガス燃焼に関する具体的な技術指針として「BWR 配管における混合ガス（水素・

酸素）蓄積防止に関するガイドライン」(1)を発行した。その後、検討の場を（社）日本

原子力技術協会（平成 24 年 11 月に原子力安全推進協会に改組）に移し、混合ガスの急

速燃焼時の配管健全性を評価する具体的な手法を明確にすべく、代表的な配管体系を模

擬した爆轟試験、並びに強度試験を行い、その成果を反映した「BWR 配管における混

合ガス（水素・酸素）の燃焼による配管損傷防止に関するガイドライン（第 3 版）」(2)

が発行された。 
 

本節では、実機プラントで想定される混合ガスの蓄積挙動、爆轟挙動、及び強度評価フ

ローについて述べる。 
 

(1) 蓄積挙動 
(a) 配管内の水素－酸素蓄積挙動 
BWR 原子炉では、中性子・ガンマ線による水の放射性分解により水素、酸素が生成さ

れ、これらが蒸気中に移行して、水素 2ppm、酸素 16ppm（モル比 2：1）からなる混合

ガスが含まれることが知られている。流れのある配管であれば、混合ガスの濃度は高ま

ることなく、復水器へ到達してオフガス系により処理される。しかし、流れのない先端

が行き止まり配管の場合には、放熱により蒸気が凝縮するに従い、混合ガス濃度が高ま
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る可能性がある。図 4.5.1.1-1 に熱平衡を仮定した場合の、混合ガス濃度と混合ガスを含

む蒸気の密度の関係を示す。蒸気の凝縮により混合ガスの濃度が高くなると、混合ガス

を含む蒸気の密度は低下してゆき、更に濃くなると、今度は逆に密度が増加してゆく。

通常の配管は保温されており、徐々に蒸気の凝縮が進み、混合ガス濃度が増加すること

から、先端が閉止された上向き配管に混合ガスは蓄積しやすい。 

 

図 4.5.1.1-1 7MPa における混合ガス濃度と蒸気－混合ガスからなる気体密度の関係(3) 
 
 

図 4.5.1.1-2 に、先端が閉止された上向き配管の混合ガス蓄積メカニズムの例を示した。

初期の状態では 18ppm の混合ガスを含む蒸気が配管内を占めているが、配管からの放

熱が生ずると、配管の根元では、凝縮量に応じた新しい蒸気が流入し、配管先端に向か

って流れるに従い、管壁で蒸気が凝縮するため、混合ガス濃度が高くなる（①の状態）。

この状態が続くと、配管頂部に混合ガスが蓄積し、濃度が上昇してくる（②、③の状態）。

更に混合ガス濃度が増加すると、図 4.5.1.1-1 に示すように気体の密度が増加する濃度に

達し、先端より混合ガス濃度の高い気体が流下して対流を生じ、温度、密度の勾配が大

きい境界層を形成するようになる（④の状態）。 
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図 4.5.1.1-2 先端閉止の垂直配管における混合ガスの蓄積メカニズム(2) 
 

 

実際に、中部電力（株）浜岡原子力発電所１号機で 2001 年 11 月に発生した配管損傷事

故も先端が閉止された上向き配管に混合ガスが高濃度に蓄積し、その混合ガスが着火し

て爆轟に至ったことによるとされている(4)。 
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(b) 混合ガス蓄積解析手法(2) 
(i) 基礎方程式 
混合ガスの蓄積過程は、3 成分のガスが混合し、更に相変化が伴うなど複雑な現象であ

る。ここで示す解析手法は、蒸気と水素－酸素からなる 3 成分の気体を混合気体として

扱い、壁面での蒸気凝縮を蒸気を壁面から流出させることにより現象を単純化している。

また、熱平衡を仮定すると蒸気濃度、あるいは蒸気分圧によって混合ガス温度が決まり、

蓄積解析には図 4.5.1.1-1 に示す混合ガスの濃度と密度の関係を蒸気表とともに組み込

んで解析を実施すればよい。これにより、混合気体のエネルギー方程式を解く必要がな

くなる。よって、解くべき方程式は以下のようになる。 
・質量保存式 

       (1) 
・運動方程式 

     (2) 

・濃度の拡散方程式 

      (3) 
ここで、 

 ：ガスの密度[kg/m3] 
 ：ガスの速度ベクトル[m/s] 

 ：ガスの粘性係数[Pa･s] 
 ：ガスの圧力[Pa] 

 ：ガス中の混合ガスモル濃度[-] 
 ：ガスの拡散係数[m2/s] 

 ：蒸気の凝縮による質量減少[kg/m3/s] 

 ：蒸気の凝縮による混合ガス蓄積を表すソース項 [1/s] 

である。ガスの物性値については構成方程式により与え、ガスの粘性係数は、Wilke の

式(4)を用いて推算した。 
 

(ii) 解析方法 
解析体系は、保温材を通した放熱モデルが組み込んであり、放熱に対応して蒸気凝縮量

を計算し、凝縮量に相当する蒸気量を取り去ることで蒸気凝縮とそれに対応して取り残

される混合ガス濃度の増加を模擬する。 
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(iii) 解析例 
上向きかつ先端閉止の枝管を大別すると、3 つに分類される。 

・水平枝管（先端上向き勾配） 
・上向き枝管 
・組合枝管 

これらの配管に、ここで説明した解析手法を適用した例を示す。 
 

○水平枝管解析 
水平枝管試験模擬解析として、口径 50A、枝管長さ 2.5m、圧力 7MPa の条件、及び、同

じ枝管形状で高濃度の蓄積が生じた圧力が 0.4MPa の条件の 2 ケースについて解析例を

示す。 
 

図 4.5.1.1-3 に水平枝管の解析体系の概要を示す。解析においては、主蒸気管模擬部まで

の壁面を断熱壁とし、枝管部の壁面を放熱壁とした。主蒸気管模擬部下面の入口境界に

は微小な流入速度(1mm/s)を設定した。また、主蒸気管模擬部上面に圧力境界条件とし

て、解析条件の圧力を与え、枝管部から溢れ出た混合ガスを解析体系より排出すること

とした。その他、入力としては、保温材厚さ、及び保温材の熱伝導率、雰囲気温度であ

る。解析例では、通常施工の保温材がまかれている条件である。なお、本解析例では水

素の代替としてヘリウムとしている。 
 

解析結果である温度分布を図 4.5.1.1-4 に示す。熱平衡を仮定しているため、温度が低下

するほど混合ガスの濃度は高くなる。7MPa の場合には、先端の温度はほとんど低下し

ておらず、混合ガスの高濃度の蓄積は見られない。また、温度も水平方向に成層化して

いる様子が分かる。一方、0.4MPa の場合には、先端の温度が低下しており、高濃度に

蓄積する傾向が見られる。この圧力による違いは、蒸気凝縮による体積変化に起因し、

枝管への蒸気の流入速度が低圧条件ほど速くなることによる。 
 

このように、上向き勾配の水平枝管では、高圧条件では蓄積しにくいが、低圧条件にな

ると蓄積しやすくなることから、注意が必要である。 
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図 4.5.1.1-3 解析体系概要（水平枝管）(2) 
 
 
  
 
 
 
 

7MPa の場合 
 
 
  
 
 
 
 
 

0.4MPa の場合 
 

図 4.5.1.1-4 水平枝管解析結果の例(2) 
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○上向き枝管解析 
上向き枝管解析として、口径 50A、枝管長さ 2.0m、圧力 7MPa の条件の解析例を示す。 
解析体系を図 4.5.1.1-5 に示す。上向き枝管については、入口境界として圧力条件のみを

設定し、枝管より溢れ出た混合ガスを解析体系外に排出するための境界条件は設定しな

かった。その他の入力条件及び境界条件は水平枝管に対する解析と同様である。上向き

枝管解析結果例を図 4.5.1.1-6 に示す。枝管頂部より進行する混合ガス蓄積の様子が分か

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.5.1.1-5 解析体系概要（上向き枝管）(2)   
 
 
 

  図 4.5.1.1-6  
温度分布(2) 

 
  

枝管部
放熱壁面条件

主蒸気配管模擬部
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（圧力、混合ガス濃度）
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○組合せ枝管解析 
組合せ枝管として、口径 100A、枝管長さ上向き部 1m、水平部 2m、圧力 7MPa の条件

の解析例を示す。解析体系を図 4.5.1.1-7 に示す。入力条件及び境界条件は水平枝管及び

上向き枝管に対する解析と同様である。 
 

図 4.5.1.1-8 に解析結果を示す。配管頂部より蓄積することは、上向き枝管の場合と同様

であるが、水平部では、温度がほぼ均一であり、垂直部で温度勾配がつく様子が分かる。

水平部では、濃度が均一化するため、高濃度に蓄積する時間は単純な上向き枝管より長

くなる傾向がある。 

 

図 4.5.1.1-7 解析体系概要（組合せ枝管）(2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.1.1-8 組合せ枝管の温度分布結果例(2) 
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(c) 下向き配管について 
先端閉止の下向き配管については、単に先端が閉止されている場合には、水封してしま

うため、混合ガスが蓄積することはない。しかし、先端にドレントラップを有する配管

の場合には、注意が必要である。ドレントラップを有する配管を用いた試験がなされて

おり(2)、過剰な混合ガスをドレントラップが設置された枝管へ導入した場合でも混合ガ

スが凝縮水へ溶解して排出されること、溶解にヘンリー則が成立していることが確認さ

れている(2)。蓄積と排出が釣り合う点の混合ガス濃度と圧力の関係を図 4.5.1.1-9 に示し

た。高圧、中圧の領域においては混合ガス濃度は低いが、0.8MPa 以下の低圧において

は、混合ガスは母管からのドレン水の流入がない場合には 20%以上に蓄積する場合があ

ることが分かる。よって実機のドレントラップが設置された枝管に対しては、ドレント

ラップ及び同枝管内の蒸気凝縮水に加えて、主蒸気を内包する配管からのドレン水を加

味して、混合ガスの蓄積と排出が釣り合う点の混合ガス濃度を評価する必要がある。 
 
 

 
図 4.5.1.1-9 母管からの凝縮水の流入がある場合の混合ガス濃度と圧力の関係(2) 
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(d) 不燃限界濃度について 
不燃限界は欧州規定 EN1839「気体及び蒸気の爆発限界に関する規定」(6)に準じた試験

が実施された。本規定によれば、外部より与えられたエネルギーにより着火し，初期圧

力より 5%以上の圧力上昇が認められた場合を燃焼と判定している。ここでは、燃焼が

発生しなかった最大の混合ガス濃度の値を不燃限界として取り扱う。図 4.5.1.1-10 に試

験結果を示す。なお，不燃限界濃度を評価するための試験は水素：酸素＝2：1 のモル

比のガスの燃焼試験条件であり、この混合ガス以外は水蒸気である。 
 
 

 

図 4.5.1.1-10 不燃限界濃度と圧力の関係(2) 
 
 

（山本 泰） 
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(2) 爆轟挙動 
(a) 試験装置、試験体形状 
試験装置は、実機の配管形状（継手、閉止端）を模擬した試験体、ガス供給系、着火系、

計測系で構成した。試験体は、口径 50A、Sch160（内径 43.1mm、厚さ 8.7mm）のステ

ンレス鋼管を用いた。試験体は、直管体系を基本として、継手形状（エルボ、ティー、

レジューサ）、及び閉止端（鉛直平板、ゲート弁）を変更したものを用いた。 
 

(b) 爆轟試験結果(2)(7) 
図 4.5.1.1-11 に代表的な形状である直管試験体（長さ 5m、初期圧力 5MPa）における各

計測点の圧力変化を示す。着火端側の P1 計測点から爆轟波は閉止端側に向かって進行

する。閉止端に達すると、爆轟波のピーク圧力を大きく上回るピークを示した後、反射

波は着火端側に伝播する。 
 

また、エルボ、ティー、レジューサ等の継手形状を有する場合には、エルボ背側、ティ

ー付根部、レジューサ中央部等で、直管部での爆轟波ピーク圧力を上回ることが確認さ

れた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

図 4.5.1.1-11 直管試験での計測点、圧力波データ(2) 
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(c) 爆轟圧力解析(2)(8) 
前項の爆轟試験で取得された圧力データに基づき、汎用熱流動解析コードによる圧力解

析手法を整備した。本解析手法は、配管設計に用いることを想定しているため、実用的

な計算時間で処理できることが要求される。このため、反応式は、式(4)に示す不可逆

の一段総括反応を用いるとともに、燃焼モデルには式(5)に示す乱流渦消散モデルを用

いた。 

（1）                              (4) 

（2）                              (5) 

ここで、X：モル濃度(mol/m3)、m：質量分率(-)、M：分子量(kg/mol)、：平均密度(kg/m3)、
：渦消散率(m2/s3)、kt：乱流エネルギー(m2/s2)、n：化学量論係数である。Aebu、Bebu は

渦消散モデルの経験定数で、それぞれ Aebu=4.0、Bebu=0.5 の値を用いた。 
 

なお、不可逆の一段総括反応では、中間生成物の存在が無視され、全て最終生成物であ

る H2O となるため、発熱量が過大となり圧力が高く評価される。そこで、CJ
（Chapman-Jouguet）理論に基づく爆轟圧力である CJ 圧力（Pcj）を、式（4）の不可逆

一段総括反応を想定した場合と、中間生成物を考慮した場合のそれぞれの条件で評価し、

それらの比（補正係数κ）を用いて不可逆一段総括反応による解析で得られた圧力を補

正する方法を採用した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

H� �	12O� 	→ 	H�O 

 

        (a)初期圧力 5MPa               (b)初期圧力 0.3MPa 

図 4.5.1.1-12 爆轟解析結果 （直管体系）(2) 
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図 4.5.1.1-12 には、直管試験に対する試験後解析結果を示す。CJ 理論から求めた補正係

数κで解析結果を補正することで、爆轟試験結果に近い圧力変化が得られることを確認

した。 
 

(3) 燃焼時の配管挙動(2)(9)(10) 
爆轟圧力を受ける配管の破壊挙動に着目し、配管材の破壊形態及び強度に影響する配管

系の構成要素を試験により明確化した。 
 

試験体は、実機プラントで用いられている炭素鋼鋼管を用いており、試験体端部で着火

した後の圧力変化、並びに配管部のひずみを計測した。図 4.5.1.1-13 には、爆轟により

破壊した直管試験体の外観、並びにひずみゲージの計測結果を示す。試験体は、着火端

より段階的に肉厚を薄く加工しており、最も薄い目標肉厚 2.4mm とした部位で、上流

側及び下流側閉止端近傍の 2 か所が破断した。破面観察の結果、ディンプル模様が全面

的に見られたことから、爆轟による衝撃的な負荷条件下でも、炭素鋼配管の破壊形態は

延性破壊であることが確認された。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.5.1.1-13 直管試験体での破壊形態とひずみ応答(2) 
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また、直管体系で厚肉の閉止端を持つ試験体の場合には、爆轟波（進行波）によって生

じたひずみが 0.5%程度であったのに対し、反射波による変形では破断に至った。した

がって、配管強度に大きな影響を及ぼす構成要素は閉止端であり、配管系の健全性は閉

止端に接続された直管の強度に依存することが確認された。 
 

さらに、前節(c)爆轟圧力解析で予測される爆轟圧力の履歴を、構造解析モデルに負荷す

ることで配管のひずみを評価できる構造強度評価手法についても、上記の強度試験結果

により検証・整備されている。 
 

(4) 配管の構造強度評価フロー(2)(11) 
ガイドラインでは、混合ガスが不燃限界濃度を超えて蓄積すると判定された枝管に対し

て、以下の評価手順に従い、強度評価を実施する。 
 

＜評価手順 1＞ 配管構成要素が近接しない枝管を抽出する。抽出にあたっては、各配

管構成要素間距離が表 4.5.1.1-1 に示す圧力影響範囲外にあることを確認する。表

4.5.1.1-1 の範囲外にある場合は、閉止端部の反射圧力をもとに枝管の健全性を評価可能

である。 
なお、圧力影響範囲内に各配管構成要素がある枝管であっても、評価手順 4 で FEM 解

析を用いて、個別の条件で配管健全性を評価することができる。 
 

＜評価手順 2＞ 配管構成要素が近接しない枝管は、爆轟圧力（反射圧力含む）が枝管

に静的に負荷されたと仮定した弾性計算により強度評価を行い、式(6)を満足するとき

には、混合ガスの燃焼による影響はないと判定する。 

  
tdo

SytP
8.0

2





 ≦                       (6) 

ここで、αは動的応答効果(2.0)、βは運転圧力に応じた混合ガス濃度に対する爆轟の反

射圧力比、P は運転中の系統圧力(MPa)、do は枝管外径(mm)、t は枝管の配管厚さ(mm)、
Sy は運転温度における設計降伏点(MPa)、ηは長手継手の効果である。Sy とη値は、

日本機械学会「設計･建設規格」（軽水炉）に従う。 
 

＜評価手順 3＞ 評価手順 2 において混合ガスの燃焼による影響があると評価された枝

管であっても、爆轟時の配管ひずみが許容ひずみ（8.0%）以下であれば健全性は確保で

きる。表 4.5.1.1-2 は、爆轟圧力（反射圧力含む）が枝管に動的に負荷された状態での弾

塑性計算結果の一例である。この表を満足するときには、混合ガスの燃焼による影響が

ないと判定する。 
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＜評価手順 4＞ 評価手順 1 で評価ができないと判定された枝管、あるいは評価手順 3
で混合ガスの燃焼による影響があると判定された枝管であっても、ガイドライン(2)の付

録 6.11 に示す手法を用いて、個別に配管強度評価を実施することができる。 
 
 

表 4.5.1.1-1 配管構成要素の圧力影響範囲(2) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

表 4.5.1.1-2 簡易評価表（弾塑性）（sch80 の例）(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

配管構成要素 圧力影響範囲

エルボ ｴﾙﾎﾞ出口より配管外径の３倍以内

ティー ﾃｨｰ出口より配管外径の２倍以内

レジューサ
（縮管）

上流側 混合ｶﾞｽ蓄積開始位置からﾚｼﾞｭｰｻ入口までの長さの1/10以内

下流側 ﾚｼﾞｭｰｻ出口より配管外径の15倍以内

閉止端 混合ｶﾞｽ蓄積部長さの1/10以内

凡例 ○:許容ひずみ以下 △:詳細評価要 －:弾性範囲 
適用 混合ガス温度:60℃以上 枝管全長:7m 以下 

配管材質:STPT410･STS410･STPG410 

 系統圧力
(M㎩)

口径 （sch80の場合）

20A 25A 40A 50A 80A 100A 150A 350A 650A

P≦0.4 － － － － － － ○ ○ ○

0.4＜P≦1.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1.3＜P≦3.0 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △

3.0＜P≦7.0 △ △ △ △ △ △ △ △ △
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4.5.1.2 配管内爆轟による構造応答 

カリフォルニア工科大の Shepherd は、配管内での爆轟圧力による構造応答に関し、下

記のような知見を整理している(12)。 
 

弾性応答に関しては、爆轟速度（Ucj）と屈曲波速度（Vc0）との関係で、動的荷重係数

Φ（Dynamic Load Factor）が決まる。すなわち、Ucj＜Vc0 の場合、Φ≒１、Ucj＞Vc0
の場合、Φ≒２となる。しかし、Ucj≒Vc0 の場合には、共振により、Φは最大で４に

達し、これはセルサイズと構造波の波長が同程度の場合に、屈曲波が励起されやすいこ

とによるものである。 
 

閉止端、ティー、エルボなどの配管構成要素がある場合、直管部を伝播する爆轟圧力か

ら変化する場合がある。特に、閉止端のピーク圧力は、直管部を伝播する爆轟圧力の

2.5 倍と推定されている。 
 

また、内部爆発による配管の破裂は、多くの状況で観察されており、管の閉止端の近傍

で爆発に移行する場合、特に深刻な負荷が発生する可能性がある。さらに、塑性変形の

定量的予測を行うためには、現実的な材料モデルと荷重履歴が必要とされるとともに、

ひずみ速度の影響を正確に捕捉することが特に重要である。 
 

 

4.5.1.3 静的格納容器冷却系の伝熱管内爆轟解析 

カリフォルニア工科大の Shepherd は、US-NRC からの依頼により、GE 日立ニュークリ

ア・エナジー社（以下、GE 日立）が設計した ESBWR の静的格納容器冷却系（Passive 
Containment Cooling System: PCCS）で懸念された伝熱管内の爆轟特性、並びに構造応答

を概略評価した(13)。 
 

GE 日立が事前に評価した PCCS 伝熱管内の雰囲気は、LOCAS 後 72 時間では、水素 50
～67%、酸素 25～33%、蒸気 0～25%、格納容器内の最大圧力は 407kPa、温度が 25～100℃
と想定された。 
 

Shepherd は、検証された手法に基づき、蒸気濃度をパラメータとして爆轟速度、爆轟圧

力（CJ 圧力、反射圧力）、セルサイズ等の評価を実施した。また、構造応答の評価条件

として、閉止端での反射波（＝2.5×Pcj)、あるいは DDT 圧力に、動的荷重係数（Dynamic 
Load Factor）として 2 を考慮するとしている。初期圧力 407kPa、温度 25℃、水素－酸
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素量論比での構造応答を解析した結果では、PCCS 内部構造物の応力、ひずみは弾性域

に留まると結論つけている。 
 
 

参考文献 
1. (社)火力原子力発電技術協会、「BWR 配管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防

止に関するガイドライン」 (平成 17 年 10 月). 
2. (社)日本原子力技術協会、「BWR 配管における混合ガス（水素・酸素）の燃焼によ

る配管損傷防止に関するガイドライン（第 3 版）」(平成 22 年 3 月). 
3. Y. Yamamoto, K. Aoki, N.Ichikawa, T. Sato, A. Shida, A. Nishukawa and T. Inagaki, 

“Noncondensable Gas Accumulation Phenomena in Nuclear Plant Piping”, Journal of 
Nuclear Science and Technology, Vol.48, No.7, pp.1004-1016, 2011. 

4. 中部電力株式会社 HP 情報、「浜岡 1 号機配管破断の原因と対策」 
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_jiko/kako/info_04/index.html  
(accessed 26 December, 2013) 

5. 佐藤一雄著、「物性定数推算法」、丸善株式会社、1977、377pages. 
6. EN1839：2003 Determination of explosion limits of gases and vapours. 
7. 藤井 他、「混合ガス燃焼時の配管強度に関する研究（各種配管形状での混合ガス爆

轟試験）」、(社)日本機械学会 2012 年度年次大会講演論文集 S083024 (2012). 
8. 熊谷 他、「混合ガス燃焼時の配管強度に関する研究（燃焼時の圧力評価用解析）」、

(社)日本機械学会 2012 年度年次大会講演論文集 S083025 (2012). 
9. 日高 他、「混合ガス燃焼時の配管強度に関する研究（第 1 報：試験による配管挙動

把握）」、(社)日本機械学会 M&M2012 カンファレンス講演論文集 OS0822 (2012). 
10. 根布 他、「混合ガス燃焼時の配管強度に関する研究（第 1 報：燃焼時の配管強度解

析）」、(社)日本機械学会 M&M2012 カンファレンス講演論文集 OS0823 (2012). 
11. 稲垣 他、「BWR 配管における混合ガス（水素・酸素）の燃焼による配管損傷防止

に関するガイドライン（第 3 版）の改訂概要」、平成 20 年度火力原子力発電大会論

文集、(2008). 
12. J. E. Shepherd, “Structural Response of Piping to Internal Gas Detonation”, J. Pressure 

Vessel Technol., Vol. 131, (2009). 
13. J. E. Shepherd, “Evaluation of ESBWR PCCS Detonation Analysis”, NRC contract study, 

(2010). 
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4.5.2 構造物破片の飛散 

爆発による内部圧力の上昇によって、構造物が破裂し破片として飛散する場合の、飛散

距離を推定する計算手続きは、TNO の Yellow book(1)に詳しい。ここでは、1 m3の当量

比 1 の水素空気混合気を想定して、球形容器が爆発によって破裂する場合について順を

追って計算してみる。 
 

当量比 1 の水素空気混合気を、初期温度 298.15 K、初期圧力 0.1 MPa において断熱平衡

計算(2)で定容燃焼を行った結果、爆発圧力 p1=0.801 MPa、音速 a1=1051 m/s が得られる。

ここから、破片の初期速度を計算するには、下記の式によって無次元化圧力 iP を算出

した上で、図 4.5.2-1 のグラフから破片速度を推定する。 
 
                  (1) 
 

gV は容器容量=1 m3、 vM は容器質量である。SS400 の容器が断熱平衡計算(2)で与えられ

る 0.801 MPa でちょうど破壊されると想定して厚さを決定すると、20.7 kg となる。算出

される無次元化圧力 iP は 0.0327 となる。容器が破裂して二つに分かれるものとすれば、

v1/a1=0.15 程度になる。したがって破片初速 v1は 160 m/s となる。図 4.5.2-1 には球形容

器の場合を示したが、容器形状によって用いるグラフを変える必要がある。 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.5.2-1 換算圧力と破片初速との関係(球形容器) 
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図 4.5.2-2 飛翔隊の換算初速と換算距離 
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破片初速が求まったので、次は破片の到達距離を見積もる。破片は空気による抵抗を受

け、かつ形状によっては揚力を受けて飛散していく。初速と飛散距離との関係を示すた

めには形状による抗力係数と、揚力係数を決定しておく必要がある。抗力係数と揚力係

数は TNO の Yellow book(1)に記載されており、参照されたい。 
 
先の仮定から半球でタンブリングなしで考えると、CDAD=0.568、揚力係数 0 を得る。こ

の結果から、換算速度 iv を算出した上で、図 4.5.2-2 から換算距離を読み取る。 

 
(2) 

 

ここで、 a は周囲空気密度=1.17 kg/m3、Mfは破片質量=10.3 kg、g は重力加速度=9.81 

m/s2である。計算した結果は 163 となり、図 4.5.2-2 から換算距離 fR は 6 になる。換算

距離は式(3)によって実距離に換算することができる。 
 
                   (3) 
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飛散距離は fR =187 m となる。 

 

参考文献 
1. Methods for the calculation of physical effects due to releases of hazardous materials 

(liquids and gases) 'Yellow Book' 3rd Ed. 2nd Rev., Editor:C.J.H. van den Bosch, R.A.P.M 
Weterings, TNO, (2005). 

2. ‘Chemical Equilibrium with Applications‘, http://www.grc.nasa.gov/WWW/CEAWeb/ NASA 
(accessed 18 June, 2015). 
 

（大塚 輝人） 
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4.5.3 一般的な建築物へのガス爆発の影響 

建造物、壁面等は主として耐震性を基準として作られており、設計にあたって多くの場

合横方向の大きな力を受けることを想定していない。そのため、一般的な建築物壁面で

あれば、Δp =10kPa(0.1atm)程度の過圧でも損壊してしまう。表 4.5.3-1 は、外部で起き

たガス雲の爆発の建物への影響を、参考までにまとめたものである(1)。 
 

表 4.5.3-1 外部で起きたガス雲の爆発の建物への影響(1) 

圧力上昇 
Δp (kPa) 

損傷 
圧力上昇 

Δp (kPa) 
損傷 

1 ガラス窓破壊 35-40 配管類損傷 

15-20 ブロック壁崩壊 70 建屋の全体的破壊 

20-30 鉄骨フレーム建屋損壊 50-100 円柱状保管タンクの変形 

 
 

参考文献 
1. Allen L. Camp et al., Light Water Reactor Hydrogen Manual, NUREG/CR-2726, August 

1983.  
 

(小川 徹) 
 

  

JAEA-Review 2016-038

- 178 -



JAEA-Review 2016-038 

- 179 - 

3/1

max

V
dt
dPKG 

4.6 水素爆発の防災減災技術 

4.6.1 爆発圧力放散口(1) 

爆発圧力放散口は、初期の燃焼による放散口付近の圧力の上昇を受けて、その圧力が静

止作動圧以上になった際に開口して、以降の爆発による圧力上昇を防ぐものである。し

たがって、事前の圧力上昇を伴わない爆轟について装置を守る用途には用いることはで

きない。 
 

爆発圧力放散口は、基本的には装置の一部に設けた開口をベントカバーで覆ったもので

あり、装置の内部で爆発が生じたときにはそこから圧力を大気中に放出して、装置自体

の破壊を防ぐために使用する。したがって、爆発圧力放散口はできるだけ低い圧力で、

できるだけ大きい面積の開口を生ずるものが効果的である。ただし、低圧で開放される

ということは圧力変動による誤作動を招く可能性がある。 
 

爆発圧力放散口は開口面積（放散面積）と静的作動圧力とが主な指標になるが、開口後

の装置内の最大圧力（放散圧力）を推定するには、爆発指数を考慮する必要がある。爆

発指数は、ガス爆発においては KG値と呼ばれ、最大爆発圧力上昇速度に装置容積の 1/3
乗をかけることで規格化した、爆発の激しさを示す指数である。（下式(1)参照） 
 
            (1) 
 

爆発指数が大きいほど放散圧力は大きくなる。常温常圧における水素空気の混合気で初

期の乱れがない場合の爆燃に関する KG値は 550～638 [×102kPa・m/s]程度である。なお、

単位系が旧来の式との互換のため、若干変更になっていることには注意が必要である。 
 

通常、装置容積、許容圧力を設計時点で決めておき、その内部で扱う可燃性物質につい

て爆発指数を得た上で、放散圧力が許容圧力以下になるように、開口面積を設定するこ

とで、爆発による被害を軽減させることができる。開口面積を算出するには、以下の式

による。 

Av = ｜(0.127 log10KG – 0.0567)Pred
-0.582 + 0.175Pred

-0.572 (Pstat – 0.1) ｜V 2/3     (2) 

ここで、Av は求める放散面積[m2]、Pred は放散圧力[×102kPa]、Pstat は静的作動圧力[×
102kPa]であり、V は装置容積[m3]である。 
 

放散面積を図的に求める方法として、ノモグラフが利用されることもある。ノモグラフ
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は、対象物質の KG値をあらかじめ想定しておき、代表的な Pred、Pstat を用いてグラフ

を作成して、装置内容積と放散面積の関係をあらかじめ示した図である。水素の場合を

図 4.6.1-1 に示す。 
 

例えば、100 ｍ3の装置容積に対して、2 [×102kPa]の放散圧力を許すとして、静止作動

圧力が 0.5 [×102kPa]であれば、図に示した矢印を順に追っていくことで求まる。つま

り、V=100 から垂直に Pred=2 の直線との交点を求め、その交点から横に向かって

Pstat=0.5 の直線とぶつかるまで線を引き、その交点から縦に放散面積の値を読むことに

よって、5 m2 の放散面積が必要であることが分かる。同じ条件を式(2)に入れて計算す

れば、5.2 m2が得られる。 
 

 

装置が扁平している場合や、初期圧力が常圧よりも高い場合、放散口から火炎が噴出す

るため、この火炎噴出をダクトによって安全な位置に移動させる際には、放散面積を更

に大きく取る必要がある。 

図 4.6.1-1 静止状態の水素(KG=550[×102kPa・m/s])に対する放散面積を求める 

ノモグラフ 
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爆発圧力放散口は、その総和の面積が必要な面積以上となるようにすれば、二つ以上に

分割して取り付けることが可能である。 

 

参考文献 
1. 爆発圧力放散設備指針（改訂版）、労働安全衛生総合研究所 TR-No.38 (2005). 
 

（大塚 輝人） 
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4.6.2 爆発の予防と防護に関する安全規格 

爆発性雰囲気においては、何らかの着火源の存在により爆発が起こり、その結果として

危害が生じる。爆発の予防と防護に関する規格として、EN1127-1:2011「爆発性雰囲気-
爆発の予防と防護-基本概念と方法論」(1)がある。この規格は、欧州指令 94/9/EC（ATEX）

及び 2006/42/EC 付属書 I の 1.5.7 項の本質的要件に適合するように策定されたものであ

る。そして、ISO12100:2010(2)に準拠したタイプ A 規格である。 
 

欧州規格 EN1127-1:2011(1)では、爆発を誘発する危険状態の識別及びアセスメントの方

法並びに必要な安全性の確保のための適切な設計及び製造方法を定めており、これは以

下の手順により達成される： 
 危険の同定（hazard identification） 
 リスクアセスメント（risk assessment） 
 リスク低減（reduction of risk） 
 使用上の情報（information for use） 

危険源の同定では、以下を考慮することとなる。 
  燃焼特性（combustion properties） 
  着火要件（ignition requirements） 
  爆発挙動（explosion behavior） 
リスクアセスメントの要素として、以下が挙げられる。 
  爆発性雰囲気生成の量と可能性の確定 
  着火源存在の確定 
  爆発の影響評価 
  リスクの評価 
 

欧州規格 EN1127-1:2011(1)では、リスクの低減において、はじめに予防（prevention）、次

に防護（protection）を行い、そして最後に情報（information）の提供を行うことが規定

されている。この順序の考え方は、国際安全規格 ISO12100:2010「機械類の安全性-設計

の一般原則-リスクアセスメント及びリスク低減」(2)におけるリスク低減方策における３

ステップメソッドと同一のものである。予防で低減できなかった場合にのみ防爆電気機

械器具の方策に頼るべきである。はじめから防護や情報で安全を確保する遣り方は、国

際安全規格の考えから逸脱するものである。 
 

リスクの低減の基本原理は、 
  a) 予防：  ①爆発性雰囲気の回避， ②着火源の回避 
  b) 防護：  構造的な防護手段 
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となっており、第一に予防、第二に防護を行う。 
 

基本的な爆発予防策は、可燃性物質を不燃性物質に代替えすること、及び可燃性物質の

濃度を抑制することである。そして、危険区域の分類として、爆発性雰囲気の発生頻度

や継続時間をもとにゾーンに分類する。 
 

ゾーンの分類 
Zone 0 （危険度 0 区域）：   

  ガス，蒸気又はミスト状の可燃性物質と空気との混合物質で構成する 
  爆発性雰囲気が連続的に、長時間又は頻繁に存在する区域 

Zone 1 （危険度 1 区域）：   
  ガス，蒸気又はミスト状の可燃性物質と空気との混合物質で構成する 
  爆発性雰囲気が通常運転中でもときどき生成する可能性がある区域 

Zone 2 （危険度 2 区域）：   
  ガス，蒸気又はミスト状の可燃性物質と空気との混合物質で構成する 
  爆発性雰囲気が通常運転中に生成する可能性がなく、生成しても短時 
  間しか持続しない区域 
 

具体的な数値を含むものの一例として、アメリカ石油協会の推奨基準を以下に示す。 
 
American Petroleum Institute (API), Recommended Practice (RP) 505 

Zone 0 （危険度 0 区域）：   
  爆発性雰囲気の生成時間が年間 1000 時間（年間の 10%）を超える場合 

Zone 1 （危険度 1 区域）：   
  爆発性雰囲気の生成時間が年間 1000 時間（年間の 10%）から 
  10 時間（年間の 0.1%）の場合 

Zone 2 （危険度 2 区域）：   
  爆発性雰囲気の生成時間が年間 10 時間（年間の 0.1%）から 
  1 時間（年間の 0.01%）の場合 
 

着火源有無の確定 
 着火源は、その発生の可能性に応じて次のとおり分類することが望ましい： 

a) 着火源が連続的あるいは頻繁に発生する。 
b) 着火源がまれに発生する。 
c) 着火源が非常にまれな状態で発生する。 
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着火源の種類は以下のとおりである。 
  高温表面 
  火炎と高温ガス（高温粒子を含む） 
  機械によるスパーク 
  電気機械器具 
  迷走電流とカソード防食 
  静電気 

雷 
  10kHz から 300THz の無線周波電磁波 
  3×1011Hz から 3×1015Hz の電磁波 
  イオン放射 
  超音波 
  断熱圧縮と衝撃波 
  粉塵の自己着火を含む発熱反応 
 

着火源を回避するための装置，防護システム及びコンポーネントに対する設計と製造の

要件は、 
  着火源を排除する 
  排除が困難な場合は、防護対策を施す 
 

爆発の影響を低減するための装置，防護システム及びコンポーネントに対する設計と製

造の要件は、 
  爆発に耐える設計 
  爆発の軽減 
  爆発の抑止 
  爆発伝播の予防 
具体的な方策については、IEC60079-0:2007「爆発性雰囲気 − 一般要件」(3)を確認され

たい。 
 

緊急対応 
  緊急停止 
  物質流れの遮断 
  プラントの冠水 
 

使用上の情報 
  装置，防護システム及びコンポーネントに関する情報 
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  爆発を防止するコミッショニング（性能検証），保守及び修理に関する情報 
  資格と教育  
 

欧州規格には、爆発性雰囲気での爆発の発生確率を定性的に示したゾーン分類、並びに

そこで使用される装置や防護システム及びコンポーネントのカテゴリーが記述されて

いる。両者の関係は、以下の表 4.6.2-1 と表 4.6.2-2 に示すとおりである。これらの表か

ら、各カテゴリーの装置が適用できるゾーン、並びに各ゾーンで適用できる装置のカテ

ゴリーを知ることができる。 
 

表 4.6.2-1 爆発性雰囲気での爆発の発生確率を定性的に示したゾーン分類 
≪装置の製造者の立場から≫ 

カテゴリー 爆発性雰囲気 ゾーン 適用可能ゾーン 

1G 
ガス／空気 
蒸気／空気 
ミスト／空気 

0 1,2 

1D 粉じん／空気 20 21,22 

2G 
ガス／空気 
蒸気／空気 
ミスト／空気 

1 2 

2D 粉じん／空気 21 22 

3G 
ガス／空気 
蒸気／空気 
ミスト／空気 

2 ― 

3D 粉じん／空気 22 ―  
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表 4.6.2-1 各ゾーンにおいて使用される装置や防護システム及び 
コンポーネントのカテゴリー ≪装置の使用者の立場から≫ 

ゾーン カテゴリー 爆発性雰囲気 

0 1G 
ガス／空気 
蒸気／空気 
ミスト／空気 

1 1G,2G 
ガス／空気 
蒸気／空気 
ミスト／空気 

2 1G,2G,3G 
ガス／空気 
蒸気／空気 
ミスト／空気 

20 1D 粉じん／空気 

21 1D,2D 粉じん／空気 

22 1D,2D,3D 粉じん／空気 

 
 

参考文献 
1. EN 1127-1:2011, Explosive atmospheres – Explosion prevention and protection – Part 1: 

Basic concept and methodology. 
2. ISO 12100:2010, Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and 

risk reduction, (2010). 
3. IEC 60079-0:2007, Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements. 
 

（門脇 敏、勝身 俊之） 
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4.6.3 消炎装置 

水素は爆発範囲が 4.0～75 vol%(1)と広く、燃えやすいガスの一種である。これは換言す

れば消炎しにくいガスということである。ある隙間を開けた平行平板間を火炎が伝播で

きるかを測定することで、消炎しやすさを比較することができる。この火炎が伝播しな

い最大の隙間の距離を平板消炎距離と呼び、様々な研究者が様々な装置を用いて測定し

た結果があるが、参考文献[2]にまとめられた表によれば、水素の平板消炎距離は 0.024 
inch=0.60mm である。同様の考え方で、与えられた配管を火炎が伝播しうるかどうかを

指標とした、消炎直径という値もあるがこちらは理論的に平板消炎距離と下記の関係が

あることが知られている(3)。 
 

65.0/平板消炎距離消炎直径    (1) 

 

平板消炎距離は、燃焼による圧力上昇を加味したものでないため、電気設備等の防爆構

造、特に耐圧防爆について考える場合、部品間に認められる隙間として、そのまま用い

ることはできない。爆発に際しての背圧の上昇により、火炎面付近の流れが促進される

と、伝熱時間が短くなるため、隙間が平板消炎距離であっても通過する可能性がある。

以上のように実用上、平板消炎距離では問題があるため、爆発による背圧の上昇を加味

した消炎の特性値として MESG（Maximum Experimental Safety Gap）の測定方法を IEC
が規格として定めている(4)。MESG は、平板消炎距離と同様に平板の間を火炎が伝播す

るか否かを測定するが、着火するのは 20 cm3 の球形容器中心であり、同球形容器を中

央で上下に半分に離れさせ、その上下の容器の縁から、容器外の混合気に火炎が伝播す

るかを測定するものである。装置の概略図は参考文献[1]に掲載されているので、参考

にされたい。 
 

容器縁の長さは規格上規定されていないが、メタン、プロパン、水素の各々の MESG
が 1.16 mm, 0.90 mm, 0.30 mm となるように装置を作成することが求められている。

MESG が 0.5 mm 以下のガスは、最も消炎の困難な Group IIC に分類される。ただし、

音速を超えて衝撃波を伴い伝播する爆轟へ転移するような火炎の伝播距離は設けられ

ていないため、得られた MESGは爆燃についての値であることには注意が必要である。 
 

実際の消炎装置としては、波上に成型した金属板を用いて、細管と同様の効果を持たせ

たクリンプリボン（crimped ribbon）式のものが、水素用に用いられている。クリンプリ

ボン式は、圧力損失面で金網等に比べて優れており、水素空気の爆轟についても消炎が

可能なものが市販されている。 
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消炎装置の性能の評価については、ISO の規格(5)が存在する。規格内では火炎の伝播形

態を爆燃と安定な爆轟、そして不安定な爆轟に分類してテストされる。爆燃よりも、爆

ごうの方が圧力も高く、伝播速度も大きいため、消炎に関して、厳しい条件といえる。

また、不安定な爆轟において、突発的に大きな圧力を発生することがあるため、安定な

爆轟より、消炎について厳しい条件となる。消炎装置の設置位置についても、配管内に

設ける in-line、配管末端で火炎の配管内への伝播を抑止する end-of-line、配管から外部

への火炎伝播を抑止するpre-volumeと3種類に分けて試験方法が詳細に記述されている。

水素に適用できる消炎装置は、より大きな MESG を持つガスについても適用できると

されているため、ほぼ全てのガスへ適用することができる。 
 

参考文献 
1. ユーザーのための工場防爆設備ガイド、労働安全衛生総合研究所 TR-No.44 (2012). 
2. 疋田 強監修 総合安全工学研究所編集、「火災・爆発危険性の測定法」、日刊工業

新聞社 (1977).  
3. R.A. Strehlow, 水谷幸夫訳、「基礎燃焼学」、森北出版 (1973). 
4. EC60079, “Explosive atmospheres — Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour 

classification - Test methods and data”, Edtion1.0 (2010). 
5. ISO16852, “Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits for use”, 

(2010). 
 

（大塚 輝人） 
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Flame acceleration 
characterization 

Ahmed BENTAIB1 & Nabiha Chaumeix2 

 

1. Introduction 

In the context of core melt accident 

studies on pressurised water reactors 

(PWRs), “hydrogen risk” is defined as 

the possibility of containment integrity 

being lost in a reactor or its safety 

systems as a result of hydrogen 

combustion. The hydrogen is mostly 

produced through oxidation of the 

metals present in the reactor core 

(predominantly the zirconium 

contained in the cladding of the fuel 

elements) during the core degradation 

phase, and oxidation of the metals 

present in the corium pool or in the 

basemat during the molten corium-

concrete interaction phase. 

Subsequently, the hydrogen produced 

in this way is released into the 

containment. The hydrogen 

distribution in the containment is more 

or less homogeneous depending on the 

degree to which the atmosphere is 

mixed (this is mainly linked with the 

convection loops resulting from steam 

condensation within the containment). 

If it is highly heterogeneous, there 

may be local hydrogen concentrations 

that exceed the gaseous mixture 

flammability limit; if it ignites, this 

may result in pressure loads that could  

火炎加速の特性 
 

アーメド・ベンタイブ, 

ナビハ・ショーメイ 

 
1. はじめに 

加圧水型炉（PWR）の炉心溶融研究の

文脈では、「水素リスク」は水素燃焼

の結果として格納容器や炉の安全系が

損なわれる可能性と定義される。水素

のほとんどは、炉心崩壊過程において

は炉心中の金属（PWR では主として燃

料棒の被覆管に含まれるジルコニウ

ム）の酸化により、また、溶融炉心-コ

ンクリート反応過程においては溶融コ

リウムに含まれる金属の酸化により生

成する。このようにして生成した水素

は格納容器内に放出される。格納容器

内の水素分布は格納容器内雰囲気の混

合の度合いに依存するが、おおむね一

様となる。（格納容器内雰囲気の混合

は、水蒸気の凝縮に伴う対流ループの

形成と関係する。）もし、水素分布が

強い非均質性を持つ場合には、局所で

可燃限界組成を超え、そこに着火した

場合には、安全系機器や格納容器の健

全性を損なうような圧力負荷がかかる

ことも考えられる。 

 

格納容器内混合気の可燃性は温度、圧

力、組成の関数であるとともに、着火

モードにも依存する。しかし、実際上

図 1 の Shapiro 線図上で水素-空気-水蒸

気の混合気の組成を表す点をその混合

気の可燃性の判断に用いることができ 

付録 4-1：海外研究者からの寄稿 
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may result in pressure loads that could 

threaten the integrity of the safety 

components as well as of the 

containment.  

The flammability of the containment 

gas mixture depends on the mixture 

temperature, pressure and 

composition, as well as the ignition 

mode. In practice, however, the 

position of the point representing the  

mixture composition (hydrogen, air 

and steam) in the Shapiro diagram (see 

Figure) can be used to  determine 

whether the mixture is flammable or 

not. In this diagram, the ignition and 

detonation regions are bounded by 

curves: the flammability limit 

curvebounds the flammability region, 

and the detonation limit curve bounds 

the detonation region. The detonation 

region, which is smaller, is within the 

flammability region. The flammability 

and detonation limits depend on the 

temperature and pressure; 

furthermore, the detonation limit is 

not an intrinsic characteristic of the 

gas mixture; it is only valid for the 

geometry in which it is obtained. 

In a mixture known to be flammable, 

combustion may be triggered by an 

energy source of a few millijoules. 

Consequently, in the presence of 

electrical power sources or hot points, 

it seems reasonable that ignition would 

occur rapidly once the gas mixture  

る。この線図において、着火可燃領域

爆轟領域を曲線で囲んである。 

爆轟限界曲線が爆轟領域を定めている

爆轟領域は可燃領域より狭く、後者の

内側に存在する。可燃限界と爆轟限界

とはともに温度、圧力に依存する。な

お、爆轟限界は混合気それ自体に固有

な性質なのではなくて、その混合気が 

存在する空間の幾何学的特性（寸法、

形状）においてのみ有効である。可燃

組成にある混合気の燃焼は数ミリジュ

ールのエネルギー源によって誘起され

る。したがって、電源類や高温部位が

そこに存在すれば、混合気の組成が可

燃領域に入れば速やかに着火が起きる

と想定することができる。対照的に、

安定な爆轟の発生にはかなり大きなエ

ネルギー源（少なくとも 100kJ 程度）

が存在しなければならない。このこと

から、実際上、直接的な爆轟の発生の

可能性は極めて低いとすることができ

る。そして、爆轟が発生するとするな

ら、火炎加速によって爆燃-爆轟遷移に

いたるような状況だけであると考える

ことができる。流体力学的な不安定性

と（主に火炎の伝播経路上の障害物に

より形成される）乱流により、初期は

（火炎伝播速度 1m/s 程度の）層流燃

焼であったものが加速される。このよ

うな燃焼の加速により数 100m/s にい

たるような爆燃、爆燃-爆轟遷移（DDT）

そして爆轟（1000m/s以上）に発展する

ことがあり得る。これらの爆発的事象

は、局所的に極めて大きな動的負荷を

格納容器壁に与え、機械的健全性を脅

かす最大の要因となる。
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enters the flammability domain. In 

contrast, a stronger energy source (at 

least 100 kilojoules) is required to 

trigger a stable detonation. This 

explains why direct detonation can be 

ruled out for practical purposes; the 

only mechanism considered likely to 

provoke detonation is a flame 

acceleration leading to deflagration- 

to-detonation transition. Due to 

hydrodynamic instabilities and 

turbulence (primarily caused by 

obstacles in the flame’s path), an 

initially laminar deflagration (with a 

flame velocity of around 1 m/s) may 

accelerate. Rapid combustion 

conditions may also develop, involving 

rapid deflagration (a few hundred m/s), 

deflagration-to-detonation transition 

(DDT) and detonation (over 1000 m/s). 

These explosive phenomena pose the 

biggest threat to the mechanical 

integrity of the containment walls, as 

they can produce very large, localised 

dynamic loads. The higher the 

combustion speed, the higher the 

pressure peak, albeit with a shorter 

peak application time. 

 
Figure1 Shapiro diagram for the 

hydrogen, air and steam mixtures 

数 100m/s にいたるような爆燃、爆燃-

爆轟遷移（DDT）そして爆轟（1000m/s

以上）に発展することがあり得る。こ

れらの爆発的事象は、局所的に極めて

大きな動的負荷を格納容器壁に与え、

機械的健全性を脅かす最大の要因とな

る。圧力ピークの作用する時間は短い

としても、燃焼速度が大きければそれ

だけ、圧力ピークは大きくなる。  
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2. Flame Acceleration 
criterion in Homogeneous 
atmosphere 

Numerous experimental programmes 

have been conducted on flame 

propagation in a premixed atmosphere 

containing hydrogen. These tests have 

two objectives: 1) to characterise the 

transition between slow and fast 

conditions and between deflagration 

and detonation; and 2) to produce a 

database for validating computational 

codes. There are two types of tests: 

 analytical tests to determine the 

laminar flame characteristics and 

to construct a database for 

qualifying the different flame 

conditions; 

 dedicated tests for studying 

turbulent flames with the aim of 

validating computational codes 

and establishing criteria for 

characterising the possible flame 

regimes.  

As was the case for hydrogen istribution 

in the containment, a state-of-the-art 

report on flame acceleration and 

deflagration-to-detonation transition was 

produced in 2000 by a group of 

international experts (including IRSN 

experts) within the framework of OECD. 

This report provides a description of the 

major experiments conducted in the 

facilities of BMC, NUPEC, VIEW, HTCF, 

FLAME, RUT, etc. on flame  

 

 2. 均質雰囲気における火炎加速の

判断基準 

水素を含む予混合雰囲気中での火炎伝

播については数多くの実験的研究がな

されてきた。それらの試験は次の二つ

の目的をもって実施された。すなわち

1)遅い燃焼から速い燃焼への遷移、爆

燃から爆轟への遷移の特徴を明らかに

すること、そして、2)計算コードの検

証のためのデータベースを作ることで

ある。二種類の試験が行われた。 

- 層流燃焼の特徴を定め、異なった火

炎条件の把握に向けたデータベース

を構築するための要素試験 

- 乱流燃焼の研究に特化し、計算コー

ドの検証と燃焼状態間の遷移の判断

基準を確立するための試験 

格納容器内の水素分布についてもそう

であったが、火炎加速と爆燃-爆轟遷移

にかかわる技術水準を見定める報告書

が、2000年にOECDの組織した（フラン

スIRSNも含めた）国際的専門家グルー

プによって作成された。この報告書

は、火炎加速と爆燃-爆轟遷移につい

て、BMC, NUPEC, VIEW, HTCF, FLAME,

RUT等の保有する施設で行われた主な

試験結果を掲載している。そして、こ

れらの施設での各種試験結果に基づい

て、異なった燃焼状態間の遷移を判断

する基準が作られた。これらの基準

は、さらに、欧州HYCOM計画とフラン

スのENACCEF計画の中で発展させられ

た。 
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acceleration and deflagration-to-

detonation transition. Criteria for the 

 

transition between the different 

combustion conditions were developed 

on the basis of the results obtained 

from the tests conducted in these 

facilities; these criteria were then 

refined as part of the European HYCOM 

programme and the French ENACCEF 

programme. 

Thus, to identify the dangerous 

configurations that may lead to fast 

flame propagation and consequently to 

dynamic loads, prerequisite criteria, 

i.e. conditions required for the various 

combustion modes, had been 

developed. Two types of criteria have 

been defined in this way:  

- the criterion “” concerns the 

flame acceleration; the value  is 

the mixture expansion factor, i. e. 

the ratio between the cold gas and 

burnt gas densities at a constant 

pressure, and so is an intrinsic 

property of the mixture in 

question; the critical value * 

above which flame acceleration is 

possible depends on the gases 

initial temperature and the flame 

stability and has been determined 

using the results of many 

experiments at different scales 

and in different geometries; 

- similarly, the necessary conditions 

have been established for assessing  

 

 

 

このようにして、高速な火炎伝播とそ

れに起因する動的負荷にいたるような

危険な配置を同定するべく、様々な燃

焼モードの実現にかかわる前提条件が

分かってきた。次のような二種類の判

断基準が定められた。 

 

- 火炎加速に関わる基準。 値と

は、混合気の膨張比、すなわち、定

圧下での燃焼前後での気体密度の比

であって、混合気それ自体の固有の

性質である。火炎加速が可能となる

臨界のσ値（σ*）は、混合気の初期温

度と火炎安定性の関数であり、様々

な規模と形状で行われた多数の試験

の結果を用いて決定された。

同様に、爆燃-爆轟遷移（DDT）の可能

となるのに必要な条件が確定された

その条件とは、対象となる空間（容

器、室）の代表寸法と、爆轟セル・

サイズ（λ）とを比べるものであり

混合気のDDTへの移行しやすさを特

徴づけるものである。
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the possibility of a deflagration-to-

detonation transition (DDT); these  

on comparing a length typical of on 

comparing a length typical of the 

studied chamber geometry with the 

size of the detonation cells (marked 

) characterising the mixture

sensitivity. 

3. Verification of the -criterion
for multi-compartment
geometry in framework of
EU-HYCOM project (2000-
2003) 

One of the important objectives of the 

HYCOM project was to test the -

criterion in multi-compartment 

geometry. Originally the criterion was 

developed on the basis of tests in 

obstructed tubes with constant cross 

sections including cases of elevated T 

and P and of steam dilution. The 

criterion gives a description of mixture 

properties that provide potential for 

effective flame acceleration (FA) in 

tubes with obstacles. Correlations for 

the critical expansion ratio  (ratio of 

densities of reactants and products) 

were suggested in a form of 

 > *(Ea/RTu), where Ea is the 

effective activation energy, R is the 

gas constant and Tu the initial mixture 

temperature. The effective activation 

energy for H2-air-steam mixtures was 

assumed to be a function of 

equivalence ratio . This gives a 

correlation for the critical * in the 

form of * = *(Tu, ). The accuracy of 

the criterion was estimated as  8% in 

critical *-value. For hydrogen-air  

3. EU-HYCOM プロジェクト(2000-
2003)での多区画配置におけるσ

基準の検証

HYCOMプロジェクトの重要な目的の一

つが多区画配置におけるσ基準を確かめ

ることであった。元々のσ基準は、一定

の断面積を持つ障害付き管を用い、水

蒸気濃度、温度、圧力を変えて行った

試験の結果に基づいて作られた。そこ

で得られた基準は、障害付き管の中で

の実効的な火炎加速の可能性につい

て、混合気の特性を定めるものであっ

た。臨界膨張比（反応ガスと生成ガスの

密度比、ρ未燃気体 /ρ既燃気体）σ* を Ea/RTu （た

だし、Eaは実効的活性化エネルギー 、

Tuは混合気初期温度、Rは気体定数）の

関数として捉えられ、σ>σ*(Ea/RTu)が

火炎加速の条件であることが示唆され

た。水素-空気-水蒸気混合系の実効的

活性化エネルギーは当量比φの関数で

あると仮定された。したがって、σ*を

σ*(Tu,φ)と表される。このようにして

求められる基準はσ*値にして± 8%の精

度を持つと評価された。常温常圧の水

素-空気混合気では、火炎加速の臨界組

成は水素濃度にして10.5 ± 1.3 vol %に

なる。  
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  24.21**
0



mixtures at normal initial temperature 

and pressure this gives the critical 

composition of 10.5  1.3 % vol. of 

hydrogen.  

In cases of complex flow geometry, 

combustion processes can be affected 

by the change of cross-section along 

the flame path, or by lateral venting. 

Thus, the venting decreases the 

effective expansion of the products, 

and a more energetic mixture (larger 

) is necessary for strong FA. Thus, the 

effect of lateral venting on *-value 

had been expressed as follow: 

                           

where stands for the ratio of the  

lateral surface opening per cross section 

flame path. The following figure shows 

the lateral venting effect on critical * 

value based on experiments performed 

on RUT facility in framework of HYCOM 

project. 

 

 

Figure2.  Suppression of FA in tubes 

with lateral venting 

複雑な流路形状では、火炎経路に沿っ

た断面積の変化や、側方へのベンティ

ングによって、燃焼過程が影響を受け

る。このような場合には、燃焼生成物

の実効的な膨張が阻害されることにな

るため、強い火炎加速を起こすには、

より大きなエネルギーを持つ（の大き

な）混合気が必要となる。側方ベンテ

ィングの効果は次式で表される。 

  24.21**
0

  

ここで、αは火炎経路断面積に対する

側方開口面積の比である。図2は、

HYCOMプロジェクトの中でRUT施設を

用いて行われた試験結果に基づき、*

の側方ベンティングの効果を示すもの

である。 
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In the opposite situation, reduction 

of cross-section along the flame 

path can promote the FA. Thus, 

large flame area in the wide section 

of RUT generates an excess volume 

of hot products acting as a gas 

piston, which pushes the flame 

along the left channel (Fig. 3). 

It was indeed observed that the 

flame accelerated strongly in this 

channel for tests with 10% H2. High 

overpressures were generated in this 

case. The results show, however, 

that the decrease of H2 

concentration down to 9% results in 

a very weak combustion process 

with low overpressures, even though 

the flame is pushed through the 

channel by the additional gas piston. 

(Fig. 4) 

 

 

これとは反対に、火炎経路に沿って

断面積の減少がある場合は火炎加速

(FA)を促すことになる。RUT施設中

間に設けられた大きな空間は熱いガ

スに大きな余剰体積を与えるので、

火炎を左方のチャンネルに向けて押

し出すピストンとして作用する。 

 

事実、このチャンネル条件の試験で

は、火炎の激しい加速が10% H2の混

合気で観察された。そぢて、大きな

過圧力が発生した。しかし、H2濃度

を9%まで下げた場合は、火炎はガ

ス・ピストン作用で押し出されたも

のの、燃焼は極めて弱く、過圧も低

いものであった。 

 

 

 

Figure 3: RUT facility scheme (65 m length, height 6 m, canyon length 15m, depth 2.5 m)  

 

Figure 4:  Large flame area generates an excess volume of hot products acting as a gas piston 
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Concerning the uncertainty range of 

the -criterion, the promoting effect 

of flow geometry on FA was found to 

be limited in strength, the existing 

uncertainty range of the -criterion 

cannot be significantly reduced. This 

range covers the possible promoting 

effect of multi-compartment 

geometry, which should be taken into 

account in reactor applications. It may 

be suggested that the application of 

the -criterion should be combined 

with CFD analysis, if further reduction 

of uncertainties is desired.  

 

4. Sigma-criterion application 
at IRSN 

The sigma criterion were initially 

established for homogeneous gas 

mixtures and then extended to cover 

mixtures in which there are hydrogen 

concentration variations, on the basis 

of the ENACCEF programme's results. 

Based on CFD simulation of the 

hydrogen distribution, the ratio 







*

  

field is analysed. The gaseous volume 

satisfying  1
*











  will be the region 

where the ignition point will be 

defined.  
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 基準の不確実性の幅に関しては、流

路の幾何的特性による促進効果は限ら

れた効果しか持っていない。この効果

を考慮しても、不確実性の幅は顕著に
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区画条件での促進効果の範囲をカバー

している。不確実性の幅をさらに狭め

るためには、基準を CFD 解析と組み

合わせるべきことが有効であろう。 

 

 

 

 

 

4. IRSN における基準の利用 

基準は元々は一様な混合気組成に対し

て確立されたものである。そこで、

ENACCEFプロジェクトの成果に基づ

き、水素濃度勾配のある場合も扱うよ

うに拡張した。水素分布のCFD解析に

基づき、 







*


比の分布が求められる。

混合気の局所において、 







*


≥1となる

場合、解析ではその箇所の内部に着火

点を置いている。 
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(翻訳: 小川 徹) 

 

 

翻訳者注記: 

臨界膨張比*はX=Ea/RTu として、 

*=0.9×10−5 X3 - 0.0019X2  +  

0.1807X  

+ 0.2314 

と求められている(1)[1]。なお、Ea/R

の次元は温度であり、水素-空気-水蒸

気系のEa/Rは当量比φ<0.79の薄い混

合気について約9800K、φ>1.51の濃

い混合気について17700K程度とされ

ている(1)(2)[1,2]。これを図示すると概

ね下図のようになる。 

 

1. IRSN,  2   ICARE(CNRS Orléans) 
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付録 4-2：詳細反応機構の解析手法 

1. はじめに 

N 種類の Ai (i = 1,構の N)を含み M 個の反応から成る反応系を考える。この系の反応式

は 

  
 


N

i

N

i
iijiij MjAA

1 1
,,10   (1) 

で表される。ここで j は反応の番号、i は化学種、ijは j 番目の反応での i 番目の化学種

の量論係数で、は反応物、は生成物を表し、反応物の量論係数は負、生成物の量論係

数は正と定義する。式(4)で表される反応が素反応であれば前節のとおり単分子、二分

子又は三分子反応のみから構成されるので量論係数は通常は1 又は2 であり、一般的

には一つの素反応に含まれる反応物は 3 種類以下である。i 番目の化学種の生成速度は 

  














M

j
jij

i
i q

t
Ar

1chem

  (2) 

で与えられる。ここでij =  + 、[Ai]は化学種 Aiの体積濃度で、( )chemは化学反応のみ

による濃度変化を表す。qjは反応速度であり、 

   






 
N

i
ij

N

i
jjj

ijij AkAkq
1

r
1

f
  (3) 

と定義する。拡散や流れの効果を考えない場合、ri = d[Ai]/dt となる。式(2)を解くために

は化学種の濃度のみならず、熱力学状態量を二つ指定しなければならない。体積 V が一

定で断熱の反応系では体積 V と内部エネルギーU が保存され、圧力一定で断熱の反応系

であれば圧力 P とエンタルピーH が保存される。いずれの場合においても反応の進行と

ともに反応熱によって系の温度も変化するので、エネルギー保存則から導かれる温度に

関する微分方程式も式(2)と連立させて解く必要がある。 
 

反応速度式(3)の kfjと krjはそれぞれ正反応と逆反応の速度定数であるが、t  で各化学

種の組成が平衡組成を正しく与えるためには kfjと krjの比は平衡定数に等しくならなけ

ればならない。したがって通常は kfj, krjのどちらか一方を与えて、他方は平衡定数から

計算する。各反応の平衡定数はその反応に含まれる化学種のエンタルピーとエントロピ

ーを与えれば計算できる。また化学種のエンタルピーと比熱は化学反応による発熱を伴

う系の温度変化を計算するためにも必要となる。したがって詳細反応機構を用いた解析

では、含まれる化学種の熱力学特性値（比熱、エンタルピー、エントロピー）も重要で

ありこれらと素反応速度定数のパラメータと併せて一つの反応モデルとみなすべきで

ある。 
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各化学種に対する熱力学特性値と各素反応に対する速度定数が得られると式(2)で表さ

れる反応速度式を解くことができる。反応速度式(2)は一般には非線形常微分方程式で

あり、解析解は得られないので数値的に解く必要がある。燃焼反応系のように非常に速

い素反応と遅い素反応が混在している反応機構の反応速度式は非常に stiff（硬い）とな

り、Runge-Kutta 法などの陽解法で解くことは困難である。本節の冒頭で紹介した反応

解析ソフトウェアでは陰解法に基づく数値解法が用いられている。 
 

水素の燃焼反応機構の場合、例えば清水らのモデル(1)では（N2等の第三体としてのみ反

応に関与するものを除くと）8 種類の化学種と 21 の素反応から構成される。しかし全

ての素反応が等しく重要であるわけではなく、条件を既定すれば注目する現象に大きな

影響を与える素反応は僅かである。以降では実際の計算条件において重要な反応を抽出

するための解析手法について解説する。 
 

2. 反応経路解析 

詳細反応機構を用いた数値シミュレーション結果の解析において、最も直感的に理解し

やすいものが反応経路解析であろう。反応経路解析と次節で紹介する感度解析は、多く

の反応解析ソフトウェアにも実装されており、広く用いられる解析手法である。 
 

反応経路解析では式(3)の qで定義される化学種の生成速度（rate of production: ROP）に

基づく解析法である。化学種 i の生成に対する規格化した素反応 j の寄与率 RP
ij及び消

滅に対する寄与率 RD
ijを以下のように定義する。 

 
 

 
 



 M

j
jij

jijD
ijM

j
jij

jij
ij

q

q
R

q

q
R

11

P

0,min

0,min
,

0,max

0,max








 

ここで max(x, y), min(x, y)は xと yの大きい方（小さい方）の値を返す関数であり、ij
が正（負）の生成（消滅）速度のみを考慮していることになる。これらの値を各時刻に

おいて求めると、どの反応がどの化学種の生成消滅にどの程度寄与しているかが明らか

になる。さらにこの値をもとに反応物から出発してどのような中間体を経由して最終生

成物に至るのか、反応経路図を構築することも可能である。 
 

3. 感度解析 

反応系を理解するため、また重要な素反応を抽出するための方法として最もよく用いら

れる方法が感度解析である。反応速度式(2)は以下のように書き直すことができる。 
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          NikkkAAAF
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式(4)は微分方程式が速度定数 kj にパラメトリックに依存している、ということを表現

する。化学種 Aiに対する速度定数 kjの絶対感度係数 Sabs,ijと相対感度係数 Sijを 
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  (5) 

と定義する。感度係数は化学種のみならず、状態量や他の反応特性（着火誘導期や燃焼

速度）に対しても同様に定義できる。一般に感度係数は解析的に求めることができない

ので、数値積分により計算される。ここで 
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に注意すると、感度係数は次式により計算できる。 
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abs,abs,

abs,  (6) 

上式において J = (Jik) = (Fi/[Ak])は反応速度式(4)のヤコビアン行列である。ヤコビアン

行列を求めておくと常微分方程式を陰解法によって解く場合に収束性を改善すること

ができ、ヤコビアン行列を計算する常微分方程式の数値解法では式(4)と式(6)を同時に

解いて感度係数を求めることができる。 
 

感度係数の大きな反応は全体の反応経路においてボトルネックとなっており、律速段階

（rate determining step）と呼ばれる。感度係数が大きい反応は対象とする化学種や状態

量の時間変化の再現にとって重要であることを意味するが、感度係数が小さい反応が想

定する条件において不要であるか否かの判断には注意を要する。感度係数が小さいとい

うことはその反応が律速段階ではないことを意味するのみであり、前節の反応経路解析

において寄与率の大きな反応は律速段階ではなくても（反応速度定数に高い精度は必要

なくても）特定の化学種の生成を記述するためには必要な反応である。 
 

4. 固有値解析 

想定する条件や時間スケールにおいてどの化学種が定常状態とみなせるのか、あるいは

微分方程式系の時間スケールがどの程度であるかなどを調べるために有効な方法とし

て固有値解析が挙げられる。反応速度式(4)を行列式として表すと次式となる。 
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    t
t
t cFc


d
d

 

Fを時刻 t0における濃度 c0 = c(t)のまわりでテーラー展開すると 

        ccJcFccFcFc dd
d
d

000 
t

 

となり、反応速度式の時間スケールはヤコビアン行列 Jの固有値で決まっていることが

分かる。 
 

5. ラジカル連鎖反応機構 

水素の燃焼反応は連鎖反応機構で進行する。まず連鎖開始反応（chain initiation reaction）
により H, O, OH などの原子やラジカルが生成する。連鎖反応機構においてはこれらの

化学種をまとめて連鎖担体（chain carrier）と呼ぶ。この開始反応は反応容器の壁におけ

る不均一反応や、下記のような気相反応も考えられる。 
 

H2 + O2  H + HO2 (7) 
H2 + O2  OH + OH (8) 
 

上述反応はいずれも吸熱反応で活性化エネルギーは大きく、高温においても遅い反応で

ある。燃焼反応のような連鎖反応系においては、一般に開始反応の速度は後続反応の速

度に比べて遅いので、開始反応の感度係数は極めて小さくなる。開始反応によって生成

した連鎖担体は H2, O2と以下のように反応する。 
 

H + O2  OH + O (9) 
O + H2  OH + H (10) 
OH + H2  H2O + H (11) 
 

これらの反応の 298 Kにおける標準反応エンタルピー変化は 70, 9.2, -63 kJ mol-1である。

反応(9), (10)は一つの連鎖担体から二つの連鎖担体が生成する反応で、連鎖分岐反応

（chain branching reaction）と呼ばれる。一方反応(11)は反応前後で連鎖担体の数が保た

れており、連鎖成長反応（chain propagation reaction）である。 
 

反応(9)で生成した O 原子は反応(10)により消費されるが、同時に H 原子と OH ラジカ

ルを生成する。反応(10)で生成した H 原子は反応(9)で再び O 原子と OH ラジカルを生

成する。これらの連鎖分岐反応により連鎖担体濃度は指数関数的に増加する。実際に水

素爆発の第二限界より若干低圧（480C, 0.01 気圧）における詳細反応機構による計算結
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果（付図.2-1 (a), (b)）を見ると連鎖単体濃度が指数関数的に増加し、急激な温度上昇に

至っている。このように連鎖単体濃度が増加することにより、系全体の反応が加速され

ることで生じる爆発を連鎖爆発と呼ぶ。 
 

 

反応開始から急激な温度上昇が起こるまで（あるいは OH ラジカル等がある濃度に達す

るまで）の期間を着火誘導期と呼ぶ。付図 2-1 (c)を見ると着火誘導期である 0.06 秒に

おいて H 原子の生成、消滅に重要な反応が(9) – (11)であることが分かる。一方で反応

(11)の発熱量と反応(9), (10)の吸熱量がほぼ等しいため、付図 2-1(a)からも分かるように

この期間の温度上昇は僅かである。爆発により系の温度が上昇するのは、連鎖担体濃度

が十分に高くなると以下に示すラジカル再結合反応が進行するためである。 
 

H + O2 (+M)  HO2 (+M) (12) 
H + H (+M)  H2 (+M) (13) 
H + OH (+M)  H2O (+M) (14) 
O + O (+M)  O2 (+M) (15) 
OH + OH (+M)  H2O2 (+M) (16) 
 

 

付図 2-1 爆発第二限界付近（初期温度 480C、初期圧力 0.01 気圧、H2:O2 = 2:1 混合

気体）、定容断熱容器における自着火シミュレーション結果。(a)温度プロファイル (b)
濃度プロファイル (c) 0.06 秒における H 原子生成速度解析 (d)温度に関する感度解
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これらの再結合反応の発熱量は大きいため、系の温度は急激に上昇する。温度に関する

感度解析結果（付図 2-1(d)）を見ると、温度上昇を促進する（正の感度を持つ）反応は

吸熱反応(9)であり、抑制する（負の感度を持つ）反応は発熱反応(12)であることが分か

る。 
反応(13) –  (16)は連鎖担体の数を減少させる反応を連鎖停止反応(chain termination 
reaction)と呼ばれ、連鎖反応

の進行を阻害する効果を持

つ。反応(12)において生成す

る HO2 は不対電子を持つラ

ジカルではあるが OH, O, H
などの連鎖担体に比べ反応

性が低いため、着火（爆発）

現象の理解においては連鎖

停止反応とみなす。付図 2-1 
(d)において吸熱反応(9)が正

の感度を持ち、発熱反応(12)
が負の感度を持つことは一

見して矛盾しているように

も感じられるが、反応(9)と
反応 (12)は同じ反応物によ

る連鎖分岐反応と連鎖停止

反応であることで説明でき

る。即ち反応(9)は吸熱では

あるが連鎖担体濃度を上昇

させ系全体の反応を加速さ

せる一方、反応(12)は連鎖単

体濃度を減少させ系全体の

反応を減速させる効果を持

つ。 
 

連鎖停止反応の中で特に反応(12)は重要となる。上述したとおり反応(12)の反応物は連

鎖分岐反応(9)と同じであり、再結合反応であるため速度定数は圧力に依存し高圧条件

では反応(9)を凌駕し連鎖担体の増加を抑制する。すなわち反応(12)の圧力依存による反

応(9)とのバランスにより水素爆発の第 2 限界（図 4.1-1 の C 点）が決まる。実際、爆発

第二限界よりも若干圧力が高い条件（480C、1 気圧）においては付図 2-2 に示すとおり

連鎖担体に比べHO2, H2O2濃度が高く、連鎖担体の増加が抑制されていることが分かる。 

付図 2-2 爆発第二限界付近（初期温度 480C、初期

圧力 1 気圧、H2:O2 = 2:1 混合気体）、定容断熱容器に

おけるシミュレーション結果 
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ここで反応(9) – (12)のみの簡略化したモデルで固有値解析の実例を紹介する。何らか

の開始反応で連鎖担体が生成し着火に至る前の誘導期を考える。着火誘導期においては

連鎖単体濃度に比べ H2, O2の濃度は大過剰であるためその時間変化は小さく、一定であ

ると近似できる（付図 2-1(b)参照）。さらに HO2 などの原子数の少ない分子の再結合反

応では衝突によるエネルギー移動の効率が低いために常圧付近においては低圧極限（速

度定数は第三体濃度[M]に比例する）と考えて良い。このような条件下で連鎖担体 O, OH, 
H に関する微分方程式は下記のような線形連立常微分方程式に帰着できる。 
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ここで行列 A の固有値を求めることで O, OH, H 濃度の時間変化が分かる。行列 A の固

有値をとすると固有方程式は 
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 (17) 

 

となる。式(17)においての 1 – 3 次の係数は全て正なので > 0 において式(17)は単調

増加関数となる。即ち g(0) < 0 であれば固有方程式(17)は正の解を持ち、行列 A は正の

固有値を持つ。行列 A が正の固有値を持つということは連鎖担体濃度が指数関数的に

増加し、連鎖爆発に至ることを意味する。一方で行列 A が正の固有値を持たなければ

連鎖単体濃度は減衰するか、あ

る定常値に収束する。つまり爆

発第二限界付近で連鎖爆発に至

らない条件は g(0)  0 で与えら

れる。即ち爆発第二限界は 2k9 = 
k12[M]となる。第三体 M として

H2, O2 のみを考えた第二限界の

予測値を付図 2-3 に示す。簡略

化されたモデルであるにも関わ

らず、固有値解析結果は実験的

に求められた H2 : O2 = 2:1 混合 付図 2-3 爆発第二限界の実験値(13)(14)(15)と反応(9) 
– (12)による固有値解析の比較。H2 : O2 = 2:1。 
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気の爆発第二限界(13)(14)(15)を良く再現していることが分かる。 
 

更に圧力が高くなるとどうなるであろうか。付図 2-2 では HO2のみならず H2O2も高い

濃度を与えている。圧力が増加し反応(12)が更に加速されると以下の HO2, H2O2の反応

が重要となる。 
 

H + HO2  OH + OH (18) 
HO2 + HO2  H2O2 + O2 (19) 
HO2 + H2  H2O2 + H (20) 
H2O2 (+M)  OH + OH (+M) (-16) 
 

HO2 濃度の増加により反応

(19), (20)を介して H2O2 が蓄

積する。H2O2濃度が十分に高

くなると反応（-16, 反応(16)
の逆反応）により OH ラジカ

ルが生成する。この反応は連

鎖分岐反応であり、連鎖反応

が再開され着火に至る。また

再結合反応(12) – (16)や反応

(18) – (20)などの発熱反応に

より系の温度が上昇する。化

学結合解離を伴う多くの反応

の速度定数は温度に対し正の

依存を示すため、系の温度上

昇は個々の反応を加速する。

その結果発熱速度が上昇し爆

発に至る。このように熱的な

フィードバックによる爆発を

熱爆発と呼ぶ。熱爆発は連鎖

反応系以外でも進行しうるが、

水素爆発の第三限界付近にお

いては連鎖爆発と熱爆発の双

方の影響により爆発に至る。 
 

第三限界付近における詳細反応によるシミュレーション結果を付図 2-4に示す。付図 2-1

付図 2-4 爆発第三限界付近（初期温度 480C、初期

圧力 10 気圧、H2:O2 = 2:1 混合気体）、定容断熱容器に

おける自着火シミュレーション結果 
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に比べ OH, H, O の濃度は低く、HO2, H2O2が着火誘導期において蓄積し着火に至る様子

が分かる。 
 

最後に爆発の第一限界について考える。第一限界が反応容器の大きさや容器壁に依存す

ることからも、気相の均一反応のみで支配されているとは考えにくい。分子拡散の速度

は系の圧力に反比例するため、反応系の圧力が低下すると拡散速度は増加する。圧力が

極めて低い条件では連鎖担体の壁への拡散が速くなり、連鎖担体は表面反応により消失

する。この一連の分子拡散と表面反応が連鎖停止段階となり、爆発が抑制される。 
 
 

参考文献 
1. K. Shimizu, A. Hibi, M. Koshi, “Updated Kinetic Mechanism for High-Pressure Hydrogen 

Combustion”, Journal of Propulsion and Power, 27(2011) pp.383-395. 
 

（菅野 望） 
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付録 4-3：静電気の発生機構とその対策 

1. 静電気の発生機構 

(1) 摩擦帯電 
異種の物体を接触させて分離するとき、又は、その連続的操作である摩擦を行ったとき

静電気が生じる。これを摩擦帯電という。 
 

摩擦帯電は、原理的には、付図 3-1 のように説明できる。物体によって、電子を物体の

表面に引き留めておくために要するエネルギーである仕事関数が異なるために、異種の

物体を接触させると、その境界面には、より仕事関数の小さい物体の電子が引き寄せら

れて一部はトンネル効果により相手側に移動し、正及び負の電荷が向き合った状態、即

ち電気二重層を形成する（付図 3-1 (a)）。外から力を作用させて物体を引き離したとき

に、移動した電子の一部は元の物体に戻ることなく残留する。このようにして電子を獲

得した物体は負に、電子を喪失した物体は正に帯電し、以後、静電気の影響を周囲に及

ぼすことになる（付図 3-1(b)）。 
 

 

(2) 噴出帯電 
ガスだけを噴出する場合、その圧力又は流速にかかわらず、静電気の発生はない。しか

し、現実には、ダストなどの不純物を多少なりとも含むので、これと配管壁の摩擦によ

り静電気が発生する。ダストを含む水素の噴出によって、ダストが帯電し、近傍に接地

不良の導体があると、水素に着火可能な静電気が蓄積することがある(1)。 
 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

 付図 3-1 摩擦帯電機構の原理 

接触面 

(a) 接触面での電荷の移動
残留電荷 

(b) 分離による静電気の発

電気二重層 

物体A 物体B 

機械的作用による分離 

物体A 物体B 

JAEA-Review 2016-038

- 208 -



JAEA-Review 2016-038 

- 209 - 

(3) 静電誘導 
導体（金属製品、人体など）が、接地不良状態にあると、その近傍に帯電物体が接近す

ることによって、その導体の電位が上昇し、同時にその導体中の電荷分布が変化する。

これが静電誘導である。静電誘導によって、もともと電気的中性であった絶縁導体内で

は内部の電界を打ち消すように一定量の正及び負の電荷が移動・分離する。これを誘導

電荷という。帯電物体と逆極性の誘導電荷は電界によって拘束されているので動くこと

ができないが、同極性のものは自由に動けるので放電を引き起こすことができる。 
 

2. 静電気放電の種類と着火性 

放電とは、絶縁物として作用していた空気が電離して通電性を持ち、瞬間的に大電流が

流れる現象であり、常に発光を伴う。放電発生の必要条件の一つとして、電界の強さが

あり、常温・常圧においては電界の強さが 3 MV/m を超えることである。 
 

静電気放電の形態は、次のように、帯電物体及び対向電極の形状及び抵抗によって様々

であり、そのエネルギーも異なる。 
(1) 火花放電 

帯電した導体に曲率の小さな接地導体が接近したときに生じる放電であり、閃光と

パチッという音を伴う。帯電物体に蓄積されていた静電エネルギーのほぼ全てが放

電に費やされるので着火能力は高い。現場での着火事例が最も多い放電である。 
(2) コロナ放電、ストリーマコロナ放電 

帯電物体に、針、ワイヤーのような尖鋭な形状を持つ導電性物体が接近したときに、

先端部近傍で発生する微弱な放電である。発光は肉眼では見えにくいが、シューと

いう音を発する。放電エネルギーは小さく、水素に対してもまれにしか着火源とは

ならない。静電気の発生電流が大きい場合、コロナ放電を経て、放電光（ストリー

マ）が空間に伸びるストリーマコロナ放電に進展することがある。ストリーマコロ

ナ放電は、水素の着火に十分なエネルギーを持つ。 
(3) ブラシ放電 

プラスチックのような不導体が帯電し、これに曲率半径の小さな接地導体が接近し

て発生する放電である。放電光は肉眼では見えにくいが、かすかに音がする。放電

エネルギーは比較的小さいが、水素に対してはしばしば着火源となる。 
(4) 沿面放電 

接地された導体板上薄い不導体層が帯電したとき、又は、フィルム状の不導体の各

面が互いに逆極性に帯電したとき、これに接地導体が接近する、又は、不導体の絶

縁破壊をきっかけとして発生する放電である。放電光は樹枝状の模様を示し、大き

な破裂音を伴う。放電エネルギーは極めて大きいので水素への着火は確実に起こる。 
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付表 3-1 ゾーンの分類方法 

ゾーン 定義 
爆発性雰囲気生成時間

の目安 （年間） 

0 
爆発性雰囲気が、連続的、長時間、又は頻繁 
存在する場所 

1,000 時間超 

1 
爆発性雰囲気が、通常の操作において、ときどき発

生する可能性のある場所 
10 時間～1,000 時間 

2 
爆発性雰囲気が、通常の操作において、発生する可

能性はあるが、発生しても短時間である場所 
1 時間～10 時間 

付表 3-2 物質の抵抗率による静電気特性上の分類 

分類 
体積抵抗率 v 

（·m） 
表面抵抗率 s 

（） 基本的対策 

導体 v < 1×105 s < 1×107 接地 

電荷拡散体 1×105v  1×108 1×107s  1×1012 接地 
不導体 v > 1×108 s > 1×1012 面積・厚さ制限 

3. 静電気対策 

(1) 静電気対策の考え方 
静電気対策の考え方としては、次のステップを踏むことが有効である。 

 

(a) 爆発危険場所の設定（ゾーン） 
水素が漏れて爆発混合気を形成しないように漏れ防止策を講じるとともに、換気を

行うことにより、爆発性雰囲気（可燃性ガスと空気が爆発範囲で混合している状態）

の形成を防止することを最優先する。その上で、想定される漏れの程度に応じて、

爆発危険場所の区分（ゾーン）を設定する。爆発危険場所は、付表 3-1 に示すよう

に、爆発性雰囲気が形成される頻度・時間に応じて、ゾーン 0、1 及び 2 に分ける(2)。 
(b) 抵抗率による物体の分類 

物体の抵抗率によって静電気的特性は異なる。付表 3-2 に示すように、物体をその

体積抵抗率又は表面抵抗率によって、導体、電荷拡散体及び不導体に分け、それぞ

れの特性に応じた対策を行う。 
(c) ゾーンに応じた静電気対策 

各ゾーンに共通の対策とゾーン毎の対策がある。特に不導体については、ゾーンに

よって対策の程度を変えることにより、費用対効果を高めることができる。 
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(2) 接地とボンディング（各ゾーン共通） 
導体の静電気対策の基本は、接地とボンディングである。接地とは、導線によって導体

を大地（通常は、接地極）と接続することであり、これにより常に導体の電位をゼロに

保ち、発生した静電気を瞬時に消滅させる。ボンディングは、二つ以上の導体間を導線

で結ぶことであり、これらの導体を全て同電位に保つ。ボンディングは、等電位結合と

も呼ばれ、導体間の電位差がなくなるため、その間では静電気放電を生じることがない。

ただし、ボンディングだけでは、電位をゼロにすることはできないので、どこか１点で

接地する。 
 

(3) 人体の帯電防止（ゾーン別） 
作業員は、危険場所において様々な動作をするので、静電気帯電する機会も多いことを

念頭に対策を行う。そのポイントは、靴、床及び服である。 
(a) 靴 

帯電防止作業靴の着用は最も基本的な対策であり、不可欠である。国内規格（JIS T 
8103）があり、その規定に従って選定及び使用することが望ましい。帯電防止作業

靴は、その抵抗によって一般静電靴と特種静電靴に区分されており、水素に対して

は、ゾーン 2 ではいずれでもよいが、ゾーン 0 及び 1 では特種静電靴に限定される。

靴は、靴底のすり減り、導電剤の経年変化等により抵抗が変化するので、作業開始

前に、抵抗チェッカーを使用して抵抗が規定値にあることを確認するのがよい。 
(b) 床 

床は、靴と相まって、人体を帯電防止するために重要なものである。ゾーン 0 及び

1 では漏れ抵抗を 1.0 ×107 未満に、ゾーン 2 では 1.0 ×108 未満とする。なお、金

属、コンクリート、板張り、煉瓦及び土の床は、これらの抵抗値を満たすので、非

導電性ペイントの塗布、合成樹脂性シートによる床の養生等をしない限り、そのま

ま使用してもよい。一時的な対策としては、帯電防止用マットを使用するとよい。 
(c) 服 

帯電防止作業服（JIS T 8118）は、生地に細い導電性繊維を縫い込むことにより、

高電界となったとき微弱なコロナ放電を発生させて静電気を減少するものである。

ゾーン 0 及び 1 では着用が必須であるが、ゾーン 2 では、大量に静電気の発生する

工程以外では任意でよい。 
 

(4) 可搬形の導体の帯電防止（ゾーン 1 及び 2 共通） 
台車、ドラム缶等の可搬形の導体は、接地用導線を接続することが困難、又は操作ミス

により接続不良となるおそれがある。そのような場合、台車のキャスターを導電性とす

る、ドラム缶の下に接地した鉄板を敷くなどの方法により、接地用導線の接続を省略す

ることができる。 
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(5) 導体以外の帯電防止（ゾーン別） 
不導体は、摩擦によって強く帯電し、ブラシ放電又は沿面放電を生じる。一方、電荷拡

散体は、帯電性が若干低く、放電しても放電エネルギーが小さいという特長があり、静

電気対策用の材料として応用されている。 
 

不導体については、ブラシ放電対策として、次のいずれかを採用する。 
(a) 面積・幅の制限 

水素に対してはゾーン 0 では 4 cm2 以下又は 0.1 cm 以下、ゾーン 1 では 20 cm2未満

又は 2 cm 以下とする。ゾーン 2 では、通常の作業条件（保守、修理を含む）にお

いて危険なレベルの静電気を発生しない限り、制限はない(2) 。 
(b) 厚さの制限 

不導体であっても、薄くなるほど電荷の消滅が速くなるので、全てのゾーンにおい

て 0.2 mm 以下とする(3)。 
 

電荷拡散体は、導体と同様に接地して使用することが原則であるが、不導体のように高

い電位となってブラシ放電を起こすことも、沿面放電を起こすこともない。したがって、

不導体に代えて電荷拡散体を使用することにより、大幅に安全化できる。電荷拡散体は、

接地不良となった場合でも火花放電生じることがないという、導体にはない特長がある

ので、可能であれば、導体と置き換えることで安全性を更に向上することができる。 
 

参考文献 
1. 静電気学会技術報告第３号、「帯電液滴の応用」、p.28 (1994). 
2. IEC/TS 60079-32-1, “Explosive atmospheres - Part 32-1: Electrostatic hazards”, guidance 

(2013). 
3. IEC 60079-0:2011, “Explosive atmospheres - Part 0: Equipment – General requirement”. 
 

（山隈 瑞樹） 
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付録 4-4：火炎伝播速度と爆風過圧力の関係 

付図 4-1 は、0.15ｍ3 と 1.5ｍ3 大型ゴム風船に充填した水素-空気混合気を着火してで

きた爆燃の減衰特性のスケール則(1)を示す。当量比 0.7－3 の濃度範囲の幾つかの混合気

の実験で得られた。縦軸 は無次元化された爆風過圧力（爆風最大圧力/大気圧－1）、横

軸 は無次元距離で、  である。Rは爆発中心からの距離、 は大気圧、 は

混合気の発熱総量である。発熱総量の計算では、当量比 1 以上の混合気の燃料余剰分の

発熱は爆風現象に比べて遅いために、その分は爆風に寄与しないとして除いた。混合気

中をマッハ数 0.2 と 0.35 で伝播し、混合気の外部で減衰する爆風の数値解析解（Tang
と Baker による）が図中に示してあるが、多くの実験データはこの範囲にあり、Sachs
のスケール則が成り立つ。付図 4-2 は他の実験で得られた（最大 2000m3 の混合気の実

験を含む）減衰曲線(2)であり、この結果も同じスケール則が成り立つことを示す。この

スケール則から、爆風被害を予測することができる。例えば、爆発中心からの無次元距

離 ＝3 の位置では、爆風過圧力 0.01－0.03 気圧を受けることが分かる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付図 4-1 爆燃爆風圧力の減衰(1)          付図 4-2 爆燃爆風圧力の減衰(2) 

 

 水素-空気中の火炎伝播速度と爆風の減衰についても以下のスケール則(1)が成り立つ。 

   

:爆風過圧力、 K：係数 0.31、R：爆発中心からの距離であり、特性長 と は以

下の式で与えられる。 
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��：混合気の初期体積、γ�：未燃混合気の比熱比 1.4、γ�：既燃ガスの比熱比、 
β：膨張率（燃焼前の混合気密度/燃焼後の混合気密度）	である。 
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��:火炎の最大伝播速度のマッハ数である。 
 このスケール則から、火炎の最大伝播マッハ数から、爆風の減衰状態が分かり、前述

の Sachs のスケール則と同様に、ある距離における爆風過圧力が予測できる。 
 
 

参考文献 
1. 斎藤寛泰、大塚輝人、水谷高彰、森元薫、岩佐樹、清水奈緒、成尾芳博、松井英憲、

稲谷芳文、吉川典彦、「大型ゴム風船を用いた水素‐空気爆燃の野外実験(スケール

則に基づく適正混合気体積の評価)」、日本機械学会論文集 B 編，Vol.73, No.728，
pp.1099-1106, 2007.  

2. 大塚輝人、斎藤寛泰、「水素-空気爆燃における火炎伝播速度と爆風圧力のスケール

則」、日本機械学会論文集 B 編，Vol.76, No.772，pp.2249-2257, 2010. 
 

（大塚 輝人、吉川 典彦、斎藤 寛泰） 
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付録 4-5：建築物の耐爆風圧性能についての考察 

－建築物の耐爆風圧性能 

爆発による風圧力によって建築物が破損し、近隣住民等に被害が及ぶことがある。これ

を防ぐためには、爆風圧力を適切に減圧する。あるいは爆風圧力を建築物内に留め、減

衰させる等の方法が考えられる。爆風圧力を減圧するには、一般的な建築物の設備では

ない特殊な装置が必要になると考えられる。一方、爆発による風圧力を建築物内に留め

るには、建築物が一定以上の強度を有していれば可能である。しかしながら、一般的に

は、建築物を設計する際に爆風圧力を考慮することはない。これは、建築物の内外にお

いて爆発が起こり、その爆風圧力に建築物がさらされることを想定していないためであ

る。そのため、爆風圧力に対する設計基準は存在しない。建築物を設計する際には、建

築基準法施行令第八十三条に「建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲

げるものを採用しなくてはならない。」と記されており、次の 5 種類が挙げられている。

固定荷重（自重等）、積載荷重（家具、什器等の質量）、積雪荷重、風圧力（台風等）、

地震荷重。また、同第 2 項には「前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土

圧、水圧、振動、及び衝撃による外力を採用しなければならない。」と示されている。

爆風圧力は、第 2 項の衝撃による外力とみなすことができると考えられるが、具体的な

数値等は示されていないのが現状である。しかしながら、爆風圧力が明確になっていれ

ば、それに耐える構造物を設計・施工することは可能であろうと考えられる。ただし、

以下に示す建築物側の考え方は、爆発をさせないための措置が十分に行われていること

が前提であり、化学物質等の有害物を含む物質の拡散を防止するための予防策である。 
 

建築物の代表的な構造形式は、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造である。その中でも、

耐爆風圧に適した構造形式は鉄筋コンクリート造の壁であると考えられる。しかし鉄筋

コンクリート造の壁は付図 5-1 に示した面内荷重に対して抵抗するものであり、その強

度の算定方法も確立されている。しか

しながら、耐爆風圧力に対しては、付

図 5-1 に示した面外荷重に抵抗するこ

とになる。この方向に対する強度は設

計時には期待されないため、その強度

算定方法は確立されていない。そのた

め，現状では床スラブの強度算定式を

引用して算出することが最も現実的な

対応になる。ただし、床スラブの強度

の算定方法は、静荷重に対しては適合

 

 
付図 5-1 壁の概念図 
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することができるが、爆風圧のような荷重速度が著しく高いと推定される荷重に対する

適合性に関しては未知である。また、本算定方法は弾性理論に立脚しているため、最大

の強度ではなく、ひび割れ等の軽微な損傷までしか認めない許容応力度を算定するもの

である。壁面の強度とは別に、壁面内に扉、窓、換気扇等の鉄筋コンクリート造の壁に

比べて、著しく強度が低い付帯物が取り付けられている場合には、それらの部位から損

傷が拡散すると考えられるため、それらを適切に補強する。あるいは、それらに直接爆

風圧力を作用させない等の措置が必要である。扉等の開口部がない、あるいは十分な強

度を保有している扉等の開口部が付帯している壁に対して、設計方法の概念及び問題点

を以下に記す。一般に、鉄筋コンク

リート造の壁の強度はコンクリート

強度と鉄筋の強度及び配筋状況によ

る。典型的な壁の破壊形式を付図 5-2
に示す。付図 5-2 A)のせん断破壊は，

比較的コンクリート強度が低い場合

や壁の厚さが不十分な場合に起こる

破壊形式である。一般に、壁の厚さ

は、せん断破壊に対して決められる

ことが多い。仮に壁の 4 辺が柱及び

梁・床スラブによって剛強に支持さ

れた 1 辺 10m の正方形の壁に、1 気

圧の外力が壁面全体に均等にかかっ

た 場 合 、 コ ン ク リ ー ト 強 度 が

20.6N/mm2 であれば，550mm 程度の

壁厚さが必要になる。図示した概念

図では壁全体が建築物本体から離脱

しているが、現実的には鉄筋がある

ため、図示のように壁全体が剥離す

ることは考え難い。しかしながら、

部分的に崩壊する危険性は十分に考

えられる。付図 5-2 B)の曲げ破壊は、

鉄筋が降伏することによって起こる

破壊形式である。一般的な壁や床ス

ラブの厚さは 150mm～200mm程度で

ある場合が多い。このような場合に

は，D10（直径約 10mm）あるいは

D13（直径約 13mm）の異形鉄筋を

 
 

 
付図 5-2 壁の破壊形式の概念図 

 

 
付図 5-3 一般的な壁と周辺部材の関係 

 
 

 
付図 5-4 壁周辺のアクソメ図 

A) せん断破壊 B) 曲げ破壊

床スラブ

床スラブ

梁

梁

壁

壁
柱 柱

A) 断面図 B) 平面図

柱

柱

壁

床スラブ

W

h
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150mm～200mm 程度の間隔で井桁 2 段に配置することが一般的であるが、それよりも

壁の厚さが大きくなる場合には、強度を確保する目的及び乾燥収縮による割裂を防止す

るために、配筋を 3 段にするなどの対策が必要になる場合がある。 
 

実際の破壊形式は付図 5-2 A)及び付図 5-2 B)に示したような単一の破壊形式ではなく、

両破壊形式が合わさることが一般的である。先に記したように、壁面の拘束条件も壁の

強度に大きく影響を及ぼす。一般的に、壁の上下端は付図 5-3 A)の断面図に示すように、

壁面の面外剛性に比べ剛性が高い梁及び床スラブによって拘束されている。また、両側

は付図 5-3 B)の平面図に示すように、壁面の面外剛性に比べ剛性が高い柱によって拘束

されている。このような場合には、壁の外周の 4 辺が固定されていることから 4 辺固定

スラブの計算式を用いて強度を推定することができる。しかし、壁周辺の柱あるいは梁

の剛性、強度が不足している場合には、壁の拘束条件は壁の外周の内 3 辺が固定されて

おり、1 辺は自由端であると考えなくてはならない場合がある。この場合には、3 辺固

定スラブの計算式を用いて強度を推定すればよいのであるが、強度は 4 辺固定の場合よ

りも小さくなる。また、付図 5-4 に示した梁を省略したアクソメ図の壁の幅 W と高さ

ｈの比によっては、壁の外周の内 2 辺のみが固定されており、他の 2 辺は自由端である

と考えなくてはならない場合がある。この場合には、2 辺固定スラブの計算式を用いて

強度を推定することができるが、強度は 3 辺固定の場合よりも小さくなる。これらの拘

束条件を検討する場合には、FEM 解析等の詳細な検討を行うことが望ましい。以上に

記したとおり、現時点では耐爆風圧力に対する設計法は、確立されていないものの、床

スラブの設計方法を適応することによって耐爆風圧力に対する許容強度を推定できる

と考えられる。これら、床スラブの強度計算式は床全面に均等に荷重が作用した場合を

想定している。それに対して、爆風圧力は壁面全面に均等に作用する保証はない。また、

壁面と梁あるいは柱の剛性の比率等に関係する壁面の拘束条件については、未検討な部

分が多い。その他、コンクリート部分のひび割れを防止する対策として、繊維コンクリ

ートを利用することも有効な対策であると考えられる。 
 

これまでに示したとおり，現時点で建築物の爆風圧力に対する研究はほとんど行われて

いないため、爆風圧力に対する建築物の安全性を図るためには、壁の面外強度等を高精

度で算定するための研究が望まれる。 
 

参考文献 
1. 国土交通省住宅局建築指導課編、「.基本建築基準法関係法令集 2005 年版」. 
2. 「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」、日本建築学会、2010. 
 

（高梨 成次） 
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５．防災・減災技術 

5.1 水素濃度測定法 

事故時における水素濃度の推移を把握するために設置される水素濃度監視システムに

ついて説明する。なお、水素濃度監視システムについては、福島第一原子力発電所の事

故発生時に機能喪失に至った教訓を受け、現在（2013 年時点）も開発が進められてい

るため、本書では、既存の計測技術の紹介に加えて、開発対象に挙げられている計測方

法を紹介する。 
 

(1) 水素濃度監視システム 
水素濃度監視システムは、冷却材喪失事故（LOCA）時に格納容器内で水素を検出し濃

度を監視するために設置される。BWR 及び PWR の代表的な系統構成を図 5.1−11)及び

5.1−21)に示す。また、同図には、既存技術に加え、開発を目指すシステムの要求概要を

示している。 
 

水素濃度監視システムは、事故発生時に手動及び事故信号（LOCA 信号）による自動で

起動し、独立 2 系統となっている。 
 

システムは、計測対象の雰囲気ガスを採取するサンプリング系及び水素濃度計から構成

される。サンプリング系は、昇圧ポンプ及びサンプリングポンプにより雰囲気ガスを系

内に取り込み、冷却器及び気水分離器によってサンプリングガス中に含まれる多量の湿

分をガス成分から分離する。ガス成分は、ガスクロマトグラフィー（分析方法 JIS 
K0114:2012 ガスクロマトグラフィー通則）によって定量し、検出器には、熱伝導度式

が用いられている。 
 

BWR の格納容器内水素濃度は、格納容器ガス監視システム（CAMS; Containment 
Atmospheric Monitoring System）を使って計測される。計測（サンプリング）対象は、

格納容器内のドライウェル及びサプレションチャンバである。福島第一事故においては、

サンプリング系の電源喪失によりシステムが機能しなかった。このため、今後はサンプ

リング系を必要としないシンプル、かつロバストなシステムの実現が求められている

（図 5.1−1 右側）(1)。今後のシステムの主な要求仕様（機器の開発目標）は、温度〜300℃、

相対湿度〜100%、測定レンジ 0〜20%、精度±1%以下、応答時間 10 分以内に設定され

ている(2)。 
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PWR の格納容器内水素濃度は、格納容器雰囲気ガス試料採取システムを使って計測さ

れる。計測（サンプリング）対象は格納容器内雰囲気である。基本構成及び機能要求は

BWR と同様であり、過酷事故に対応可能なシステムの実現が求められている（図 5.1−
2 右側）1)。 

 
(2) 水素濃度計測法 
水素濃度監視システムの水素濃度定量には、ガスクロマトグラフィーが用いられ、その

検出器は熱伝導度式であることを説明したが、福島第一事故を教訓としたサンプリング

系を要しないシンプルなシステムの実現を目指して、格納容器内に直接設置可能な検出

器の開発が進められている。このため、現時点（2013 年）で検討対象となっている水

素濃度計測法について紹介する。 
 

水素濃度計測の原理に基づく分類を表 5.1−1(2)に示す。共通する課題はサンプリング不

要で耐環境性と精度の同時満足である。また、手法選定に際しては計測系自体が着火原

となる可能性にも留意する必要がある。 
 

① 熱伝導式： 原理は、ガスの熱伝導率の差異を利用して、検出素子を組み入れた平

衡ブリッジを構成して被計測ガスを導通させた場合の検出素子の温度変化から水

素濃度を求める。現行のシステムに採用されるなどの実績を有するが、導通ガスの

定流量確保及び湿分分離が必要なことに加えて、過酷事故時の温度や圧力などへの

耐性の改善が課題である。 
② 固体電解質式： 原理は、プロトン（水素イオン）導電性の固体電解質を用いて、

既知の試料との比較によって生じる起電力を測定することにより水素濃度を求め

る。過酷事故時の高温かつ放射線雰囲気への耐性に優れているが、湿分の影響の緩

和などが課題である。短期的な実用化を目指して開発が進められている。 
③ 水素吸蔵材料式： 原理は、水素吸蔵によって変化する材料の抵抗値の変化を利用

して、水素濃度を求める。構造がシンプルで耐環境性を有すると予測されるが、湿

分影響を含めた評価と対策が課題である。短期的な実用化を目指して開発が進めら

れている。 
④ レーザラマン式： 原理は、レーザを照射して水素分子振動（ラマン散乱）を計測

し、散乱光と水素濃度その相関から水素濃度を求める。原理は検証されており研究

用途を主に適用されているが、軽水炉及び事故時環境への適用性が未知であり開発

が必要となる。 
⑤ 光ファイバー式： 原理は、水素感応材の水素吸蔵量の変化を光ファイバーで検出

し、水素濃度を求める。設置した光ファイバーの（長手方向）任意の位置（空間分

布）の計測が可能であるが、耐環境性が未知であり開発が必要となる。 
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【現状】

格納容器内のガスを格納容器
外に吸引し、ガスを冷却して湿
分を除去した後、水素濃度を
測定。（サンプリング方式）

【開発後】

過酷事故時の環境条件下で格
納容器内及び原子炉建屋内の
水素濃度が測定可能となる。

福島第一原発事故では、電源、冷却水の喪失
によりガスサンプリングが困難となり、格納容器
内の水素濃度が測定できなかった。また、原子

炉建屋水素濃度は計測していなかった。

【現状】

格納容器内のガスを格納容器
外に吸引し、ガスを冷却して湿
分を除去した後、水素濃度を
測定。（サンプリング方式）

【開発後】

過酷事故時の環境条件下で水
素濃度を測定可能なセンサを開
発。
サンプリング不要なロバスト性を
有したシステムで計測可能となる。

福島第一原発事故では、電源、冷却水の
喪失によりガスサンプリングが困難となり、
水素濃度が測定できなかった。

 

これらのうち、既存技術の高度化として②、③及び⑤を対象に短期的な開発が進められ

ているが、いずれも過酷事故時に想定される高温かつ高湿分環境における作動及び精度

実現が課題であり、今後、適用性が評価される予定である。一方、これらの課題を解決

すべく新手法を用いた以下の中長期的な開発が行われている。 
 

⑥ 超音波式： 原理は、水素と他のガスとの音速の違い（水素の音速は他のガスの

音速の 4 倍程度大きい）を利用して、雰囲気（センサ間）を伝搬する時間を計測

することにより、水素濃度を求める。構成がシンプルで高応答性や高精度（時間

分解能）期待できるが、実績が少なく、基盤知見取得を含めた中長期的な実用を

目指した開発が進められている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考文献 
1. 資源エネルギー庁HP、「過酷事故用計装システムに関する研究(フェーズI)研究成果

について」、発電用原子炉等安全対策高度化技術開発費補助金「過酷事故用計装シス

テムに関する研究」に係る成果説明会及び技術アイデア公募説明会資料、平成24年6
月29日、http://www.enecho.meti.go.jp/info/event/120703event/2r.pdf (accessed 7 July, 
2012) . 

図 5.1−2 PWR の水素濃度監視システム

図 5.1−1 BWR の水素濃度監視システム
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2. 資源エネルギー庁HP、「過酷事故用計装システムに関する研究技術アイデア公募 公
募要領」、発電用原子炉等安全対策高度化技術開発費補助金「過酷事故用計装システ

ムに関する研究」に係る成果説明会及び技術アイデア公募説明会資料、平成24年6
月29日、http://www.enecho.meti.go.jp/info/event/120703event/3r.pdf (accessed 7 July, 
2012). 

 

（荒 邦章）  
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5.2 混合促進 

事故時に発生する水素が局所的に蓄積され高濃度になることを防止するため、及びスプ

レーや再循環クーラー等の除熱設備の効果を十分に発揮させるために格納容器内のガ

ス混合が良いことが重要である。 
 

ラージドライ型 PWR 格納容器では格納容器内のガス流動を促進するため、隔壁や閉塞

した区画を少なくしガス流動を阻害しない設計とし、床等ではグレーチング（メッキを

施した鉄製の格子）を使用してガス流動の向上を図っている。なお、閉塞度の高い場所

では乱流火炎が加速されやすいことから、格納容器内の通気性が良いことは局所の激し

い燃焼を抑制する働きもある。 
 

PWR において崩壊熱は格納容器下部に位置する 1 次系内あるいは原子炉容器が配置さ

れる区画で発生し、その熱の多くは水蒸気として格納容器内に放出される。水蒸気発生

による強制対流に加え、高温の破断流及び空気よりも軽い水蒸気を主としたガス組成

（空気の平均分子量が約 29 であるのに対し水蒸気の分子量は 18）により格納容器内は

自然対流が発生しやすい。これらの強制対流及び自然対流により格納容器内のガス混合

は促進されると考えられる。水素を He で模擬した格納容器内混合挙動試験(1)において

も 1 次系の破断を想定したループ室からの水蒸気と水素の放出の場合の混合挙動は良

好であることが確認されている。 
 

事故時に格納容器内のガス混合を促進させる設備としては、国内のラージドライ型では

ガスの混合が良いため特に考慮されてはいない。アイスコンデンサ型ではアイスコンデ

ンサに水蒸気を導くための構造（隔壁）があり、ラージドライ型に比べ自然対流が起き

にくい、そのため格納容器内のガス混合を促進させるエアリターンファンが設置されて

いる。さらに、国内ラージドライ型及びアイスコンデンサ型は 2 台程度の再循環クーラ

ーを有し、気相からの除熱機能に加えガス混合促進の効果がある。 
 

国内 PWR の新規制基準への対応として、ラージドライ型については大きな自由体積及

びガス混合が良い格納容器構造からガス混合促進の対応は実施されていないが、アイス

コンデンサ型では交流電源喪失時においても電源車等により再循環クーラー及びエア

リターンファンが作動できるよう設備強化が検討されている。 
 

なお、欧州加圧水型炉（EPR : European Pressure Reactor）や CANDU 炉では、運転時にア

クセス可能な区画をその他の区画から分離させるため、1 次系のある区画が他の区画か

ら隔離されているプラントがある。これらのプラントでは隔離境界のラプチャーフォイ
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ルやブローアウトパネルが事故時に差圧により開き格納容器内が単一体積になるよう

に設計されている。例えば Finland/Olkiluoto 3 EPR のラプチャーフォイルは差圧 50 mbar
で破損し、CANDU 6 のブローアウトパネルは差圧 6.9kPa で開く設計になっている(2)。 
 
 

参考文献 
1. （財）原子力発電技術機構,「溶接部等熱影響部信頼性実証試験（原子炉格納容器）

に関する報告書（平成 4 年度）」平成 5 年 3 月. 
2. Status Report on Hydrogen Management and Related Computer Codes, 

NEA/CSNI/R(2014)8. 
 

（飯塚 弘之） 

 
 
 
  

JAEA-Review 2016-038

- 223 -



JAEA-Review 2016-038 

- 224 - 

 

5.3 格納容器スプレーの効果 

PWR の格納容器スプレー（図 5.3-1）は格納容器内での配管破断等の事故時に、水蒸気

による内圧上昇を緩和する目的で設置されている。通常は自動的に格納容器スプレー系

が起動され、格納容器の内圧及び温度が下げられる。スプレーには混合を促進して、水

素濃度の層化を防ぐ効

果も期待される。しかし、

一方、内圧が減じるのは

水蒸気が凝縮するため

である。したがって、水

蒸気-空気-水素混合気が

可燃組成域内に入り、条

件によっては最悪の場

合、強い火炎加速が発生

する可能性もある。この

ことから、フランスの

SAMG（過酷事故管理指

針）では炉心崩壊開始後

6 時間は格納容器スプレ

ーは起動せず、その間に

PAR（受動的再結合器）

で水素濃度が減少する

のを待つこととされて

いる(1)。一方、米国や日

本では PAR 設置は義務

づけられていない。（ただし、BWR では格納容器内1は窒素によって不活性化されてお

り、水素爆発は格納容器から建屋への漏えいがあって初めて問題となる。） 

 

図 5.3-2 には米国サンディア国立研究所における試験例を示す(2)。同試験では、格納容

器スプレーにより水蒸気が凝縮し可燃組成に到達するような条件で、水素濃度が過大と

ならないうちにイグナイタによる適時な着火が可能かどうかを、縮尺容器内で調べた。 

                                                  
1 BWR でも我が国では使われていない Mk-III 型格納容器では不活性化は行われず、イ

グナイタと水素再結合器が配置されている。 

図 5.3-1  PWR 格納容器スプレーの系統概念  
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試験では、水蒸気-空気-水素混合気を容器に満たしたところで、イグナイタをオン状態

にしてスプレーを噴射している。この場合は、混合気組成の層化の有無に関わらず、可

燃限界線近傍で着火が起きて、数度の火炎発生の後、水素濃度が下がり、やがて火炎が

消えることが示された。 

 

図 5.3-2 には Breitung による火炎加速域組成も併せて示した。PWR の過酷事故管理方針

を定めるにあたっては、格納容器スプレーの運転方法、また、他の緩和手段との組み合

わせ方について十分に検討しておくことが必要である。 

 

参考文献 

1. H. Cheikhravat et al., "Evaluation of the water spray impact on premixed 
hydrogen-air-steam flames propagation", American Nuclear Society: 2010 Annual Meeting. 

2. T. K. Blanchat and D. W Stamps, “Deliberate Ignition of Hydrogen-Air-Steam Mixtures in 
Condensing Steam Environments”, US NRC report NUREG/CR-6530, May 1997. 

 

図 5.3-2  図中の点及び矢印は、米国サンディア国立研究所による試験結果(4) 

水蒸気-空気-水素混合気を容器に満たしたところで、イグナイタをオン状態に

してスプレーを噴射。実線は可燃組成限界線 4)、破線は火炎加速閾組成線(3)。 
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3. W. Breitung et al., “Analysis methodology for hydrogen behavior in accident scenarios”, 
International Conference on Hydrogen Safety, PISA, Italy, 2005. 

4. B.W. Marshall, “Hydrogen:Air:Steam Flammability Limits and Combustion Characteristics 
in the FITS Vessel”,  US NRC report NUREG/CR-3468, December 1986. 

 

(小川 徹) 
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5.4 フィルタ付きベント 

5.4.1 はじめに 

2011 年 3 月 11 日、東日本大震災に伴い発生

した福島第一原子力発電所事故において、

福島第一発電所 1 号機では、原子炉建屋が

水素爆発により損傷したと考えられている。

この水素は、炉心損傷により発生し、炉心、

格納容器の冷却、減圧機能が失われたため

に、高温の蒸気により格納容器が加温、加

圧され、PCV 上部フランジ等から、高温の

蒸気や放射性物質とともに建屋内に漏出し

たとの可能性が指摘されている。格納容器

の過圧破損対策として、格納容器ベントの

アクシデントマネジメント策が整備されて

いたものの、電源喪失、制御用空気の喪失

により、有効に機能することができなかっ

た。（図 5.4.1-1） 
 

また、水素爆発により建屋が損傷したことにより、建屋内に漏えいしていた放射性物質

が環境中に拡散したことが、土壌汚染の一因となったとも考えられている(2)。 
 

これら事故の教訓から、現在国内の各プラントにおいて、格納容器圧力逃がし装置（フ

ィルター付ベント装置）の設置が検討、実施されており、東海第二発電所を例にとって、

概要を以下に記載する。 
 

5.4.2 格納容器圧力逃がし装置の設置目的 

格納容器圧力逃がし装置は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、格納容器の破

損及び格納容器内の水素による爆発を防止することを目的としている。本系統はフィル

タ装置を通して放射性物質を低減したうえで、格納容器雰囲気ガスを放出することで、

格納容器内の圧力及び温度を低下させるとともに、格納容器内に滞留する水素ガスを環

境へ放出する機能を有している。 
 

また、設計基準事故対処設備の有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した

図 5.4.1-1 福島第一原子力発電所 
格納容器閉じ込め機能の喪失(1) 
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場合に、炉心の著しい損傷及び格納容器破損を防止するために、大気を最終ヒートシン

クとして熱を輸送する機能を有している。 
 

フィルタ付ベント装置を含めた、格納容器の破損防止対策の例を図 5.4.2-1 に示す。 
 

 

 

5.4.3 基本性能 

フィルタ付ベント装置は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、格納容器に発生

するガスを、フィルタ装置を通して大気に逃がすことで、放出される粒子状の放射性物

質（セシウム等）を低減する。このため、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、

環境への影響をできるだけ小さくとどめるものとして定められている Cs-137 の放出量

が 100TBq を下回ることができる性能を有したものとしている。 
 

フィルタ装置としては、上述した Cs-137 の放出量制限を満足させるため、粒子状放射

性物質除去効率 99.9%以上の性能を有する装置を採用している。 
 

また、当該装置は、ガス状放射性よう素（無機よう素及び有機よう素）の一部を除去す

図 5.4.2-1  格納容器の破損防止対策の例 

◆フィルタ付ベント装置を設置 
・格納容器の圧力が上昇し、破損する可能性がある場合に、水蒸気や 
水素を、フィルタを通して外部に排出し、格納容器の破損を防止 

◆格納容器への注水機能を強化 
・格納容器内の圧力及び温度を低下させる注水設備を強化 
・格納容器の下部に落下した炉心溶融物を冷却する注水設備を強化 

＜装置の性能＞ 

粒子状の放射性物質を 

約 1,000 分の１以下に低減 

土壌への放射性物質の付着を最

小限に止めることが可能 フィルタ付
ベント装置
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る能力を有している。 
 

5.4.4 系統概要 

図 5.4.4-1 に系統概要を示す。本系統は、フィルタ装置、圧力開放板等で構成する。本

系統は、中央制御室からの操作により、格納容器内雰囲気ガスを、ドライウェル及びサ

プレッションチェンバより抜き出し、フィルタ装置にて放射性物質を低減させた後に、

排気管を通して放出する。 
 

排気ラインには圧力開放板を設け、水素爆発防止のため系統内を不活性ガス（窒素ガス）

で置換した状態で待機する際の大気との隔壁としている。この圧力開放板は、格納容器

からの排気の妨げにならないように、格納容器からの排気圧力と比較して十分小さい圧

力に設定している。 
 

本系統は、中央制御室からの操作を可能とするため、代替電源設備からの給電を可能と

するが、電源の確保ができない場合であっても、遠隔で操作することができる。 
 

なお、格納容器からの排気時に、高線量率となるフィルタ装置等からの被ばくを低減す

るために、必要な遮蔽等を行う。 

 

  

H２ 

窒素供給ライン

圧力開放板 

大気へ 

フィルタ装置 

水素濃度 

監視装置 

隔離弁 

格納容器 

ドライウェル 

サプレッションチェンバ 

排気ライン 

隔離弁 隔離弁 

図 5.4.4-1  フィルタ付ベント装置の例

JAEA-Review 2016-038

- 229 -



JAEA-Review 2016-038 

- 230 - 

5.4.5 水素の滞留に対する設計上の考慮 

フィルタ付ベント装置は、重大事故等において発生する可能性がある水素を含む格納容

器雰囲気ガスを環境に放出するための設備であるため、水素の滞留に対して以下の対策

をとっている。 
 

①系統の配管ルートは、原子炉格納容器、フィルタ装置及び放出端の設置レベルを考慮

し、ドレン水による閉塞やこれに起因する水素の滞留を防止するために、配置に留意す

る。 
 

②系統待機状態時は、系統内を窒素で不活性化している。系統運転時は、格納容器内に

蓄積したガスが系統内に流入するが、系統は不活性化され酸素濃度が低く維持されてい

るため、水素爆発は発生しない。またベントにより、系統内の窒素は系外に排出される

が格納容器内から系統に流入するガスの大半は蒸気となるため、水素爆発は発生しない。

事故収束状態では、系統内の保有水から水の放射線分解による水素と酸素が発生すると

ともに、放射性物質の崩壊熱により蒸気が継続的に発生するが、系統内は飽和状態で、

ほぼ蒸気 100%の環境にあり、水素濃度が可燃限界近くまで上昇する可能性はほとんど

ないが、必要に応じて窒素を供給して系統内の排気と不活性化を行うとともに、水素濃

度計を設置し水素濃度を監視することができる。 
 

5.4.6 まとめ 

フィルタ付ベント装置を設置することにより、炉心の著しい損傷が発生した場合におい

ても、格納容器の破損及び、格納容器内の水素による爆発を防止することができる。 
 

参考文献 
1. 一般社団法人日本原子力学会 学会事故調 最終報告会資料、「最終報告書の概要及

び提言」. 
2. 一般社団法人日本原子力学会 東京電力福島第一原子力発電所事故に関する調査委

員会著、「福島第一原子力発電所事故 その全貌と明日に向けた提言－学会事故調 

最終報告書－」. 
 

（浦辺 守） 
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5.5 着火装置 

(1) 概要 
炉心が露出及び過熱した場合、炉心被覆管の Zr が水蒸気と酸化反応して水素が発生す

る。発生した水素は LOCA であれば 1 次系の破損口から格納容器へ放出され、2 次系へ

の全給水喪失及び全交流電源喪失のように 1 次系に破損口がない場合には、加圧器逃し

タンクを経由して格納容器内へ放出される。この水素の放出過程において、可燃限界近

傍の低水素濃度のガスに点火して処理する機器を着火装置（イグナイタ）と呼ぶ。低水

素濃度における着火は部分的な燃焼になり、かつ火炎伝播が低速であるため燃焼時の圧

力上昇は低く抑えられる。 
 

イグナイタには、放電によって着火させるスパーク式(1)及び通電により過熱したグロー

プラグにより着火させるグロー式(2)がある。発生した水素と格納容器内の空気の混合気

を可燃限界近傍の低濃度で着火させ、その火炎伝播により水素を処理する。水蒸気濃度

が低い場合の可燃限界は水素モル濃度 4～5%であり、この濃度では火炎は上方のみに伝

播し下方へは伝播しない。下方への伝播が開始するのは水素モル濃度 8%以上である。

可燃限界近傍で水素を燃やすことにより、燃焼速度は低く緩やかな発熱になり、火炎下

方への伝播はないため部分的な燃焼で終わる。 
 

(2) 着火装置の特性と有効な配置方法 
着火装置による水素処理の特性は火炎伝播により水素を処理するため、処理速度が速く

水素燃焼によるリスクを早期に低減できること、比較的少ない台数で広範囲をカバーで

きることが挙げられる。他方、欠点としては電源が必要で全交流電源喪失を想定した時

にはバッテリーによるバックアップが必要になること、水素濃度が低い時の可燃限界

（水素モル濃度 4～5%）以下や水蒸気により水素が不活性になる状態（水蒸気モル濃度

が 55%以上）では火炎が伝播せず水素が処理できないことが挙げられる。 
 

上記の水素処理特性から着火装置は水素放出源が想定される区画に配置し、1 次系から

放出される水素を格納容器内に拡散する前に燃焼処理するのが有効な利用法である。具

体的には、水素の放出が想定される 1 次系の高温側・低温側配管、1 次冷却材ポンプの

ある区画及び加圧器逃しタンクのある区画に配置して、放出過程にある水素を速やかに

処理し格納容器全体への水素拡散を抑制させる。 
 

また、上記の水素処理特性より、乱流燃焼による局所的な激しい燃焼を防止するために、

強い乱流火炎が発達しそうな閉塞度の高い区画や運転床の下の格納容器壁に接した外

周部などに配置することが効果的である。障害物が少ない大きな自由空間では、乱流燃
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焼による激しい燃焼は生じにくく、緩やかに広く伝播するので体積に対し比較的少ない

台数で有効に機能すると考えられる。 
 

国内 PWR プラントでは、格納容器体積がラージドライ型より相対的に小さいアイスコ

ンデンサ型には既にイグナイタ（グロー式）が設置されている。ラージドライ型では炉

内の Zr 反応に起因した水素量では、断熱的に瞬時に全量燃焼したとしても熱量的に CV
破損に至る可能性は低く、また爆轟が発生する水素濃度の下限（約 13%）に達しないこ

とから、イグナイタは設置されていなかった。しかし、新規制基準への対応として、ラ

ージドライ型においても混合過程における局所的な水素の濃度上昇を防止するため、図

5.5-1 に示すイグナイタ（ヒーティングコイル式（グロー式の一種））が格納容器の構造

にもよるが各プラントに 10 数台の設置が検討されている。現在検討中の配置位置とし

ては文献(3)に示されるように、水素放出が想定される各ループ室や加圧器逃しタンクの

配置区画、水素の蓄積が懸念される加圧器室などであり、水素成層化の可能性を考慮し

てドーム部への配置も検討されている。なお、アイスコンデンサ型では追加的なイグナ

イタの設置が計画されており、US-APWR では約 20 台のイグナイタの設置が考慮され

ている。 
 

プラント毎に異なる格納容器構造に対し、多様な事故シナリオの水素放出速度や放出位

置を考慮した着火装置の配置計画の策定においては、実スケールの実験が技術的及びコ

スト面で困難であることから、プラント毎に最適化した配置計画を行うために解析技術

の高度化がより重要になると考えられる。 
 
 

 

図 5.5-1 国内プラントで設置が計画されているイグナイタ(3) 
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参考文献 
1. Flame Acceleration and Deflagration to Detonation Transition in Nuclear 

Safety ,State-of-the-Art Report by a Group of Experts, OECD Nuclear Energy Agency, 
NEA/CSNI/R(2000)7, August 2000. 

2. Final Results of the Hydrogen Igniter Experimental Program, NUREG/CR-2486, 
UCRL-53036. 

3. 北海道電力株式会社、「泊発電所 3 号機 重大事故等対策有効性評価 成立性確認 補
足説明資料（平成 25 年 9 月 26 日）」. 

 

（飯塚 弘之） 
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5.6 再結合装置 

5.6.1 可燃性ガス濃度制御系（FCS：Flammability Control System）再

結合装置 

5.6.1.1 FCS の概要 

国内 BWR プラントの原子

炉格納容器内は、通常運転

中、窒素が充てんされてお

り不活性化されている。し

かし、原子炉冷却材喪失

（LOCA）等の事故時におい

て、金属－水反応及び水の

放射線分解等により発生し

た水素及び酸素が原子炉格

納容器内に蓄積する可能性

がある。そのため、発生し

た水素及び酸素を再結合さ

せ、原子炉格納容器内に蓄

積することを防止するため

に、国内 BWR プラントの

ほとんどで FCS が設置され

ている。 
 

国内 BWR プラントのほと

んどで採用されている電気

加熱式 FCS の系統構成例及

び構造例を図 5.6.1.1-1、図

5.6.1.1-2 に示す(1)(2)。 
 
 
 
 

図 5.6.1.1-1 電気加熱式 FCS の系統構成 
（東海第二発電所の例） 

図 5.6.1.1-2 再結合器の構造例 
（東海第二発電所の例） 
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5.6.1.2 系統概要（東海第二発電所の例） 

FCS は、以下のいずれかの場合において中央制御室より手動で起動する。 
・ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以上で、かつ原子炉水位が低圧で注

水可能な非常用炉心冷却系作動水位を経験した場合 
・格納容器内の水素濃度が燃焼限界に対し、可燃性ガス濃度制御系の起動に要する時

間、格納容器雰囲気測定系の応答時間及び計測誤差の余裕を見込んだ濃度に到達し

た場合 
・原子炉水位が有効燃料棒頂部以下を経験した場合 

 

本系統は起動後 3 時間以内に系統の機能を発揮し、ドライウェルから吸入したガスが、

ブロアを経て加熱器によって加熱され、再結合器内でガス中の水素及び酸素が、水素－

酸素反応により水になる。この間、再結合器内の運転ガス温度が一定に保たれるように、

再結合器出口のガス温度を検出しこれを制御する。再結合器を出たガスは、冷却器内で

残留熱除去系の水によって冷却され、サプレッションチェンバに戻される。また、冷却

器出口ガスの一部は、再循環ラインを通りブロア入口に導かれることにより、ドライウ

ェルから吸入したガスを希釈する。そのため、本系統の作動により、ドライウェルのガ

スがサプレッションチェンバに移行されサプレッションチェンバの圧力が上昇するこ

ととなるが、サプレッションチェンバの圧力が上昇すると、ドライウェルとサプレッシ

ョンチェンバ間の真空破壊装置が自動的に作動し、再びドライウェルにガスが戻るよう

になっている(1)(3)。 
 

5.6.1.3 設計要件 

国内 BWR プラントは、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則」の以下の要件を満足するように設計されている(4)(5)。 
 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 
（原子炉格納施設） 
第三十二条 
８ 発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設が損壊し、又は故障

した際に生ずる水素及び酸素により原子炉格納容器の健全性を損なうおそれがある場

合は、水素及び酸素の濃度を抑制するため、可燃性ガス濃度制御系（安全施設に係るも

のに限る。）を設けなければならない。 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 
（原子炉格納施設） 
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１１ 第８項に規定する「水素及び酸素の濃度を抑制する」とは、原子炉格納容器の内

部を不活性な雰囲気に保つこと、又は必要な場合再結合器等により水素若しくは酸素の

濃度を燃焼限界以下に抑制することをいう。 

 

本要件の目的は、水素燃焼等によって原子炉格納容器の健全性が損なわれて原子炉施設

から放射性物質が放出されるような事態を防止することであるが、本要件を満足してい

ることを確認するために、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に

おいて、同指針が定める原子炉格納容器設計用の LOCA において、原子炉格納容器雰

囲気中の酸素又は水素濃度が燃焼限界以下となることを評価するように定められてい

る(6)。 
 

参考文献 
1.「東海第二発電所 原子炉設置変更許可申請書」（原子炉施設の変更）（平成 21 年 11

月 17 日付け、平成 20 年 12 月 24 原第 3 号をもって設置変更許可 日本原子力発電

株式会社）. 
2.「工事計画認可申請書」（東海第二発電所分割第二十四回分）（昭和 51 年 9 月 9 日付

け、51 資庁第 11374 号をもって工事計画認可 日本原子力発電株式会社）. 
3.「東海第二発電所 保安規定」（平成 26 年 7 月 23 日付け、原規規発第 1407232 号を

もって認可 日本原子力発電株式会社）. 
4.「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（平

成 25 年 6 月 19 日 原子力規制委員会決定）. 
5.「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解

釈」（平成 25 年 6 月 19 日 原子力規制委員会決定）. 
6.「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」（平成 2 年 8 月 30 日 原子

力安全委員会決定）. 
 

（関 智矢） 
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5.6.2 PAR（Passive autocatalytic recombiner, 受動的再結合器） 

5.6.2.1 PAR の概要と特性 

(1) 概要 
事故時に格納容器内に放出された水素を電源なしに受動的に処理するため、PAR
（Passive autocatalytic recombiner, 受動的再結合器）という装置が用いられるようになっ

てきた。PAR は触媒反応により水素を処理する装置で、水素濃度により処理速度は変化

するが、小型のもので約 1kg/h 程度、大型のもので約 5kg/h 程度の処理能力を持つ。 
 

PAR の形状を図 5.6.2-1(1)に示す。PAR は触媒となる白金あるいはパラジウムを、表面積

の大きな粒子/ペレットや板（プレート）上にコーティングし、それらの触媒表面で水

素を処理する。水素混合気が粒子群あるいは板間を通過すると、水素と酸素が触媒表面

で反応する。反応熱でガス温度が上昇しガス密度が低下するために、ガスは上部へ抜け

ると同時に下部から未反応のガスが流入する。触媒反応は水素濃度にかかわらず行われ

るが、PAR 内部の自然対流を生じさせるためにある程度の水素濃度が必要であり 0.5%
程度以上にならないと水素が処理されない。また、水素濃度が高いところでは、自然対

流の駆動力と触媒との摩擦抵抗がバランスし自然対流が抑制され水素処理速度が 8%程

度で頭打ちになる傾向がある。 
 

(2) 水素処理の特性と有効な配置方法 
PAR の水素処理特性としては、可燃限界に関係なく水素を処理できることができ、水素

濃度が低い時の可燃限界（水素モル濃度 4～5%）以下や水蒸気により水素が不活性にな

る状態（水蒸気モル濃度が 55%以上）でも水素を処理することができる。また、電源が

いらないことも大きな利点である。欠点としては水素の処理速度が比較的遅く処理に時

間がかかり、過熱炉心から発生水素を PAR のみで処理する場合には多くの台数が必要

になる。水素処理に伴い PAR 入口の水素濃度が低下しないような通気の良い場所でな

いと効率が低下する可能性がある。また、貴金属を使用しているため高価であることも

欠点である。 
 

上記の水素処理特性より、水素を処理しても周囲と混合することで水素濃度の低下が小

さい、すなわち処理効率が低下しにくいドーム部や、想定される格納容器への放出箇所

からドーム部へのプリューム経路など水素濃度が高くなりやすく通気の良い区画に配

置するのが良いと考えられる。配置個数においては水素処理をどの程度まで期待するか

にも依存するが、水の放射線分解などによる水素の追加発生を抑制する場合は数台で可

能であるが、炉心内の Zr 反応で短時間に発生する水素を PAR のみで処理することを考
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板状触媒

触媒ユニット
　　　設置部

水素混合ガス挿入

メッシュ板

チムニー部

空気/水蒸気

触媒ユニット

慮すれば 100～200kg/h 程度の能力が必要であり 40～50 台程度の台数が必要であると考

えられている。 
国内 PWR プラントでは、新規制基準への対応として、長期的な水素対策を考慮してラ

ージドライ型及びアイスコンデンサ型ともに PAR を配置することが計画されている。3
ループプラントの例(2)ではイグナイタの設置に加え、体積が大きなドーム部を中心に 5
台程度の設置が計画されている。 
 

PAR に関する懸案事項としては、気相中の FP エアロゾルの触媒表面への付着による性

能の低下が考えられるが、試験的研究(3) (4)では水素処理能力の低下が限定的で水素処理

能力への影響は小さいことが示されている。また、PAR の触媒反応により不揮発性 FP
の金属ヨウ素（CsI や CdI2）が、ガス状で環境へ放出されやすい揮発性のヨウ素（I2）

に変化することも指摘されている(5)。これらの挙動については事故時の実機環境を考慮

したさらなる研究が必要と考えられる。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.6.2-1 PAR（Passive autocatalytic recombiner, 受動的再結合器、プレートタイプ）(1) 
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（飯塚 弘之） 
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5.6.2.2 国内 BWR への適用評価 

(1) 水素処理特性の把握 
1990 年代以降、欧州においてシビアアクシデント時の水素燃焼を防止するため、触媒

上で水素・酸素を再結合反応させる PAR が採用されている。また、米国では FCS の保

守コスト削減のため、PAR が採用されている。 
PAR は、格納容器内に設置することで、起動操作することなく触媒部での反応熱により

自然循環流が形成され、連続的に可燃性ガスを処理できる。したがって、ブロアやヒー

タを必要とする従来式 FCS に比べ、PAR は事故時の運転員操作が不要である。また、

動的機器が不要であることから信頼性とメンテナンス性に優れるとともに、装置簡素化

の観点から経済性、省スペースの観点から配置性の点で優れている。 
 

PAR を国内 BWR プラントに導入するにあたって、圧力、水蒸気分圧、水素濃度、酸素

濃度、雰囲気温度、反応阻害物質の影響，設計寿命等の設計要求事項を明確にする必要

があった。しかし、PAR 開発メーカは、主に PWR 向けの条件を想定して試験等を実施

していたため、BWR 特有の条件でのデータを持っていなかった。 
したがって、BWR への適用にあたっては BWR 特有の条件である低酸素濃度雰囲気や

格納容器スプレーの影響を考慮する必要があり、また仮想事故相当の FP 放出を仮定し

非常に厳しい反応阻害物質の影響を考慮した検討を行う必要があった。 
そこで、国内 BWR プラントへ適用することを目的として、水素処理特性の把握、並び

に国内設計基準事故を対象とした評価に必要な反応阻害物質、格納容器スプレー、低酸

素濃度の影響を評価する試験研究が実施された(1)。 
 

(a) 水素処理特性 
PAR の基本的な水素処理特性を確認するため、圧力 0.13MPa、温度 333K、酸素濃度

3.5vol%に設定された容器内に PAR（プレートタイプ触媒）を設置し、スプレー作動下

で水素（濃度 3vol%）を注入する試験が実施された。 

PAR 起動後の温度、ガス濃度変化の測定では、水素注入から約 1,000s 後に、触媒カー

トリッジの中心位置の最高温度は 280℃に達した。このときの水素濃度は約 2%であっ

た。その後、再結合反応が進むに伴い、試験容器内の水素濃度は低下し PAR に流入す

る水素濃度も低減するので、再結合反応による発生熱量も減少し、PAR 内部の温度は低

下する傾向を示す。 
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このように、水素/酸素が触媒部に流入してくれば、動的手段に依存することなく可燃

性ガスを再結合できることが確認された。図 5.6.2.2-1 に、PAR 起動後の触媒最高温度

と水素濃度の関係を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 5.6.2.2-1 PAR 起動後の温度、水素濃度変化の例 
 
 

(b) 反応阻害物質の影響 
事故時には格納容器内で原子炉燃料からヨウ素が発生し、このヨウ素化合物が PAR に

対して反応阻害物質として作用することが考えられる。このため、ヨウ素化合物の水素

処理性能への影響を確認する試験が実施され、以下の結果が得られた。 
・ヨウ素化合物の中でヨウ素(I2)の影響が最大であることが明らかになった。 
・ヨウ素の高濃度加速試験により、触媒活性の劣化特性を求め、図 5.6.2.2-2 に示すよう

なヨウ素付着量の関数として反応阻害物質ファクタが定量化された。 
 

(c) 格納容器スプレーの影響 
格納容器スプレーが作動する場合には，スプレーによる強制対流の影響や水滴の付着に

より触媒性能が低下する影響が考えられる。そこで、実機と同等のスプレイノズルを用

いて、スプレー作動条件下での試験が実施され、以下の結果が得られた。 
・図 5.6.2.2-3 に示すように、スプレー流量を増加するに伴って、PAR を通過する流速

が上昇し、水素処理速度が増加することが確認された。 
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図 5.6.2.2-2 反応阻害物質ファクタ 
 
 

図 5.6.2.2-3 スプレー流量の影響  
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(d) 低酸素濃度の影響 
実機における最低酸素濃度の範囲も想定し、スプレー作動条件下で酸素濃度をパラメー

タとした試験が実施され、以下の結果が得られた。 
・酸素濃度が低下するにしたがって、図 5.6.2.2-4 に示すように水素処理速度は減少する。 
・低酸素濃度条件での水素処理速度の低下割合について、図 5.6.2.2-5 に示す PAR 入口

部での酸素と水素の濃度比の関数として低酸素ファクタが定量化された。 
 

図 5.6.2.2-4 低酸素濃度の影響 

図 5.6.2.2-5 低酸素ファクタ  
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(2) 格納容器スプレーの下降流による影響 
格納容器スプレーが形成する流れにより、PAR 内部に自然対流を妨げるような下降流が

生じて水素処理性能が低下する可能性が懸念された。このため、風洞試験装置を用いて

PAR 近傍の下降流速と水素処理性能の関係が試験的に検討された(2)(3)。 
 

その結果、(1)直上からの下降流は PAR 内部に上昇流を形成し水素処理性能を向上させ

る、(2)障害物等があり PAR 内部に下降流が形成される場合には特定の風速域で水素処

理性能は低下するものの、図 5.6.2.2-6 に示すように 20%以上の性能は維持することが

確認されている。 

図 5.6.2.2-6 水素処理速度比に及ぼす下降流速の影響の例 
 
 

 

参考文献 
1. 小林他、「静的可燃性ガス再結合装置の BWR プラントへの適用性」、日本原子力学

会和文論文誌、Vol. 1, No. 1 (2002) pp.80-89. 
2. 西村他、「触媒式再結合器の BWR 実機適用性の検討 (1)格納容器スプレーによる下

降流が触媒式再結合器性能に及ぼす影響」、日本原子力学会 2010 年春の年会予稿

集、F06 (2010). 
3. 野下他、「触媒式再結合器の BWR 実機適用性の検討 (2)下降流条件での触媒式再結

合器の水素処理性能の評価」、日本原子力学会 2010 年春の年会予稿集、F07 (2010). 
 

（藤井 正） 
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5.6.3 シビアアクシデント時の金属酸化物による水素処理 

原子炉のシビアアクシデント時には、燃料被覆管のジルコニウムと水蒸気の反応により

水素が急激に発生する。この水素を迅速に処理し BWR 格納容器内の水素蓄積を防止す

ることで、建屋への水素漏えいを抑えることが求められている。 
 

窒素置換されている BWR 格納容器内の

水素を処理する手法として、水素吸蔵合

金、水素－酸素再結合触媒、水素－窒素

反応触媒などが挙げられるが、作動圧力

が高い、反応速度が遅いなどの課題があ

る。そこで、他と比べて比較的低温でも

作動し反応速度に優れた、金属酸化物中

の利用が検討されている。 
 

本システムは、水素反応器と格納容器に

接続する配管系統から構成される（図

5.6.3-1）。炉心損傷時に発生する水素を含

む格納容器内雰囲気ガスが配管を通して水素反応器に導かれ、内部に格納された金属酸

化物と反応して水素処理され格納容器に戻る。 
 

水素処理材としての金属酸化物の選定には、 
(1)常温でも水素と反応し窒素雰囲気で酸素離脱しないこと、 
(2)十分な反応速度を有すること、 
がポイントとなる。特に格納容器内の水素処理で必須となる(1)については、水素及び

窒素との反応でギブスエネルギーΔG について下記の条件が必要となる。 
水素反応：  MOx + H2 →MOx-1＋H2O  ΔG＜0 
窒素反応：  MOx→MOx-1＋O2   ΔG＞0 

ここで、MOx：金属酸化物、MOx-1：金属酸化物の還元物 150℃～500℃の範囲で、これ

を満足する代表的な金属酸化物としては、CuO、MnO2、NiO、Co3O4、CrO2が挙げられ

る。次に重要な条件となる(2)については、粉末の水素処理速度を固体の重量変化から

評価した結果、大気圧、水素濃度 5%、ガス流量 200ml/min において、特に CuO が優れ

ていることが報告されている（図 5.6.3-2）(1)。ここで、反応速度は温度のみならず、水

素濃度、圧力にも依存することに注意する必要がある。また実際は、水素反応器に充填

する処理材成型体の表面粗さや密度等の違いによっても、反応速度が異なることを考慮

して設計する必要がある。 

図 5.6.3-1 金属酸化物による水素処理 
システムの概念図(1) 
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金属酸化物を水素反応器に充填

するとガスの流れ方向に、反応

による処理材の温度上昇、それ

に伴う水素処理加速、水素濃度

低下による水素処理減速という

変化が生じる。また、反応時間

が経つと上流側から金属酸化物

は還元され、反応が徐々に下流

へ進むという時系列の変化も生

じる。したがって、これらの特

性も含めた水素反応器の性能評

価が必要である。そこで、処理

材として2mmのCuO成型体を用

い、40A、長さ 500mm のステン

レス配管に充填した反応器の、

水素処理特性基礎試験が報告さ

れている(2)。 
 

圧力 0.05MPaG、混合ガス流入温

度 160℃、反応器内流速 0.6m/s
の条件でガスを流入させた場合

の、反応器出口の水素濃度を計

測した結果が図 5.6.3-3 である。

ここで混合ガス割合は、水素濃

度 5vol%、窒素濃度 95vol%であ

る。反応が進行するにしたがっ

て反応器出口の水素濃度が減少

し、1500 秒後には 0.6vol%に低減されており、CuO が水素処理材として有効であること

がわかる。さらに、水素反応器特性の、水素濃度、ガス温度、流速等の依存性を把握す

る詳細データが求められる。 
 

なお、本件は経済産業省平成 24,25 年度発電用原子炉等安全対策高度化技術基盤整備事

業(シビアアクシデント時の水素処理システムの開発に向けた基盤整備)の成果の一部

である。 
 

図 5.6.3-2 粉末金属酸化物の水素処理速度 
計測結果(1) 

図 5.6.3-3 水素反応器性能試験結果(2) 
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６．SAM と水素対策 

事故が設計基準を超えて進展した場合には、以下を目的とした一連の措置としてアクシ

デントマネジメント（AM）が講じられる。 
・その事象がシビアアクシデントに拡大することを防ぐこと、 
・シビアアクシデントの影響を緩和すること、 

 ・長期的に安全で安定した状態を達成することである。 
 

AM の 2 番目の項目（シビアアクシデントの影響を緩和すること）は、シビアアクシデ

ントマネジメント（SAM）と呼ばれる。 
 

6.1 事故進展把握 

シビアアクシデントの影響を緩和するための SAM を、正確に又は最適に実施するには

事故進展を把握し、発電所の損傷状態を特定する必要がある。水素の SAM を実施する

うえで、把握すべき発電所の損傷状態としては、炉心の状態、格納容器の状態であり、

炉心の状態は水素生成の状況、格納容器の状態は水素分布の状況に影響する。 
 

(1) 炉心の状態 
起因事象、非常用炉心冷却系の状況、ヒートシンクの状況を把握することにより炉心損

傷の状態を推定することができる。炉心損傷の状態としては以下が考えられる。 
 

炉心の状態 水素生成等 

燃料棒被覆管は健全 水素生成はない。 

炉心が露出して燃料被覆管が損傷する。 設計基準事象の想定では、ジルカロイの

およそ 1%の反応に相当する水素生成 

炉心が露出して溶融するが、溶融炉心は

原子炉容器内にとどまる。 
ジルカロイのおよそ 25%の反応に相当

する水素生成 

溶融して原子炉容器の下部に溜まった炉

心が原子炉容器を破損し、格納容器に落

下してコンクリートと反応する。 

ジルカロイのおよそ 50%の反応に相当

する水素生成 

溶融して原子炉容器の下部に溜まった炉

心が原子炉容器を破損し、格納容器に落

下して冠水状態でコンクリートと反応す

る。 

ジルカロイのおよそ 75%の反応に相当

する水素生成 
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(2) 格納容器の状態 
炉心損傷の状態、格納容器熱除去の状況を把握することにより格納容器バウンダリの状

態を推定することができる。格納容器の状態としては以下が考えられる。 
 

格納容器の状態 水素分布等 

格納容器健全 発生した水素は格納容器内に蓄積する。一部は漏え

い箇所から原子炉建屋に漏れ出る。 

格納容器隔離失敗 発生した水素は格納容器から原子炉建屋に漏れ出

る。 

格納容器バイパス 発生した水素は格納容器をバイパスして原子炉建屋

又はタービン建屋に漏れ出る。 

格納容器破損 発生した水素は格納容器から原子炉建屋に漏れ出

る。 

 

 

6.2 水素、酸素濃度の把握（推定） 

SAM の手順は水素濃度に関する知見に関連付けられており、水素濃度が把握できれば、

燃焼リスクを診断することが可能であり、適切な SAM の実施が可能となる。水素濃度

は以下の方法で把握することができる。 
 

(1) 水素濃度の計測による把握 
 水素濃度の計測システムとしては、以下の 2 種類が採用されている。 
 ・格納容器内の水素計測システム 
 ・格納容器のガスをサンプリングし、格納容器外で分析するシステム 
 

 計測システムの

種類 
事例 

格納容器内の水素

計測システム 
Beznau（PWR、スイス）、Doel 3-4（PWR、ベルギー）、Gosgen（PWR、
スイス）、Leibstadt（BWR、スイス）、Ringhals（PWR、スウェーデ

ン）、Tihange（PWR、ベルギー）、Kozloduy（WWER-1000、ブル

ガリア）に採用されている。 
Beznau、Doel 3-4、Ringhals、Kozloduy は、触媒反応を利用してい

る。 
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格納容器のガスを

サンプリングし、

格納容器外で分析

するシステム 

Doel 1-2（PWR、ベルギー）、関西電力（PWR、日本）、Muhleberg
（BWR、スイス）で採用されている。 
 

 

サンプリングシステムの概要(2)  

 

サンプリング手法は、質量スペクトロメータを使って、水素、空気、水蒸気の濃度を高

い精度で測定できるが、サンプルラインが詰まる可能性がある。また、設置には貫通部

を必要とするため、格納容器からの漏えいリスクを高めることとなる。 
 以上は、格納容器の水素濃度を計測するシステムであるが、福島第一原子力発電所事

故を踏まえ、BWR の原子炉建屋に対して水素検知器の設置が検討されている。 
 

(2) 水素濃度の推定 
計測手段が失われている場合は、6.1 節で示した発電所の損傷状態に基づき水素、酸

素濃度を推定することができる。事前に事故シナリオ毎に事故進展解析を実施して、発

電所の損傷状態と水素、酸素濃度の関係を整理しておく必要がある。図 6.2-1 に、発電

所の損傷状態と水素濃度の関係を示した事例を示す。図では、以下の発電所損傷状態に

対する、水素濃度曲線が示されている。 
・炉心が原子炉容器内にとどまっている場合、水素は約 25%のジルコニウム酸化に相

当する量 
・炉心が原子炉容器外に移動している場合、水素は約 50%のジルコニウム酸化に相当

する量 
・炉心が原子炉容器外に移動し冠水している場合、水素は約 75%のジルコニウム酸化

に相当する量 
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図 6.2-1 水素濃度推定図の例(2)  
 

 

6.3 防減災手順 

AM の検討においては、構造的なトップダウン手法が適用される。防止と緩和の両方の

領域を対象に、目的と方針から始まり、要領と指針が導かれる。AM の目的は以下のよ

うに定義される。 
・重大な炉心損傷を防ぐこと。 
・炉心損傷が一旦始まったならば、炉心損傷の進行を終止させること。 
・できるだけ長く格納容器の健全性を維持すること。 
・放射性物質の放出を最小にすること。 
・長期の安定状態を達成すること。 

 

シビアアクシデントの影響緩和の領域（SAM）では、次の事項を可能にするための方

針が策定される。 
・一旦開始した炉心損傷の進行を終わらせること。 
・格納容器の健全性を可能な限り長時間にわたり維持すること。 
・放射性物質の放出を最小限にすること。 
・長期間安定した状態を達成すること。 

 

水素燃焼についての SAM の方針は、水素濃度を低減することであり、格納容器雰囲気

の不活性化、水素希釈、早期ベント、水素除去などが、事故前から事故後の段階に応じ
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て適用される。図 6.3-1 は、水素燃焼に対する SAM 技術の全体像を示したものである。

以下、それぞれの対策について示す。 
 

(1) 格納容器雰囲気の不活性化 
① 事故前の不活性化 
BWR プラントの格納容器で採用されており、通常運転時において窒素雰囲気とされ

ている。シビアアクシデント時のジルカロイ及びその他の金属の酸化反応によって水

素が生成するが、格納容器内には実質的に酸素が存在しないため、水素燃焼のリスク

はほぼゼロとなる。 
 

② 事故後の不活性化 
大型格納容器を有する PWR では、通常運転状態で格納容器を不活性化するのは、実

用的ではないため、事故後の不活性化が検討された。事故後の不活性化では、大量の

水素が発生する前に、非可燃性ガス又は燃焼阻害ガスを注入する。格納容器内の混合

気体が可燃限界を超える前に、早い段階で急速に注入する。大量のガス（窒素と二酸

化炭素）を使用するため、格納容器の加圧を伴う。 
 

完全な不活性化には二酸化炭素又は水蒸気は 60%体積以上、窒素の場合で 75vol%以

上が必要となる。現時点で、事故後の不活性化を採用しているプラントはない。 
 

(2) 事故後の水素希釈 
事故後の水素希釈は、より少ない量のガスの注入で不活性化を図ろうという技術である。

事故後の不活性化は、前述のとおり、格納容器加圧を伴い、操作手順やこのシステムの

起動のための基準に不確実さがあるという欠点がある。完全混合前の局所的な爆ごうの

防止を目的として、比較的少量の不活性化ガスを水素放出周辺の領域に注入して、この

領域の混合気体の爆ごう可能性を低減する。 
 

島根 1 号機には不活性な雰囲気を維持するための格納容器雰囲気希釈系が設置されて

いる。窒素ガスを注入しつつ、非常用ガス処理系を用いて格納容器内の気体を排気（パ

ージ）することによって、格納容器内の組成を可燃限界以下に維持する。CO2による格

納容器雰囲気の希釈の検討は行われているが、実際に導入された事例はない。オランダ

の Borssele プラントは、事故後の格納容器雰囲気の希釈に補助蒸気ボイラーの水蒸気を

使用する。原子炉冷却系からの排気蒸気で格納容器雰囲気を不活性化／希釈する手順が

あるプラントがある。 
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(3) 早期ベント 
早期ベントは、水蒸気、空気、及び水素の燃焼による圧力の推定値が格納容器圧力限界

を超える場合、格納容器をベントするプロセスである。事故早期の格納容器の開放は、

格納容器の大規模破損や構造損傷によって格納機能が喪失することを防止する。 
 

福島第一原子力発電所事故を踏まえ、BWR の原子炉建屋に対して以下の対策が検討さ

れている。 
・緊急時に自然排気により滞留水素の排出を行うため、原子炉建屋の高所に適切な大

きさの排気口を設ける。 
・原子炉建屋に多量の水素が滞留することを防止するため、原子炉建屋の頂部へ水素

ベント装置を設置する。 
 

(4) 水素除去 
① 燃焼除去 
 燃焼除去は、可燃混合気の濃度が上昇した場合、及び上昇した場所で、緩慢な燃焼

で水素を除去する。アイスコンデンサ型 PWR の格納容器内には、水素点火装置（イ

グナイタ）が設置されている。イグナイタには複数のタイプがある。 
・グロープラグ式イグナイタ 
 AC 電源によりプラグを 800～900℃まで加熱し、周りの水素を点火、燃焼させるも

のである。信頼性、耐久性があり、点火源としてのエネルギーが高い。150～200M
の電源が必要となる。世界の多くの原子力発電所で採用されている。 

・スパーク式イグナイタ 
 内蔵バッテリーによりスパークを発生させて水素を点火、燃焼させるもので、グロ

ープラグ・イグナイタと同等のパフォーマンスを示す。カナダの原子炉に搭載され

ている。 
・触媒式イグナイタ 
 白金等の貴金属触媒により水素を再結合させ、その反応により加熱、点火させるも

のである。電源を必要としない。 
 

② 自然着火 
イグナイタがなくても、雰囲気が可燃状態となり次第、水素が着火する可能性が高い。

水素・空気の混合気の着火に必要なエネルギーは小さいため、電気機器や機械によっ

て発生される小さなスパークがあれば十分である。高温表面もまたイグナイタの働き

をする。 
 

これらの着火は予想できない。緩慢な爆燃ではなく、可燃限界付近で起こり得るし、
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可燃限界を超えて起こることもある。 
 

格納容器に放出された水素量が少ない時に自然着火が生じれば、格納容器に損傷を起

こすことなく水素が除去される。格納容器破損に対する安全裕度は十分高ければ、燃

焼による圧力（PAICC）は、格納容器破損圧力を超えることはなく、アクションは必要

なく、自然着火を待つことで良い。 
 

③ 触媒式再結合 
触媒を使って水素を酸化し、可燃限界外とする。静的触媒式再結合装置（PAR）は、

ここ十年で開発され実用化されている。単純な装置で、容器の開放部に触媒表面が設

置されている。水素が存在すると、自然に触媒が反応し、反応熱によって容器内に自

然対流が生じて、温められ湿った空気の減った水素が排出され、下部から新たなガス

が引き込まれる。このように、PAR は電源を必要や運転員の操作を必要としない。格

納容器内の適切な場所に PAR を設置する必要がある。 
 

PAR の容量は、質量移動量に制限され、大きな水素流量には対応できない。シナリオ

によっては、水素放出箇所近傍で可燃限界に到達あるいは上回る可能性がある。PAR
の適用は、多数のシナリオで燃焼荷重を分析する必要がある。 
 

大型ドライ PWR 格納容器の例では、40 基の再結合装置が設置されている。＞8%で

作動し、爆燃を誘起するとしている。 
 

(5) 対策の組合せ 
① 触媒式再結合とイグナイタ 
触媒式再結合とイグナイタの組合せは、ドイツで開発され試験されている。再結合器

は高い放出流量に対応できないため、イグナイタを高濃度混合気の抑制に使われる。

フィンランドの Loviisa、韓国の APR1400 に導入されている。 
 

② 触媒式再結合と CO2注入 
 CO2注入により、爆燃から爆ごうへの遷移や爆ごうを抑制し、触媒式再結合装置は水

素除去を行う。格納容器構造及び機器は、爆燃による静的荷重にのみ耐える。非凝縮

性ガスの注入は爆燃時の初期圧力を高くする。CO2注入は、格納容器圧力限界を超え

ないよう制限することが重要となる。 
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図 6.3-1 水素燃焼対策 
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4. INEL, ”Accident Management Information Needs, Methodology Development and 

Application to a Pressurized Water Reactor(PWR) with a Large, Dry Containment”, 
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７．放射性廃棄物管理における水素安全 
 

7. 1 放射性廃棄物と可燃性ガス 

放射性廃棄物からの可燃性ガス放出は特に次のような場合に注意が必要である。 

・ 放射性廃液処理の二次廃棄物の貯蔵、移送 

・ TRU（プルトニウム他の超ウラン元素）を比較的高濃度に含有する廃棄物の貯蔵、

移送 

 

放射線分解による可燃性ガスは、これらの廃棄物に残留する水分や、混入している有

機物から発生する。また、放射線分解以外にも、化学反応や熱劣化による可燃性ガス

の発生にも留意する必要がある。化学反応による水素発生では、ホウ酸添加水と亜鉛

の反応1など、原子力では注意すべき要因が少なくない。さらに、TRU を含有する廃棄

物では、パッケージング材料（例えばポリエチレンバッグ）の放射線分解による可燃

性ガス発生も考慮する必要がある。 

 

なお、以下では主に水素発生だけを扱うが、廃棄物保管における容器健全性の視点で

は、非可燃性ガスの寄与も含めた容器内圧上昇についても評価が必要となる。 

 

 

7. 2 廃棄物管理における G 値の算出 

放射線分解の見かけの一次収量（G 値）の算出においては、放射線の種類、温度、廃

棄物に含まれる物質を考慮する必要がある。また、廃棄物（廃棄体）中の放射性物質

の分布と、廃棄物（廃棄体）の構成物質によって、それぞれの放射線の飛程が異なり、

したがって、吸収エネルギーが変わってくる。 

 

α線と γ線の飛程を考慮すると、一般的に次のようなことが言える(1)。 

・密度 1g/cc 以下の低密度材料で、厚さ 0.5mm 以下であれば、α 線、γ 線ともに吸収

されない。 

・α線源から 4cm 以内にある物質については、α線の吸収を考慮する必要がある。 

 

また、物質中に α 線放出核種が分布する場合、金属のように密度が高い物質であれば、

物質内部に分布する α 線の寄与は考慮する必要がない。同様の物質で、表面に α 線放

                                                           
1  1996 年 5 月の米国ポイントビーチ原子力発電所での使用済燃料移送キャスク作業

時の軽微な水素爆発事故(NRC Bulletin 96-04). 
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出核種が露出している場合は、α 崩壊エネルギーの約半分が周囲の物質と相互作用を

する。また、α 線放出核種の微粒子が有機廃棄物や水の中に分布している場合は、ほ

ぼすべての α 崩壊エネルギーが放射線分解に寄与することになる。以下では、この最

後のケースを想定する2。 

 

β線、γ線も合わせて考えると、見かけの一次収量は次のように表される。 

 

Geff = λα∑[FM,αGM,α]+λβ∑[FM,βGM,β]+λγ∑[FM,γGM,γ] 
 

ここで、λ は全崩壊エネルギーに占めるそれぞれの放射線の割合、 FM はその物質中へ

のそれぞれの放射線の吸収割合である。α 線の飛程を考えれば FM,α=1 として良い。GM

はその物質のそれぞれの放射線に対応した G 値である。 

 

α核種を主成分とする場合であって、λα 、λβ、 λγを求めがたい場合は、全崩壊エネルギ

ーを α 線によるものとするのが保守的である(1)。また、最も保守的には、FM,β=FM,γ=1

である。線源分布が分かっていれば、FM については、PHITS(2)のような輸送計算コー

ドで評価することもできる。 

 

室温（298K）における保守的な水素発生の G 値（molecules/100eV）としては、以下が

推奨されている。その他、多くの物質については参考文献[1]に詳しい。なお、有機物

を多く含む場合には、可燃性ガスの発生量も全気体の発生量も表 7.2-1 に示すよりも、

顕著に大きくなる。 

 

表 7.2-1  放射線分解による水素発生の G 値（molecules/100eV） 

状態 線種 G(H2) 

水蒸気 γ線、β線 0.5 

水(液体) pH=0.5 γ線、β線 0.4 

水(液体) pH=3〜13 γ線、β線 0.45 

水(液体) α線 1.6 

ポリエチレン α線 4.0(4.1*) 

* 水素以外の可燃性ガスを含む 

 

                                                           
2  粒子自身による自己吸収を無視しているので、保守的な評価となる。 
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7. 3 廃棄物容器からの水素の換気放出 

可燃性ガス発生の可能性がある場合には、保管容器や貯蔵庫の設計において水素の挙

動に留意する必要がある。包蔵の層を少なくして水素の放出を促したり、受動的換気

能力を高めたり、あるいは、水素-酸素再結合材を利用するなどの対策を施さなければ

ならない。 

 

能動的換気、水素捕獲、水素-酸素再結合材利用等を行わない場合の最も単純なケース

として、次の 2 つについて検討する(3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 7.3-1  受動的換気の 2 つのケース 

ケース 1（図 7.3-1 左）：容器（貯蔵庫）に換気口が上部にのみ設けられている。 

ケース 2（図 7.3-1 右）：容器（貯蔵庫）に換気口が上部と下部に設けられている。 

 

ケース 1 では一つの換気口（幅 W,高さ H）を経由して内部の水素+空気が放出される

と同時に、外気が取り込まれる。軽い内部気体が換気口の上部から排出され、重い外

気が同じ換気口の下部から流入する、いわゆる交換流（exchange flow）が形成される

ので、換気口面積 W*H が同じであれば、H が大きい方が有利なことは直感的に理解で

きる。また、壁に直接開口させた方が、換気筒を立てるより有利となる。 

 

ケース 2 では上方の換気口から水素+空気が逃げ、下方の換気口から外気が侵入するの

で、ケース 1 よりも水素蓄積の防止には有利である。 

 

これら 2 つのケースのそれぞれについて、近年さかんに CFD 解析や実験が行われ、幾

つか有用なモデルが提案されている。それらについては付録 7 に紹介するとともに、

学習用の Python スクリプトを載せておいた。ここでは例として、次のような含水放射

性廃棄物についてのモデル計算結果を示す。 
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図 7.3-2   図 7.3-1 の水素換気体系における容器内の定常水素濃度 X, Xh, Xt。 

計算条件は本文に記載。計算モデルについては付録 7 参照。 

 

4000kg の放射性廃液が、それ自身の γ線、β線によって 25Gy/h の吸収線量を受けてい

るとすると、水素の G 値を 0.45 として、水素発生速度は約 0.03L/s となる。このよう

な廃液の容器に、面積 100cm2 の換気口が、(1)上部に一つだけ、あるいは、(2)上部と

下部に一つずつ、高さで 200cm 離して設けられている。この例について、水素の定常

的な蓄積濃度を求める。計算では幅を持たせて、0.01〜1L/s の水素発生について検討

した。2 つのケースについて結果を図 7.3-2 に示す。 

 

ケース 1 では容器内の平均濃度 X が求められている。ケース 2 では顕著な成層化が起

きるので上層濃度 Xh あるいは上部換気口での濃度 Xt がモデルで求められる。0.03L/s

では、ケース 1 の場合、水素の蓄積濃度は可燃限界（4%）を超えてしまう。ケース 2

では、採用したモデルによって多少の差はあるが、水素蓄積濃度は顕著に抑えられ、

水素発生速度にして一桁程度の余裕ができる。 

 

なお、ケース 1 で換気口を鉛直壁ではなく、天井部に設けた場合は、図 7.3-1 左とは異

なって交換流の配置は一意に定まらない。そのため、垂直壁面の換気口よりも効率が

著しく悪くなる（付録 7 参照）。しかし、放射性廃棄物容器や貯槽では、図 7.3-2 右の

ような配置を実現するのは困難な場合が多い。このような場合は頂部に 2 本の管を挿

し、適切な高低差を設けることで換気効率を改善できる。また、水素発生速度が比較

的低い場合には、隙間からの拡散や、気圧変動にともなう息継ぎ現象による空気の出

入りも、水素蓄積抑制に役立てることができる。いずれの場合も、放射性廃棄物管理
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にあたっては、様々な要因を考慮した周到な予備試験や解析によって、可燃限界組成

を十分下回ることを確認しなければならない。 

 

 

参考文献 
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NUREG/CR-6673, 2000. 
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Nakashima, T. Fukahori, K. Okumura, T. Kai, S. Chiba, T. Furuta and L. Sihver, Particle and 

Heavy Ion Transport Code System PHITS, Version 2.52, J. Nucl. Sci. Technol. 50:9, pp.913-
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3. Linden, P. F., Lane-Serff, G. F. and Smeed, D. A., “Emptying filling boxes: the fluid 
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7.4 スラリー中の放射線分解ガスの捕獲と放出 

放射線分解により液体中に水素や酸素が発生しても、スラリーのように高濃度の粒子

が液体中に分散あるいは懸濁した状態では、毛管力（表面張力）によって固体粒子表

面にガス気泡を形成し、スラリーの降伏応力（あるいは粘性力）や、気泡に付いた固

体粒子に働く重力によって、気体が強く捕獲されることになる。このことは、スラリ

ー下部に形成されたスラッジ層の膨潤による液面上昇や、ランダムで突発的な気体放

出を起こす可能性があるため、米国ハンフォード等の放射性廃液タンクにおいて深刻

な安全上の懸念事項とされてきた(1)。放射性廃液中に経時的にスラッジが形成される

ような場合や、廃液処理の二次廃棄物としてスラリー（あるいはスラッジ）が生成さ

れるようなプロセスの設計では、このことに十分配慮しておくことが必要である。 

 

1) 捕獲挙動 

通常、気-液二相系については、気泡の様相はエトベス数（ボンド数）、すなわち、浮

力と表面張力との比を表す無次元数で整理される。 

 

Bo = ΔρD2g/σ       (1) 

ここで、Δρ は液体と気体の密度差、D は気泡直径、σ は気体-液体間の表面張力、g は

重力加速度である。Eo が 2 桁に達するような条件では、重力により気泡が歪むことに

なる。通常の放射性廃液条件では気泡直径が 2mm ほどになるとこの条件に達する。 
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スラリーの下部では固体粒子が沈積

してスラッジを形成している。図

7.4-1 右は固体粒子層の重みが気泡に

強く作用しないような条件、あるい

は気泡が小さいために、表面張力に

よって固体粒子が等方的に押しのけ

られる状態を示している。この場合、

図 7.4-1 左は、固体粒子の重みによっ

て気泡が樹枝状になり、液体を押し

のけつつ、固体粒子間の隙間を埋め

ていく状態を示している。なお、い

ずれの場合も、程度は違うが液位が

上昇することになる。また、これらの捕獲状態からの気体の放出には、スラッジの降

伏応力が重要なパラメータとなる。 

 

スラッジ層を持ち上げる気泡の力とスラッジ層の重みとの力との両方の釣合いをとる

と、その釣合い点でのボンド数として、次式が導かれる。 

 

Bo(sludge) = 1 = (ρsludge – ρliquid)Dhg/4σ   (2) 

ここで、h は気泡の上のスラッジの厚さである。ただし、スラッジ層密度は固体、液

体、気泡を含んだものである。 

 

Bo(sludge)>1: 気泡がつぶされて図 7.4-1 左のような樹枝状となる。 

Bo(sludge)<1: 気泡が球状となり、スラッジ層を押し上げる。 

 

したがって、スラッジ層が厚い場合は底部にいくほど樹枝状の気泡が多く、表面に近

いほど球状の気泡が多くなる。また、放射線分解による場合のように、スラッジ中に

気体が連続的に生成される場合は、初期は樹枝状であった気泡がやがてスラッジの密

度低下とともに球状になりやすくなり、スラッジ層を押し上げることも考えられる。

なお、(2)式は、模擬試験の条件設定にも一つのパラメータとして有用であろう。ただ

し、より正確には、スラッジの凝集力を考慮した補正項を(2) 式に加える必要がある。 

 

米国パシフィックノースウェスト研究所の模擬試験では、おおむね上記のような気泡

の分布を確認したと同時に、粘性の低いスラッジでは、スラッジ上部の球状気泡を含

んだ層が下の層から分離し、2 つに分離した層の間に大きな気泡がトラップされると

図 7.4-1 スラッジ中の気泡の形態 
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いう特異な現象も認められている。 

 

2) 放出形態 

スラッジの降伏応力は重要なパラメータであるが、一意に定義することは容易ではな

い。固体の種類に応じ、また、上記のような気泡の二形態、さらには気泡率に応じた

経験的な値が用いられる。スラッジに捕獲された気体の放出は気泡の成長上昇による

ものと、樹枝状気泡の連結（パーコレーション）によるものとがある。概念的にはス

ラッジの降伏応力と気泡径をパラメータとして、図 7.4-2 のように整理されている(2)。 

 

図で、 

τy: スラッジの降伏応力 

ρw: スラッジのバルク密度 

YG≒ τy/gDΔρ       : 降伏応力と重力効果の比を表す無次元数3(約 0.2) 

である。 

                            図 7.4-2 スラッジ降伏応力と気泡挙動(2)  

 

なお、放射線分解以外の方法でスラッジ中に気泡を作って挙動を観察する試験が様々

にされてきたが、固体性状だけでなく、気泡導入法にも依存した結果となるようであ

                                                           
3  Gravity yield number 
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り、模擬試験結果の評価には注意が必要である(3)。 

 

 

参考文献 

1. P. A. Gauglitz  et al., “Mechanisms of Gas Bubble Retention”, Pacific Northwest Laboratory 

Report PNL-10120, 1994. 

2. G. D. Johnson et al., “Flammable Gas Project Topical Report”, HNF-SP-1193 Rev. 2, 1997. 

3. R. C. Daniel et al., “Morphology of Gas Release in Physical Simulants”, Pacific Northwest 

Laboratory Report PNNL-23179, 2014. 
 

（小川 徹） 
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付録 7：換気口を持つ空間内に放出される水素の蓄積 
 

容器あるいは室内に水素が放出されるとき、排気装置を持たない場合、あるいは排気

装置が機能喪失する場合、換気口からの自然排気によってどの程度その蓄積が緩和さ

れるかは、水素利用社会の安全性の観点から、近年さかんに研究が進められている。 

 

実験、CFD 解析と下記のような工学的モデル式との比較が行われ、比較的良い一致が

確認されている。ここでは、それらモデル式の代表的なものについて紹介する。 

 

以下では各モデルの簡単な説明に続けて、点状放出源に対して水素濃度を求める

Python スクリプトをつけてある。ただし、スクリプトは学習用であって、それ自体と

して実用に供することのできるものではない。 

 

 

1. 上下２つの換気口がある場合 
 
1.1 Linden らの置換換気モデル 

Linden ら(1)は 7.2.3 で示したように室の上下に換気口が設けられているとき、下の口か

ら密度の高い気体が入り、上の口から密度の低い気体が抜けていくことで、室内の空

気が置換(displace)される場合のモデルを立てた。水素がプリューム状に室内に放出さ

れる場合についても、このモデルがしばしば参照されている。モデルの導出は原著に

ゆずり、ここでは概要のみを述べる。 

 

水素の放出速度を Qo(m3/s)とする。ただし、放出源は床面の一点とする。また、床面

から天井までの高さを H、上部に形成される低密度層の底面までの高さを h とする4。

h/H を ξと表す。 

 

天井面と床面に設けられた換気口面積をそれぞれ at, ab とすると、 実効的な換気面積

A*は次式で与えられる。 
     (1) 

 

 

ここで、小文字 c は定数5であり、下部からの吸気が急激に膨張するとき 0.5、完全に

                                                           
4    7.2.3 節の図とは少し異なり、原著では天井面と床面に換気口が設定されている。 
5 Expansion coefficient とも呼ばれる。 
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なめらかに膨張するとき 1.0 になるとされている。 

 

局所における水素の体積分率 X は次式で与えられる。 

 

       (2) 

 

ρ:  その場所での混合気密度 

ρa: 空気密度 

ρh: 水素密度 

 

g を重力加速度として、低減重力(Reduced gravity) g': 
 

       (3) 

 

を用いて表現すると、体積分率は、X=g'/go' となる。 

 

上記のパラメータを用いて、置換換気の時の ξ、したがって、低密度層下面までの高

さ h は次式で求められる。 
 

                 (4) 

 

ここで、大文字 C はプリューム形成にかかわる普遍定数で、次式で定義されている(2)。 
         

                           (5) 

 

αは entrainment 定数 6i 

であり、多くの場合 0.1 付近の値(0.08〜0.12)が採用されている。 

 

(4)式から h が求まると、上層部(高さ>h)での浮力による体積流束 B=g'Qoと低減重力 g'
とは、次式で結び付けられる。 

 

                 (6) 

 

                                                           
6  プリュームの縁における周辺気体の流入速度をプリュームの鉛直上昇速度に結びつける比

例定数 
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(6)式を変形すると、上層部の水素の体積分率 Xhを求める次式が得られる。 
 

              (7) 

 

ただし、ここで δ = ρh / ρaである。 

 

なお、このモデルでは、低密度上層と高密度下層との境界面で、プリュームに流入す

る気体の流量は下部換気口から流入する外気流量と等しくなるとされている。したが

って、境界面での鉛直方向の流れはプルーム部分に局限され、それ以外ではゼロとな

る。 

 

また、プリューム間の相互作用がない程度に分散しているという条件で、放出点が n

個あるとしたときは、(4)式は次のようになる。 

 

                       (4’) 

 

 
参考文献 

1. Linden, P. F., Lane-Serff, G. F. and Smeed, D. A., “Emptying filling boxes: the fluid 

mechanics of natural ventilation”, J. Fluid Mech. 212, 1990, pp.300–335.  

2. B. R. Morton; Geoffrey Taylor; J. S. Turner, Proceedings of the Royal Society of London. 

Series A, Mathematical and Physical Sciences, Vol. 234, No. 1196. (Jan. 24, 1956), pp.1-23. 
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1.2 Barley らの浮力換気モデル 

Barley らは、付図 1 のような 2 つの同一面積の換気口を上下に持つ体系において、換

気が水素の浮力によって駆動される場合について、モデル式を立てた(1)。また、モデ

ルを CFD 解析結果及びヘリウムを用いた試験と比較し、モデル・パラメータ及び実験

条件のそれぞれの不確かさの範囲内で比較的良い一致を確認した。 

 

図で 1->4 の閉ループについて、圧力差の総和はゼロになる。 

 

ΔP1-2 + ΔP2-3 + ΔP3-4 + ΔP4-1 = 0  (8) 

 

また、 

 

ΔP1-2 + ΔP3-4 = g h Xavg ( ρa - ρh
 
) (9)  

 

であり、上部換気口からの体積流速 QT

は、そこでの気体密度を ρt、流量係数

（discharge coefficient）を D、換気口面

積を A として、 
 

        (10) 

 

となる。また、QB を下部換気口から流

入する体積流速として、 

 

QT = QB + Qo   (11) 

 

XT を上部換気口での水素の体積分率と

して、 

 

QT XT = Qo    (12) 

 

である。(8)-(12)式から、成層化因子（stratification factor）、Φ= XT / Xavg, を用いて整理

すると次のモデル式が得られる。 

 

   (13) 

付図 1  Barley らのモデル体系 
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ただし、ここで δ = ρh / ρaである。 

 

式(13)を用いて XTを求めるには、D と Φ とが知られていなければならない。過去の文

献値や CFD 解析との比較では、D=0.6, Φ=2 程度が妥当のようだが、ヘリウムを用いた

試験結果では Φ は条件によって 1〜6 となった。Φが大きくなると XTも少し大きくな

る。試験結果では、Linden らのモデル（前節）で想定されているような明瞭な二層化

は認められず、X~0 の底層部と X~ XTの上層部との間に遷移層を持つ三層構造が観察さ

れた(2)。 

 

 

参考文献 

1. C.D. Barley, K. Gawlik, J. Ohi, and R. Hewett, Analysis of Buoyancy-Driven 
Ventilation of Hydrogen from Buildings, NREL/CP-550-41081 August 2007. 

2. C.D. Barley and K. Gawlik, Buoyancy-Driven Ventilation of Hydrogen from Buildings: 

Laboratory Test and Model Validation, NREL/TP-550-45804 May 2009. 
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2. 換気口が上部にだけある場合 
 

2.1 垂直壁面上の換気口: Molkov らの単一換気口による受動換気モ

デル 
(2)式による体積分率 X を用いると、7.2.3 節の図に示すように、容器の垂直壁上部にた

だ一つの換気口（面積 A=WWWH, 開口幅 WW, 開口高 WH ）が設けられている場合、換気

口上部から内部の低密度気体が流出し、同じ換気口の下部から外気が流入する、いわ

ゆる交換流（exchange flow）ができる。 

 

交換流の体積流速は、内外密度差で駆動され、 

 

Qe = CDA(X go' WH)1/2          (14) 

 

となる。CDは流量係数（discharge coefficient）である。内部の水素の体積分率の時間変

化は、 
 

        (15) 

 

なので、(13)(14)式から、平衡状態では、 
 

               (16) 

 

 

となるはずである。しかし、より正確には(14)式は次のように補正される(1)。 

 

Qe_corrected = Qe /f(X) 
 
         (17) 

 

ここで、δ= ρ
h 

/ρ
a
である。 

 

したがって、(16)式に代えて、このような容器内の均一水素濃度は次式で表される。 

 

           (18) 
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X を(16)式で簡易評価する場合は CD=0.25 となる(2)。他方、より精細な(18)式では、

Molkov らは CD=0.6 を採用して、ヘリウムを用いた試験結果と良い一致を見ている(1)。 

 

 

2.2 天井面の換気口 

換気口を鉛直壁ではなく、天井部に設けた場合は、上記の例とは異なって交換流の配

置は一意に定まらない。しかし、簡易評価として基本的に(13)〜(15)式が適用できる。

この場合、CD は 0.051（矩形口）〜0.055（円形口）となり、垂直壁面の換気口よりか

えって効率が著しく悪くなる(2)。 
 
 
参考文献 

1. V. Molkov, V. Shentsov and J. Quintiere, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 

39, pp.8158-8168. 

2. Linden, P. F., Lane-Serff, G. F. and Smeed, D. A., “Emptying filling boxes: the fluid 

mechanics of natural ventilation”, J. Fluid Mech. 1990, 212, pp.300–335.  

 

 

（小川 徹） 
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3. Python スクリプト 
 
(1) 1.1 Linden らの上下 2 つの換気口のある場合の自然換気モデル

の利用 
 

#  

# Python script to calculate hydrogen concentration in  

# buoyancy-driven ventilation with top and bottom openings:  

#  

# Ref.  

# Linden, P. F., Lane-Serff, G. F. & Smeed, D. A. 1990 Emptying filling  

# boxes: the fluid mechanics of natural ventilation.  

# J. Fluid Mech. 212, 300–335.  

#  

#  

 

import sys  

import unicodedata  

import math as m  

from scipy import optimize  

 

# Expansion coefficient (-) chosen between 0.5 to 1.0 

CE = 0.6  

 

# Entrainment coefficient (-)  

# This is normally between 0.08 to 0.12. 

CA = 0.1  

 

# Number of point source s 

N  = 1  

 

def f(x):  # Function defining normalized interface height x  

      return   (ae/h**2.)/N - (ci**1.5)*m.sqrt(x**5./(1.-x))  

 

# Hydrogen and air densities.  

dh2 = 0.09 # g/L  
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dair = 1.29 # g/L  

 

dd = dh2/dair  

 

g = 9.8 # m/s2  

 

print "\n   Estimating top-layer H2 concentration with the model\n"\  

      "     by Linden et al. (1990)\n"  

 

# Input values. Size of the opening and the H2 flow rate.  

at = raw_input("Opening area of top vent (cm^2)? ")  

 

ab = raw_input("Opening area of bottom vent (cm^2)? ")  

 

h = raw_input("Difference in height (cm)? ")  

 

qmin = raw_input("Minimum volumetric flow rate of H2 supply (L/s)? ")  

 

qmax = raw_input("Maximum volumetric flow rate of H2 supply (L/s)? ")  

 

at = float(at)/10000.  

 

ab = float(ab)/10000.  

 

h = float(h)/100.  

 

# Effective vent area /m^2  

ae = at*ab/m.sqrt(0.5*(at*at/CE + ab*ab))  

 

# A universal constant for estimating the interface height  

ci = 6*CA*((9*CA/10.)**(1/3))*(m.pi**(2/3))/5.  

 

# Solve for normalized height of the interface  

root = optimize.fsolve(f, 0.1)  
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# Interface height  

hinter = root[0] * h # interface height  

  

qmin = float(qmin)/1000.  

 

qmax = float(qmax)/1000.  

 

qd = (m.log10(qmax) - m.log10(qmin))/11.  

 

q = qmin  

 

hnorm = "{0:^31.2E}".format(root[0])  

 

print "\n\nNumber of point sources N= ", N  

 

print "\n\Normalized interface height (h/H) = ", hnorm  

 

print "Flow rate /m^3/s, H2 Concentration /%"  

 

while q < qmax:  

 

      ct = ((q/N)**(2./3.))/(ci*(g*(1.-dd)*hinter**5.)**(1./3.))  

 

      qout = "{0:^16.2E}".format(q)  

 

      ct = "{0:^21.2E}".format(ct * 100.)  

 

      print qout, ct  

 

      step = m.log10(q) + qd  

 

      q = 10.**(step)  
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(2) 1.2 Barley らの上下 2 つの換気口のある場合の浮力換気モデル

の利用 
 
#  

# Python script to calculate hydrogen concentration in  

# buoyancy-driven ventilation.  

#  

# Ref.  

# C.D. Barley, K. Gawlik, J. Ohi, and R. Hewett, Analysis of Buoyancy-Driven Ventilation of 

Hydrogen  

# from Buildings, NREL/CP-550-41081 August 2007 

#  

 

import sys  

import unicodedata  

import math as m  

from scipy import optimize  

 

# Stratification factor c-top/c-average (-)  

FI = 2.  

 

# Vent discharge coefficient (-)  

D  = 0.6  

 

def f(x):  

      return   fl**2. - FI*(1.-x*(1.-dd)+(1.-x)**2.)/(1.-dd)/x**3.  

 

# Hydrogen and air densities.  

dh2 = 0.09  # g/L  

 

dair = 1.29 # g/L  

 

dd  = dh2/dair  

 

g   = 9.8   # m/s2  
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print "\n   Estimating outlet H2 concentration with the model\n"\  

      "     by Barley et al. (2007)\n"  

 

# Input values.  Size of the opening and the H2 flow rate.  

a = raw_input("\nOpening area of top & bottom vents (cm^2)?  ")  

 

h = raw_input("\nDifference in  height (cm)?  ")  

 

qmin = raw_input("\nMinimum volumetric flow rate of H2 supply (L/s)?  ")  

 

qmax = raw_input("\nMaximum volumetric flow rate of H2 supply (L/s)?  ")  

 

a = float(a)/10000.  

 

h = float(h)/100.  

 

qmin = float(qmin)/1000.  

 

qmax = float(qmax)/1000.  

 

qd = (m.log10(qmax) - m.log10(qmin))/11.  

 

q = qmin  

 

print "\nFlow rate /m^3/s,  H2 Concentration /%"  

 

while q < qmax:  

 

      # Vent sizing factor (-)  

      fl = D * a * m.sqrt(2.*g*h) / q  

 

      root = optimize.fsolve(f, 0.01)  

 

      qout = "{0:^16.2E}".format(q)  

 

      c = "{0:^21.2E}".format(root[0]*100.)  
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      print qout, c  

 

      step = m.log10(q) + qd  

 

      q = 10.**(step)  

 

 
(3) 2.1 Molkov らの上部換気口による受動換気モデルの利用 
 
#  

# Python script to calculate hydrogen concentration in  

# enclosure with an opening near the top.  

# Ref. Molkov, V., Shentsov, V. and Quintiere, J. (2014)  

# "Passive Ventilation of a Sustained Gaseous Release in an Enclosure  

# with One Vent", International Journal of Hydrogen Energy 39(15)8158  

# -8168.  

#  

 

import sys  

import unicodedata  

import math as m  

from scipy import optimize  

 

 

def f(x):  

      return    x - s*pf*((1. - x *(1.-dd))**(1./3.) + (1. - x)**(2./3.))  

 

# Hydrogen and air densities.  

dh2 = 0.09  # g/L  

 

dair = 1.29 # g/L  

 

dd  = dh2/dair  

 

g   = 9.8   # m/s2  
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gg  = g * (dair - dh2)/dair  

 

print "\n   Estimating uniform H2 concentration for single-vented"\  

      " enclosure \n    with the model by Molkov et al. (2014)\n"  

 

# Input values.  Size of the opening and the H2 flow rate.  

w = raw_input("\nOpening width (cm)?  ")  

 

h = raw_input("\nOpening height (cm)?  ")  

 

qmin = raw_input("\nMinimum volumetric flow rate of H2 supply (L/s)?  ")  

 

qmax = raw_input("\nMaximum volumetric flow rate of H2 supply (L/s)?  ") 

 

h = float(h)/100.  

 

w = float(w)/100. 

 

a = w * h  

 

qmin = float(qmin)/1000.  

 

qmax = float(qmax)/1000.  

 

qd = (m.log10(qmax) - m.log10(qmin))/11.  

 

q = qmin  

 

pf = (9./8.)**(1/3)  

 

print "\nFlow rate /m^3/s,  H2 Concentration /%"  

 

while q < qmax:  

 

      s = q/(0.6 * a * m.sqrt(gg*h))  
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      s = s ** (2./3.)  

 

      root = optimize.fsolve(f, 0.1)  

 

      qout = "{0:^16.2E}".format(q)  

 

      c = "{0:^21.2E}".format(root[0]*100.)  

 

      print qout, c  

 

      step = m.log10(q) + qd  

 

      q = 10.**(step)  

 

 

（小川 徹） 
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付録 A： 水素の基礎特性 
 

(1) 水素の基礎特性 

水素は、通常水素分子として存在している。常温・常圧において無色無臭の気体であ

り、非常に軽く、燃焼・爆発しやすい特徴を有している。水素の基本的な情報を付表

A-1 のとおりまとめる。 

付表 A-1 水素の基本情報 

項目 値 
化学式 H2 
モル質量 2.0159kg/kmol 
三重点温度 13.957K 
沸点温度 20.369K 
臨界点温度 33.145K 
臨界点圧力 1.2964MPa 
臨界点密度 31.262kg/m3 

 

水素の臨界点温度は、非常に低く、一般的に利用する範囲では、液化することはなく、

気体の状態である。 

 

また、密度をはじめとする、水素の各種物性値等の一覧を付表 A-2 に示す。また、参

考に空気、酸素、水蒸気の物性値についても併記する。 

付表 A-2 水素及び空気・酸素・水蒸気の代表的な物性値 

項目（0℃、1atm） 水素 空気 酸素 水蒸気(1) 
密度 g/cm3 0.0899 1.293 1.429 0.804 
比重（対空気） 0.0695 1 1.105 0.622 
定圧比熱 J/gK 14.20 1.006 0.917 1.86 
比熱比 1.41 1.4 1.4 1.33 
粘度 μPa･s 8.37 17.3 19.1 － 
動粘性係数 m2/s 93.2 13.4 13.4 － 
熱伝導率 mW/m･K 173.5 24.0 24.4 － 

 

可燃性ガス及び引火性液体上記の爆発限界は、以下のとおりである。 

爆発限界（空気中） 
（容量%）(2) 

下限 上限 
4.0 75 
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水素の物性値の詳細は、以下の文献に詳しい。状態式、粘性係数、熱伝導率に対する

文献を以下に示す。 

状態式： 

Leachman, J.W., Jacobsen, R.T, Penoncello, S.G., Lemmon, E.W. "Fundamental Equations of 

State for Parahydrogen, Normal Hydrogen, and Orthohydrogen", J. Phys. Chem. Ref. Data, 

38(3), 2009, pp.721-748. 

 

粘性係数： 

Muzny, C.D., Huber, M.L., and Kazakov, A.F., "Correlation for the Viscosity of normal 

hydrogen obtained from symbolic regression", J. Chem. Eng. Data, Vol.58, No.4(2013) pp.969-

979. 

 

熱伝導率： 

Assael, M.J., Assael. J.-A.M., Huber, M.L., Perkins, R.A. and Takata, Y. "Correlation of the 

Thermal Conductivity of Normal and Parahydrogen from the Triple Point to 1000 K and up to 

100 MPa", J. Phys. Chem. Ref. Data, Vol.40, No. 3(2011) pp.1-13. 

 

また、水素やその他の熱物性や輸送特性に対するデータを取得する場合には、米国の

国立標準技術研究所 NIST の発行するデータベースソフトウェア「REFPROP」(3)を利

用することができる。本ソフトウェアを利用することで、広範囲な温度、圧力条件に

対する水素単体での物性値のみならず、他の物質との混合物質の物性についても計算

することができる。現状のバージョンは 9.1 である。参考に、REFPROP のウェブサイ

トの画面を付図 A-1 に示す。REFPROP は、オンラインで購入することができ、一本

250 ドルである（2016 年 12 月現在）。 
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付図 A-1 REFPROP のウェブサイト(3) 

 

(2) 水素の燃焼 

シビアアクシデント時のプラント区画内に放出された水素は、以下の条件を満たすと

燃焼する。 

・ 水素を含む混合ガスの水素濃度、圧力、温度が、燃焼が継続する条件である可燃

領域に該当する場合 

・ 水素を含む混合ガスが着火した場合 

混合ガスが着火した場合、燃焼プロセスは水素が消費されるまで基本的に制御不能と

なる。シビアアクシデント時の着火現象は、ランダムな現象と計画的な燃焼に分ける

ことができる。ランダムな着火の場合の着火源は、スパーク源、火炎、高温表面（た

とえばデブリ粒子）などで、計画的な燃焼は、水素イグナイタによる燃焼によるもの

である。 

 

水素の燃焼条件である可燃領域、爆轟領域は、付図 A-2 に示すシャピロ・ダイヤグラ

ムと呼ばれる三角線図を用いて表すことができる。各軸の単位は、ガスの体積濃度で
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ある。 

 

●可燃領域 

水素の蓄積が進んで、濃度が着火条件を満たすと水素燃焼が始まり、燃焼に伴う発熱

によって雰囲気、構造物が加熱される。着火条件は、イグナイタの有無で異なり、イ

グナイタがあれば低い濃度で燃焼が始まる。格納容器内は多数の区画に区切られてい

るが、伝播条件を満たすと燃焼が隣接区画へと伝播していく。 

 

●爆轟領域 

水素濃度が高くなり、爆轟条件を満たすと水素爆轟が発生する。水素爆轟の場合は、

燃焼に伴う熱負荷に加え、衝撃荷重が発生するため、衝撃荷重と衝撃荷重に対する構

造物の応答が問題となる。 

 

●燃焼後の挙動 

水素燃焼が発生した場合の燃焼モードを、付図 A-3 に示す。燃焼による火炎の状態に

よって分類される。 

 

水素放出箇所に酸素と着火源が存在しているような場合、水素は放出箇所で着火して

静止火炎として燃焼する（静止火炎（standing flame））。燃焼に伴い、構造材の直接加

熱、輻射による雰囲気過熱、燃焼生成物の対流熱伝達等の熱荷重が発生する。 

 

火炎の位置が移動する燃焼の場合（移動火炎（moving flame））、移動速度が、音速を下

回る場合は爆燃（deflagration）で、流れが層流の場合と乱流の場合に分類できる。燃

焼に伴い、温度荷重と圧力荷重が発生する。火炎の移動が、音速を超える場合は、爆

轟（detonation）であり、ブラストウェーブ（Blast Wave）と呼ばれる衝撃波が発生す

る。 
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付図 A-2 空気‐水蒸気‐水素系の燃焼曲線(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図 A-3 水素燃焼の燃焼モード 
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（松本 昌昭） 
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付録 B： 解析ツール 

原子炉格納容器や原子炉建屋における水素挙動の評価に用いられる解析ツールについ

て特徴や解析事例を述べる。評価に用いられる解析ツールは、対象とする現象や目的

に合わせて様々な種類が存在する。付図 B-1 にシビアアクシデント時における水素リ

スク評価手順の一例(1)を示す。 

 

ここでは、原子炉格納容器の水素リスクに対する安全性評価を想定し、「流動・混合」、

「燃焼・爆発」、「構造物応答」の主要な 3 つの現象毎に解析ツールの特徴について述

べる。 

 

 

付図 B-1 シビアアクシデント時における水素リスク評価手順の一例 (1) 

 
1. 流動・混合 

一般に、格納容器内の水素リスクを評価する際には、最初にプラント（炉型や格納容

器タイプ等）や事故シナリオに応じた水素生成過程（水素生成量や格納容器への放出

量等）の評価が必要となる。ここでの評価には、「システムコード」と呼ばれるプラン

ト全体の事故進展挙動を解析することが可能な解析ツールがよく用いられる。例とし

ては、MAAP（米/EPRI）、MELCOR（米/SNL）、SAMPSON（日/IAE）等の解析コード
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が挙げられる。解析された水素生成量や格納容器への放出量等は、格納容器内の水素

挙動を計算するためのコード（後述する LP コードや CFD コード）に境界条件として

渡される。 

 

「LP コード」（Lumped Parameter code： 一点集中定数近似コード）は、現在まで長年

に渡り、シビアアクシデント解析やプラント設計時の安全解析に用いられ、様々な試

験を対象として検証されてきたコードである。LP コードでは、複数のコントロールボ

リュームとフローパスによってネットワークを構築、プラントをモデル化し、質量・

エネルギー方程式及び簡略化された運動量方程式が解かれる。コントロールボリュー

ムには、流体と構造材が含まれ、圧力、温度、濃度等のコントロールボリューム平均

値が求められる。コントロールボリュームの情報はスカラー値のみであり、運動量の

向きは含まれない。フローパスの情報は、1 次元の運動方程式から得られる質量流量

である。また、乱流流れをモデル化することはできない。このように、LP コードには

比較的簡単な物理モデルが採用されており、詳細な空間的変化の評価には向いていな

い。反面、長所としては、計算に要する時間が短くて済むことや新たな相関式等の組

み込みが比較的容易にできることが挙げられる。このため、シビアアクシデント時に

おける格納容器全体、あるいは、格納容器内の区画単位のようにある程度の大きさを

持つ空間全体の熱水力挙動の予測等によく用いられる。格納容器内のボリューム分割

は、少なくとも格納容器の 1 区画を 1 ボリュームとし、成層化現象が生じる可能性の

あるドーム部等はさらに分割数を増やすモデル化が望ましい。水素挙動を評価する LP

コードとしては、ASTEC／CPA モジュール（仏 IRSN、独 GRS）、COCOSYS（独

GRS）、CONTAIN（米 SNL）、MAAP（米 EPRI）、MELCOR（米 SNL）、TONUS-LP

（仏 IRSN）などが挙げられる。 

 

「CFD コード」（computational fluid dynamics）は、乱流流れを含む詳細挙動の評価に使

用される。前述の LP コードの場合、格納容器を 10～100 のコントロールボリュームで

モデル化するのに対して、CFD コードの場合は、10 万から数百万のセルに離散化して

モデル化する。このため、複雑形状、複雑流れのシミュレーションが可能であり、特

に水素燃焼の評価に際して重要となる局所的な水素濃度や成層化現象を計算すること

ができる。一方で、CFD コードには、入力モデルの開発、計算時間に莫大な時間を要

するという短所がある。格納容器内の水素の混合、成層化に適用された商用の CFD コ

ー ド と し て は 、CFX（ 米/ANSYS）、STAR-CD（ 英/CD-ADAPCO）、FLUENT（ 米

/ANSYS）などがある。格納容器評価の CFD コードとしては、GASFLOW（独/KIT）、

GOTHIC（ 米/EPRI）、HYKA3D（ 韓/SNU）、NEPTUNE-CFD（ 仏/EDF）、TONUS-3D

（仏/IRSN）などがある。 
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なお、前述したシステムコードを用いても、水素生成過程から格納容器内の水素挙動

までの一貫した解析が可能である。しかしながら、LP コードと同様、CFD コードに比

べて比較的単純な物理モデルを採用しているため、計算時間は短時間で済むが格納容

器内の水素濃度分布は精度の粗い評価となる。付表 B-1 にシステムコード/LP コード

/CFD コードの比較(1)を示す。 

 

付表 B-1 システムコード/LP コード/CFD コードの比較(1) 

項目 システムコード LP コード CFD コード 
計算時間 短時間 短時間 長時間 

ノード分割 限られる 
（＜30 コントロール

ボリューム） 

ユーザーに依存す

る。 
（約 100 コントロー

ルボリューム） 

詳細ノード分割 
（約 100,000 セル、セ

ルサイズ約 1m3） 

水素濃度評価 粗い評価のみ ノードの平均濃度、

局所的評価はできな

い 

局所的濃度を評価で

きる 

流動評価 粗い評価のみ ユーザーのノード分

割方法に依存する 
流動評価が可能 

成層化評価 限られる 限られる 
（混合を過大評価す

る傾向にある） 

成層化評価が可能 

燃焼評価 なし なし 可能 
評価の妥当 限定的 良好 限定的 

 

 

2. 燃焼・爆発 

格納容器内に放出された水素等の可燃性ガスを含む混合気体は、可燃条件に達した場

合に燃焼を生じる。燃焼現象は、前述の流動・混合と同じく LP コードまたは CFD コ

ードを用いて計算される。LP コードによる燃焼計算では、経験モデルもしくは現象論

的モデルが用いられており、爆燃（層流燃焼、乱流燃焼）のように火炎速度が 100～

200m/s を超えない低速の燃焼形態の評価に適している。例として、MELCOR コードの

燃焼モデル(2)は、水素及び一酸化炭素の燃焼が考慮されており、主には以下の条件及

び相関式で構成されている。 

・ 着火条件 

・ コントロールボリューム間の火炎伝播条件（上方、水平、下方） 

・ 燃焼効率（燃焼完全度）の相関式 
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 燃焼完了時の可燃性ガス濃度は、燃焼開始時の可燃性ガス濃度を用いて経験

相関式から計算される。 

・ 火炎速度の相関式 

 火炎速度は、可燃性ガス濃度及び希釈ガス（水蒸気や二酸化炭素）濃度を用

いて経験相関式から計算される。 

なお、乱流燃焼あるいは爆燃現象を解析可能な LP コードとしては、TONUS LP（仏

/IRSN/CEA）、COCOSYS/RALOC（独/GRS）、ASTEC（仏/IRSN、独/GRS）、MELCOR

（米/SNL）、CONTAIN（米/SNL）、MAPHY-BURN（日/NUPEC）等が挙げられる。 

 

多次元 CFD コードによる燃焼計算は、流動・混合における解析ツールで述べたように

質量・エネルギー・運動量の保存方程式を解く。音速を超える爆轟現象を扱うことが

できる等、LP コードよりも詳細な評価が可能である。CFD の燃焼モデルとしては、輸

送方程式を解くための単純なモデルとして、渦崩壊モデルや渦消散モデルが良く用い

られる(3)。また、より複雑な手法としては、層流火炎片モデル（Flamelet model）や確

率密度関数モデル（PDF モデル）が用いられる。付表 B-2 に CFD コードで採用されて

いる燃焼モデルを示す。 

 

付表 B-2 CFD コードで採用されている燃焼モデル 

燃焼モデル CFD コード 
Arrhenius model GASFLOW,COM3D(FZK),TONUS(IRSN/CEA) 
Eddy break-up model TONUS 3D(IRSN/CEA) 

Eddy dissipation concept model GASFLOW,COM3D(FZK),REACFLOW(JRC),CFX4-
5(AEAT) 

Flamelet model AIXCO(RWTH-Aachen) 
Probability density function 
model CFX4-5(AEAT) 

Forest fire model TONUS 3D(IRSN/CEA),FLaccident management 
3D(FZK), 

 

 

3. 構造物応答 

爆燃や爆轟によって発生する熱荷重、圧力荷重、衝撃荷重（構造物の飛散による物理

衝撃）による格納容器や原子炉建屋への構造的影響を評価するためには、衝撃解析コ

ードが必要となる。前述した水素の流動・混合挙動解析により求められた原子炉建屋

や格納容器内の水素を含むガス分布を初期条件とし、着火位置を設定することで、爆

発による圧力波の分布と構造物の応答を解析することができる。水素燃焼時の荷重影

響の評価に用いられた衝撃解析コードとしては、AUTODYN、LS-DYNA コードなどが
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挙げられる。例として、AUTODYN コード(4)は、連続体力学に基づき定式化された質

量・運動量・エネルギー保存式、物質の状態方程式及び構成方程式を連立して解くこ

とにより物質の三相（固体・液体・気体）を扱うことができ、Lagrange 法と Euler 法を

用いることで固体と流体の相互作用を解析する。付図 B-2 に、AUTODYN による福島

第一原子力発電所 1 号機で発生した水素爆発による原子炉建屋の爆轟解析結果の一例

を示す。解析では、原子炉建屋最上階に 400 ㎏の水素ガスが放出したものと想定し、

FLUENT コードによる水素混合分布解析を実施、その結果を初期条件として

AUTODYN による衝撃解析を実施している。 

 

 

 

 
付図 B-2 AUTODYN による原子炉建屋爆轟解析結果の例(5)  
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国際単位系（SI）

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60 s
時 h 1 h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10 800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648 000) rad

ヘクタール ha 1 ha=1 hm2=104m2

リットル L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1 t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1 eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1 u=1 Da
天 文 単 位 ua 1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J （｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 s A
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 s A
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立方メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 組立単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量,
方向性線量当量, 個人線量当量

シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)  =10-28m22

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ シ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ａ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。

（第8版，2006年）

乗数 名称 名称記号 記号乗数



国際単位系（SI）

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60 s
時 h 1 h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10 800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648 000) rad

ヘクタール ha 1 ha=1 hm2=104m2

リットル L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1 t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1 eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1 u=1 Da
天 文 単 位 ua 1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J （｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 s A
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 s A
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立方メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 組立単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量,
方向性線量当量, 個人線量当量

シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)  =10-28m22

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ シ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ａ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。
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