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東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置に向け, 炉内状況や燃料デブリの分散状況を把握することは今

日重要な課題となっている．特に炉内の詳細な内部調査が難しい現状では, 数値計算による炉内状況把握

は重要な手法の一つであり, その取り組みの一環として, この数年, 原子力プラント過酷事故解析コード

SAMPSON を用いた福島第一原子力発電所事故解析が国のプロジェクトとして行われている．このプロジ

ェクトでは事故解析に用いられるモデルやパラメータをより妥当なものにするために, 原子力過酷事故に

関わる実験解析も同時に行われている．本稿では, SAMPSON コードを用いた実験解析のうち, 炉心溶融物

の流出経路に関わる実験解析として XR2-1 の実験解析を, 原子炉炉心損傷そのものに関わる実験解析とし

て CORA-18 の実験解析の結果を紹介する． 

 

 (キーワード): 原子炉, 炉心損傷, 過酷事故コード, SAMPSON, 熱流体, XR2-1 試験, CORA-18 試験 

 

                                                           

i サイエンスソリューション部 先進技術システムチーム シニアコンサルタント 博士（理学） 

※本稿は筆者（溝内）が一般財団法人エネルギー総合工学研究所在籍（出向）時の成果の一部をまとめたものである． 

ii 一般財団法人 エネルギー総合工学研究所 原子力工学センター 

1 はじめに 

 

 東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置に向け, 

炉内状況や燃料デブリの分散状況を把握することは

今日重要な課題となっている．特に炉内の直接内部

調査を詳細に行うことが難しい現状では, 数値計算

による炉内状況把握は重要な手法の一つである．そ

の取り組みの一環として, この数年, 原子力プラン

ト過酷事故解析コードSAMPSONを用いた福島第一

原子力発電所事故解析が国のプロジェクト 1)として

行われている．このプロジェクトでは, 実際の事故

解析を行うとともに, 事故解析に用いられるモデル

やパラメータをより妥当なものにするため, 原子力

過酷事故に関わる実験に対する解析も同時に行われ

ている．本稿では, SAMPSON コードを用いた実験解

析の結果の一部を紹介する． 

 

2 SAMPSONコードの概要 

 

SAMPSONコードは, 1993年から 2002年までの 10

年間の文部科学省のプロジェクト 2)の中で作成され

た原子力プラント過酷事故解析コードであり, 原子

力プラント全体を通常運転時から過酷事故にわたる

広範囲のシミュレーションが可能である. 尚, 現在

SAMPSON コードは, 一般財団法人エネルギー総

合工学研究所の所有となっている． 

図 2-1 に SAMPSON コードの全体構造を示す. 図

のように, SAMPSON コードは各過酷事故事象を担
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当する複数のモジュールから構成されており, これ

らモジュールを連携させて, 過酷事故全体を解析す

る．  

SAMPSON コードは上述のように 2002 年に一旦

完成していたが, 東日本大震災後, 福島第一原子力

発電所の廃止措置に向けて立ち上げられた炉内状況

把握のための国のプロジェクト 1)のなかで, 今回の

原発事故に即した解析をすべく, 開発が進められた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1  SAMPSON コードのモジュール構造 

(図中の括弧内はモジュールの名称である. ) 

 

 以下に東日本大震災後に新たに開発された

SAMPSON コードの代表的な項目を挙げる． 

 

1. 非常用炉心冷却装置モデルの詳細化 3-5) 

福島第一原発事故においては, 非常用復水

器(IC)，原子炉隔離時冷却系(RCIC)，高圧注水

系(HPCI)等の非常用炉心冷却装置が使用され

た．これらの装置を詳細に模擬したモデルを

新たに開発した． 

 

2. 炉心下部構造のモデルの詳細化 6,7) 

炉心で発生した溶融物の圧力容器下部へ流

出挙動をより詳細に解析するため，炉心下部

構造のモデルの詳細化を行った． 

 

3. 共晶反応モデルの詳細化 

原子炉は, 多種の金属を材料とした構造物で構成

されており，事故時の高温下では異種金属の接触に

よって，それら金属単体融点より低い温度で共晶を

生成して溶け出して構造物が破損する現象が起こり

うる． 

これまでは共晶現象モデルとして，燃料棒内の燃

料ペレットと燃料棒被覆管の間の UO2-ジルカロイ

共晶反応により，燃料である UO2の融点よりも低い

温度 2473K で燃料棒(の一部)が崩れ落ちるモデルや，

制御棒内の制御材と被覆管の間の B4C-ステンレス

共晶反応により両者単体の融点よりも低い共晶温度

1500K で制御棒が溶け落ちるモデルが入っていた.  

これに加え, 燃料集合体の外壁となっているチャ

ンネルボックスを構成しているジルカロイや制御棒

をまとめている制御棒ブレードを構成するステンレ

スと制御材B4C間の共晶を考慮するモデルを追加し

た．8) 

この他, 圧力容器下部や圧力容器外へ流出する炉

心溶融物と計装配管や制御棒駆動装置等の構造物と

の間の相互作用モデルの詳細化 9), 溶融物が圧力容

器外のコンクリート床へ落下した際のコンクリート

との相互作用モデルの詳細化 10), 及び蒸気逃がし安

全弁(SRV)の起動や RCICや HPCI起動によって圧力

容器外へ放出される高圧蒸気の流入先である格納容

器内圧力抑制プールの解析モデルの 3次元化 11)等も

検討されている． 

これら開発機能は, 実際の事故解析に適用する前

に, 関連する実験の解析を行うことで妥当性の検証

を行っている． 

以下では,「2．炉心下部構造のモデルの詳細化」

の検証として, 米国のサンディア国立研究所で行わ

れた XR2-1 試験 12)の SAMPSON による解析結果 6)

を第 3 章で示す．「3．共晶反応モデルの詳細化」の

検証の一つとして, ドイツのカールスルーエ研究セ

ンターで行われた CORA-18 試験 13)の SAMPSON に

よる解析結果 8)を第 4 章で示す． 
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3 XR2-1 実験解析 

 

3.1 XR2-1 試験概要 

ここでは, XR2-1 試験 12)の概要を示す． 

XR2-1 試験は, サンディア国立研究所で実施され

たシビアアクシデントの炉外試験である．この試験

計画の目的は沸騰水型原子炉(BWR)の全電源喪失事

象(SBO)に続く炉心における物質の移行過程と経路

を研究することにある．尚, 福島第一原子力発電所

の炉型も同じ BWR であり, 福島原発事故解析をす

る上で参考にすべき点の多い試験である.  

XR2-1 実験装置の構成を図に示す．図 3-1(a)に示

すように, 装置上部から Zr ワイヤー及び steel/B4C

ワイヤーを, 炉容器を模擬した実験容器内に挿入し, 

この容器内上部でワイヤーを溶融させ, 容器内下部

にある試験バンドル上に落下させる． 

試験バンドルの断面図を図 3-1(b)に示す．図より

本試験バンドルは, BWR の炉心構造において, 一つ

の制御棒案内管（Control rod guide tube 以下 CRGT

と略す．）とその周りの 4 つの燃料集合体 (Fuel 

bundle)(チャンネルボックスに囲まれた燃料棒群)を

１つのセットと考えると, その約 1/8 の構造を模擬

している．また, このバンドルの下部では, BWR の

実際の炉心下部構造を模擬して, 燃料集合体下部に

ある炉心板(Core plate 以下 CP と略す), 燃料集合体

を下部で支える燃料支持金具(Fuel support)や, CRGT

及び CRGT 内にあって, 制御棒ブレードの下部にあ

る速度リミッタ(Velocity limiter)も考慮されている．

(図 3-1(a)参照) 

試験では, 上記ワイヤーを溶かした溶融物を試験

バンドル上に落下させて, 最終的に各位置に存在す

る炉内溶融物量を測定することで溶融物の流出挙動

を特定する． 

溶融物の落下条件は, 以下の通りである． 

1．最初の 1000s 間で, 溶融 steel/B4C 18kg を制御

棒及び制御棒ブレード上に落下させる． 

2．次の 1000s 間で溶融 Zr35kg をチャンネルボッ

クス及び燃料棒上に落下させる． 

尚, XR2-1 試験は Ar ガス雰囲気下で行われるた

め, 水蒸気による酸化反応は起こらない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 装置全体の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 試験バンドルを上から見た図 

 

図 3-1  XR2-1 実験装置の構成 12) 

 

3.2 XR2-1 の実験解析 

 ここでは, XR2-1 試験に対する, SAMPSON の解析

結果を示す． 

その前に, 本解析に用いた SAMPSON 内のモジュ

ールの一つである MCRA モジュール 14)の概要と, 

XR2-1 実験解析のために導入したキャンドリングモ

デルについて示す． 

図 3-2 に, MCRA モジュールに主に使用している

モデルを挙げた．MCRA モジュールは, 炉心溶融に

伴う溶融物再配置過程を解析するモジュールであり, 

図に示すように溶融物と構造, 気体, 冷却材の間の

Zr ワイヤー 

または 
steel/B4C ワイヤー 

試験バンドル 

ここで, ワイ
ヤーを溶かし
て溶融物を試
験バンドルへ
落下させる.  

【溶融物落下条件】 

1000s 間で溶融 steel/B4C 18kg

を制御棒及び制御棒ブレード
上に落下させる.  

引き続きの 1000s 間で溶融
Zr35kgをチャンネルボックス
及び燃料棒上に落下させる.  
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相互作用を考慮し, 質量・運動量・エネルギー保存

式に基づいて解析を行う．質量及びエネルギーの保

存には, 水, 気体(水蒸気, 水素他非凝縮性気体)の他, 

溶融物成分として, 酸化ウラン, スティール, ジル

カロイ, 制御材の各液体・粒子状態の 8 成分とそれ

らの酸化物について考慮する．尚, 運動量の保存式

については, 冷却材, 溶融物及び気体の 3 速度場で

取り扱う． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 MCRA モジュールの主要な使用モデル 14) 

 

 図 3-3(a)にキャンドリングモデルの概念図を示す．

XR2-1 試験では, 上述のように, ワイヤーを溶かし

て溶融物を落下させるため, 溶融物は液滴もしくは

途中で冷却されて粒子として試験バンドル上に落下

すると考えられる．既存の MCRA モジュールは, 各

セルのボイド率(構造物を除いた領域での気相体積

率)に応じて, 流動様式を以下の 3 種類に分類し, 

各々異なる相関式を用いて熱伝達係数等の評価を行

う．ただし, 遷移流領域にある場合は, 気泡流成分と

分散流成分の重ね合わせとして評価する． 

 

 ・（ボイド率）< 0.3      （気泡流領域） 

 ・0.3 （ボイド率） 0.7 （遷移流領域） 

 ・（ボイド率）> 0.7      （分散流領域） 

 

XR2-1 試験では, 溶融物は液滴として落下すると

考えられるので, ボイド率の値からは, ほぼ分散流

領域に属すると考えられる．この場合, 溶融物の液

滴と燃料棒の間の相互作用は, 落下中に液滴が冷却

された溶融物の粒子と同じ相関式を用いて評価され

る(図 3-3(b))．しかしながら, 実際には液滴の場合は

燃料棒の表面に付着することが考えられる．この効

果を取り入れるため, 図 3-3(c)のように, 液滴の場

合は粒子の場合と違って, ボイド率が小さいセルで

も金属液体成分は気泡流領域にあるように取扱うキ

ャンドリングモデルを追加した．ただし, 液滴が落

下する場合, 全ての液滴が燃料棒表面に付着するこ

とはないと考えられるので, 解析では, 一部の液滴

にキャンドリングモデルを適用するようにし, キャ

ンドリングモデルを適用する液滴の割合を調整パラ

メータとした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3  キャンドリングモデルの概念図 6) 

 

 SAMPSONコードによるXR2-1実験解析に用いた

解析体系を図 3-4 に示す．図 3-4 ように, 解析体系は

奥行き 1 セルの矩形メッシュを取り, 燃料集合体, 

制御棒(ブレード)とともに, 炉心下部構造も XR2-1

試験の実験体系と同様に, 実際の BWR プラントの

体系と対応するよう模擬した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 XR2-1 実験解析体系 6) 

 

なお, 解析体系上部から落下させる溶融物の重量

については, この解析体系が, XR2-1 試験体系と比
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較して燃料棒チャンネル及び制御棒チャンネルの流

路断面積が違うことを加味し, 単位断面積当たりの

落下量が実験と一致するよう, 以下のように落下条

件を設定した． 

1．最初の 1000s 間で, 溶融 steel/B4C 9kg を制御棒

及び制御棒ブレード上に落下させる． 

2．次の 1000s 間で溶融 Zr 58.5kg をチャンネルボ

ックス及び燃料棒上に落下させる． 

 図 3-5(a)に最終的な溶融物の存在位置を, 図 3-5(b)

にその体積割合の実験との比較を示す．図 3-5(b)よ

り, 各部の溶融物の体積割合について, 解析結果は

実験結果と概ね一致していることが確認できる． 

 以上により, 炉心下部構造を模擬することにより, 

XR2-1 試験をよく再現できることを確認した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 体積率分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 各部の溶融物の体積割合の実験と解析の比較 

 

図 3-5  XR2-1 試験の解析結果と実験結果との比較 6) 

 

この結果から, 福島第一原子力発電所 1 号機 7)及

び 2,3 号機のプラント解析体系においても, 炉心部

に下部構造を反映した構造物を設定して解析を行っ

ている. この詳細については割愛する． 

 

4 CORA-18実験解析 

 

4.1 CORA-18試験概要 

 CORA 試験は, KfK(現：カールスルーエ研究セン

ター)が 1987年～1992年に初期の溶融進展過程の解

明を目的として実施した炉外加熱試験である． 

CORA-18 試験の概要は以下の通りである．13) 

 CORA-18 試験は, BWR 炉心を模擬したバンドル

内で燃料として実際に使用されているUO2ペレット

を直接加熱して炉内構造物の溶融挙動を観察する試

験であり, 特に複数の異なる金属間の共晶現象によ

り, 個々の融点より低い温度で溶融が起こる様子を

観察する．また, XR2-1 試験と異なり, より実際のプ

ラントに近い状況を模擬するため, 水蒸気を体系に

供給しており, 酸化反応によって発生する酸化熱に

よりバンドルの損傷が促進されるため, 酸化反応に

伴う水素量も測定する． 

CORA-18 試験装置の全体構成を図 4-1(a)に示す．

図 4-1 (b)に示すように, 装置中央にあるバンドルは, 

28本の加熱用燃料棒, 20本の加熱しない燃料棒, 2枚

のチャンネルボックスを模擬した金属ジルコニウム

壁, 11 本の制御棒とそれらを包むステンレス製の制

御棒ブレードから構成されている．加熱用燃料棒は, 

中心部にタングステン製のヒーターを設けたUO2ペ

レットと, それを包むジルカロイ-4 製の被覆管から

できている．非加熱用燃料棒も, 中心部にヒーター

がない点を除けば, 加熱用燃料棒と同じく UO2ペレ

ットと, それを包むジルカロイ-4 製の被覆管からで

きている．制御棒は, 実機の制御棒と同様にステン

レス製の被覆管とその内側の B4C からできている．

また, これらのバンドルの周囲をジルカロイ-4 製の

シュラウドで囲む構造になっている．さらに周囲へ

の熱ロスをできるだけ抑えるよう, シュラウドの外

側に酸化ジルコニウムとアルミナのファイバープレ

ートで構成された高温シールドを設置している． 

実験は, 各々の加熱用燃料棒中心部のヒーターを

実験開始から 1150sかけて, 出力を 12kWから 36kW

まで上げて燃料棒を加熱した．このとき, バンドル

の底から冷却材（4g/s の水蒸気及び 16g/s アルゴン

ガス）を注入した．  

 

 

 

 

 

 Time after metal feeding = 2400(s)

Crust

Zr
particles

CP

Initial shape

Steel
particles

 

a NUREG/CR-6527, p.49 12)

b Difference in the shape between test and analysis was 
corrected  

Location Test a Analysis b

Above

CP

Fuel bundle region 9 vol% 7 vol%

Control rod region 11 vol% 14 vol%

Below 

CP

Fuel support 11 vol% 7 vol%

Lower plenum 33 vol% 31 vol%

On velocity limiter 37 vol% 41 vol%

12) 
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(a) 装置全体の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 試験バンドル断面図  

 

図 4-1 CORA-18 試験装置の構成 13) 

 

4.2 CORA-18の実験解析 

 SAMPSON コードによる CORA-18 実験解析に用

いた解析モデルを図 4-2 に示す．SAMPSON コード

用解析モデルは, シュラウドとその内側の部分のみ

を考慮するものとし, 奥行き 1 セルの矩形メッシュ

の 5 チャンネルモデルとした．表 4-1 には, 図 4-2

の各チャンネルで考慮している構造物についてまと

めた．図 4-2 において, ’H’は加熱用燃料棒, ‘U’は非

加熱用燃料棒, ‘C’は制御棒, ‘Ch’はチャンネルボッ

クス, ‘Cb’は制御棒ブレードを示している.  

尚, 図 4-2では, 例えばチャンネル 1と 2の間にチ

ャンネルボックスが配置されていて, チャンネル 1

の加熱用燃料棒とチャンネル 2 の非加熱用燃料棒が

互いに直接見えないような配置になっている. しか

しながら実際の輻射計算においては, 加熱用燃料棒, 

非加熱用燃料棒, 制御棒, チャンネルボックス及び

制御棒ブレード間の形態係数は実験装置の形状を模

擬するよう設定している. したがって, 例えばチャ

ンネル 1 の加熱用燃料棒からは, チャンネル 2 の非

加熱用燃料棒, チャンネル 1 のシュラウド(図 4-2 の

上側シュラウド)及び チャンネル 2 のチャンネルボ

ックス(図 4-2 の上側チャンネルボックス)が見える

ことを反映して, 各々に 0 でない形態係数を設定し

ている. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 CORA-18実験解析に用いた SAMPSONコード用解

析モデル(上から見た図) 8) 

 

表 4-1 CORA-18 実験解析に用いた SAMPSON コード用

解析モデルの各チャンネルで考慮する構造物 

チャンネル 構造物 

1 図 4-2 の上側燃料棒領域の 14 本の

加熱用燃料棒と上側シュラウド 

2 図 4-2 の上側燃料棒領域の 10 本の

非加熱用燃料棒と上側チャンネル

ボックス 

3 図 4-2の中央部の制御棒領域におけ

る 11 本の制御棒と制御棒ブレード 

4 図 4-2 の下側燃料棒領域の 10 本の

非加熱用燃料棒と下側チャンネル

ボックス 

5 図 4-2 の下側燃料棒領域の 14 本の

加熱用燃料棒と下側シュラウド 

 

また, 各チャンネルとも鉛直方向は 10 セルに等

分割し, 鉛直方向長さは, 実際の CORA-18実験装置

1

2

3

【主な試験内容】 

加熱用燃料棒を加熱することに
より , バンドル内の溶融挙動の
観察 , 及び加熱による酸化反応
で発生する水素量を測定 
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に合わせて 1m とした．スペーサについては, 該当

する高さで正しい質量となるよう, 各ジルカロイ構

造物(チャンネルボックス及びシュラウド)の体積率

を増やすことによりモデル化した．この解析モデル

を, SAMPSON コードの中の MCRA モジュール 14)及

び, 燃料棒のヒートアップを取り扱う FRHA モジュ

ール 2)を用いて解析を行った． 

 図 4-3 に, 鉛直方向 k=6 における加熱用燃料棒の

被覆管温度の測定結果を示す．バンドル内の温度挙

動にはさまざまな要因が影響する．そこで, 以下で

は, 図 4-3 に示すように, 加熱用燃料棒の被覆管温

度が約 1300K 以下の第 1 フェーズ(時間は加熱後

800s 程度)とそれ以降の第 2 フェーズに分けて議論

する．第 1 フェーズでは, 加熱用燃料棒からの熱は, 

主に輻射により他の構造物へ伝達される．第 2 フェ

ーズでは, ジルコニウムの酸化反応が起こり始め, 

その大きな酸化熱により急激な温度上昇がバンドル

内で見られる．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-3  加熱用燃料棒の被覆管温度挙動に基づいた解析フ

ェーズ分け(左：第 1 フェーズ, 右：第 2 フェーズ) 8) 

 

次に, シュラウドから高温シールドへの熱ロスの

影響を調べた．図 4-4 に, 熱ロスを考慮した場合と

しない場合の第 1 フェーズにおける加熱用燃料棒の

被覆管温度(k=6)比較を実験結果とともに示す．熱ロ

スを考慮した場合は, バンドル内で生成された熱量

の 50%がシュラウドから外部へ放出されたとした．

図より, 熱ロスを考慮することにより, 第 1 フェー

ズにおける加熱用燃料棒の被覆管温度挙動が実験を

良く再現できていることが確認できる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4 熱ロスを考慮した場合(緑)としない場合(赤)の第 1

フェーズにおける加熱用燃料棒の被覆管温度(k=6)

比較(青線は実験結果) 8) 

 

図 4-5 に加熱前のバンドル内構造物を側面から見

た図を, 図 4-6 に加熱終了時(加熱後 1150s後)のバン

ドル内構造物を側面から見た解析結果を示す． 

また, 図 4-7に CORA-18実験での加熱終了後の高

さ 97mm と 560mm におけるバンドル内の水平断面

図を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-5 加熱前のバンドル内構造物を側面から見た図 8) 

 

 

 

 

 

 

First 

phase

Second 

phase

Thermocouple 

stopped working
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図 4-6 加熱終了時におけるバンドル内構造物を 

側面から見た図 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)高さ 97mm       (b)高さ 560mm  

図 4-7 CORA-18 実験後のバンドル内水平断面図 13) 

 

k=6(高さ 560mm)において, 解析結果が実験結果

より損傷が少ない理由の一つとして, 制御棒破損に

より生じたB4C粒子もしくは液体B4Cがステンレス

構造物もしくはジルカロイ構造物と共晶反応を起こ

す効果 15, 16)が考慮されていないことが考えられる．

これらの物質間の共晶現象は複雑であるため, 以後

の解析では以下の簡易な仮定を採用した． 

 

・B4C 粒子または液体 B4C が存在しているセルに

存在するステンレス構造物及びジルカロイ構造物は

いずれも共晶反応を加味して 1500K で溶融する． 

 

図4-8に上記仮定を採用した場合の加熱終了時の

バンドル内構造物を側面から見た解析結果を示す．

図より, チャンネルボックス, 及びシュラウドは全

て溶融しており, 実験よりも損傷は激しくなってい

ることが確認できる．これは, 上記仮定では B4C が

存在していれば常に 1500Kで溶融するとしているが, 

例えば B4C-ジルカロイの共晶温度は 1900K 前後で

あったりするため, 実際より共晶温度が低く見積も

られている可能性があり, その結果, 損傷が激しく

なったと考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-8  B4C-スティール-ジルカロイの共晶を考慮した場

合の加熱終了時のバンドル内構造物を側面から見た図 8) 

 

図 4-9 ～図 4-13 に k=6 及び k=8 における構造物

温度変化を示す．上述の第 1 フェーズ(加熱開始から

800s 付近まで)においては, 解析結果と実験とのず

れはそれほど大きくないことが確認できる．一方, 

第 2 フェーズでは, いずれの構造物の温度も実験よ

り高くなっている．特に, 本解析では, 上述のように

共晶温度を低く見積もっている可能性があるため , 

チャンネルボックスやシュラウドは実験より早いタ

イミングで溶融する. このため燃料棒からチャンネ

ルボックスやシュラウドへの輻射熱伝達がなくなり, 

燃料棒温度も実験に比べて著しく上昇している．実

験をより良く再現するには, B4C の共晶反応をより

適切に取扱うことが必要と考えられる．また, 第 2

フェーズでの外部への熱ロスをより適切に取扱うこ

とも必要と考えられる． 
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fuel
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図 4-9  k=6 におけるチャンネル 1 と 5 の加熱用燃料被

覆管温度 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-10  k=8におけるチャンネル 1と 5の加熱用燃料被

覆管温度 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-11  k=6におけるチャンネル 2と 4のチャンネルボ

ックス温度 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-12  k=8におけるチャンネル 2と 4のチャンネルボ

ックス温度 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-13  k=6 における制御棒被覆管温度 8) 

 

図 4-14 にシュラウドの酸化膜の成長挙動を示す．

図より第 1 フェーズにおいては, 酸化膜は薄いまま

であるが, 第 2 フェーズになると酸化反応が急激に

進み, 酸化膜も厚くなることが確認できる． 

図 4-15 に水素発生量を示す．図より 900s 付近まで

は, 上述のようにバンドル内損傷が過大評価されて

いるため, 水素発生量は実験結果よりも多くなって

いる．一方, 900s 以降は実験での水素量が解析結果

を上回る．これは, 解析では実験より早くジルコニ

ウム構造物が溶融して温度の低いバンドル下部に落

下するため, 酸化反応が進行しなくなり, 実験より

も水素量が少なくなるからと考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)          (b)          (c)           (d) 

図 4-14  シュラウドの酸化膜の成長挙動 8) 

(白:未酸化ジルコニウム領域, 黒:酸化ジルコニウム領域, 

灰色:溶融して消失した領域(背景) ) 

(a)加熱開始時 (b)第 1 フェーズ終了時 (c)第 2 フェーズ

初期数秒後(d)酸化膜が最も厚くなった時点  
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図 4-15  温度バンドル内で発生した水素量 8) 

 

以上の結果より, SAMPSON コードによる解析で

は, 加熱開始初期 800s付近までは実験結果を良く再

現できることが確認できた．一方, それ以後から加

熱終了時(1150s)までの挙動については, B4C 粒子及

び液体B4Cの共晶反応による構造物破損を新たに考

慮することで, それまでの解析結果よりバンドル内

損傷は大きくなり, 実験結果により近い結果が得ら

れた．しかしながら, 共晶の取扱い方法が簡易過ぎ

ることもあり, 結果としては実験よりもバンドル内

部の損傷は過大評価される結果となった．今後, 共

晶現象の取り扱いを改良することで, 実験をより良

く再現できると考えられる． 

 

5 結論 

 

SAMPSON コードを用いた実験解析のうち, 炉心

溶融物の流出経路に関わる実験解析としてXR2-1実

験解析を, 原子炉炉心損傷そのものに関わる実験解

析として CORA-18 実験解析の結果を示した． 

XR2-1 実験解析では, 実験結果を良く再現できた

ことから, 炉心下部構造を考慮した体系を福島第一

原子力発電所の事故解析のベースとした解析を現在

も続けている.  

一方, CORA-18 実験解析では, 炉内で起こる共晶

現象モデルの精緻化が必要であることを確認した . 

これについては, 今後の新たな実験からの知見等を

反映したモデルを作成する必要がある.  
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