
 

1 

 

第 6章 KROTOS KS2実験の報告書は過酷事故対策問題で重要 

2018 年 11月 2日 

                                 中西正之 

 

１．ＫＲＯＴＯＳ水蒸気爆発実験の報告書 

 加圧水型原発を所有する四国電力、関西電力、九州電力、北海道電力は、新規制基準に係

わる設置変更申請書の第５８回適合性審査会提出資料において、「原子炉容器外 FCI につい

ても、実験より、デブリ粒子を覆う蒸気膜は安定性があり、外部トリガリングなどの外的な

要因が無ければ、蒸気膜の崩壊は起こりにくいと言え、実機においては、キャビティ水は準

静的であることから、外部トリガリングとなり得る要素はないため、大規模な水蒸気爆発に

至る可能性は極めて小さいと考えられる。」との見解を表明しました。 

 この見解は、適合性審査会で審議はされたが、充分な審査が行われないままに、川内原発

の適合性審査会で承認され、原子力規制委員会は、その後もこの見解を続けています。 

 そして、伊方原発運転差し止め広島地方裁判の四国電力準備書面（９）の見解も、この主

張を繰り返しています。 

準備書面（９）の６ページでＫＲＯＴＯＳ実験では、実験装置の底部より、150気圧の圧

縮ガスを放出する機構を設けて、水蒸気爆発実験で、トリガーを与えて水蒸気爆発を発生さ

せている、と説明しています。 

しかし、その実験で使用された圧縮ガスの量の説明は有りません。その量を調べるための

資料を探していると、良い資料が見つかりました。 

ＫＲＯＴＯＳ実験報告は、有料論文が多く、インターネットには実験の詳細はあまり公開

されていません。しかし、次に示す資料から、かなり詳しい事が分かりました。 

Effet matériaux lors de l'interaction corium-eau: analyse structurale ... 

https://www.theses.fr/2012STRAE007.pdf 

V Tyrpekl 著 - 2012 -   

(CEA, France). Le test KROTOS KS2 utilise la composition thermofusible 70 m. % UO2 et 

30 m. % ZrO2, le test de. KS4 80 m. ... The KROTOS KS2 test used ...... Chapter 6 to 8 

gives the description and analyses of three KROTOS tests using. 

この報告書の表題の部分は、フランス語で記述されているようですが、本文は英語で記述

されています。 

 この報告書は、スリーマイル島原発のシビアアクシデント、チェルノブイリ原発のシビ

アアクシデント、福島第一原発のシビアアクシデントの説明や、水蒸気爆発の説明、ＦＡ

ＲＯ実験、ＫＲＯＴＯＳ実験、ＴＲＯＩ実験などの説明が掲載されています。それらの説

明の中で、「第 6章 KROTOS KS2実験の報告」に、ＫＲＯＴＯＳ実験の試験設備や実験結果

の詳しい説明が記載されています。 

 

２．ＫＲＯＴＯＳのトリガーの詳細 

https://www.theses.fr/2012STRAE007.pdf
https://www.theses.fr/2012STRAE007.pdf
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この試験設備のトリガー部の構造は１３０ページ下段の 6.2.3 テストセクションの項で

「トリガーデバイスは、テストセクションの下部に取り付けられています。これは 30ml カ

プセルで構成され、１５MPa（約１５０気圧）までのアルゴンが充填でき、鋼のメンブレン

で閉じられます。」と説明されています。 

 そして、ＫＳ２、ＫＳ４、ＫＳ５の実験ではトリガーは１５MPa（約１５０気圧）のガス

が２９．５ｃｍ３使用されたと説明されています。 

 この報告書では、ＳＥＲＥＮＡプロジェクト報告の関係で、水蒸気爆発圧力の詳細な報告

は有りません。しかし、KROTOS KS2 実験ではかなり激しい水圧がかかる水蒸気爆発が起き

ています。 

 加圧水型原発を所有する電力会社や、原子力規制委員会は、ＫＲＯＴＯＳ実験は１５MPa

（約１５０気圧）のアルゴンガスを（３０ＣＣは隠蔽）吹き込んだから水蒸気爆発は起きた

のである。しかし、実炉でメルトダウンが起きた時には、そのようなトリガーは存在しない

ので、水蒸気爆発が起きる事は有り得ない。従って、格納容器が損傷することは無いと主張

しています。 

 しかし、国内外で行われた、水中でのＭＣＣＩ実験では、大量の非圧縮性のガスが噴き出

して、格納容器の圧力が上がるほど噴出されると報告されています。 

 加圧水型原発を所有する電力会社や、原子力規制委員会の主張は、あまりにも矛盾してい

るように思われます。 

 

４．KROTOS実験の設備 

福島第一原発に悲惨なメルトダウン事故が発生し、事故の直後には海外から日本の原発は安

全神話を過信して、過酷事故の対策を海外のように行ってこなかったことが最大の原因であ

ると言われました。そして、日本では又原発を再稼動するが、過酷事故対策は行うとされま

した。しかし、実際には過酷事故対策は、あまり検討されませんでした。そして、新規制基

準には水蒸気爆発対策は除外されていますし、加圧水型原発を所有する電力会社の新規制基

準設置変更許可申請書の中の水蒸気爆発対策の添付書類には、都合の悪いＴＲＯＩ論文等は

隠蔽され、一般市民はその存在も知りませんでした。しかし、最近は原発の運転差し止め裁

判で、水蒸気爆発対策問題が争われるようになり、ＴＲＯＩ論文はある程度知られるように

なってきました。 

 ところが、KROTOS実験の論文については、これまで良い報告書が知られていませんでし

た。今回、「Effet matériaux lors de l'interaction corium-eau: analyse structurale、V Tyrpekl 

著 - 2012」の「Chapter6. KROTOS KS2 experiment」を始めて読んでみると、原発の安全問題

で極めて重要な情報が有る事が分かりました。 

 第6章KROTOS KS2実験の１３０ページ、１３１ページ、１３２ページ、１３４ページに

KROTOSの試験装置の図面が掲載されています。 

 その設備の炉の説明が、１２９ページに掲載されています。 

「6.2.1炉 

炉はステンレススチール製のハウジングに閉じ込められています。これは、発熱体と 8つの

https://www.theses.fr/2012STRAE007.pdf
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同心円状のタングステン、モリブデン、鋼の熱遮蔽ブロックを含んでいます。中央では、タ

ングステンるつぼは、空気圧で制御されるフックに掛けられている。炉は 4.0MPa までの希

ガス（He、Ar）雰囲気下で作動する。 

タングステンるつぼは 200mm の高さであり、外径 84mm、内径 80mmである。最大約 0.5リッ

トルの溶融物を保持することができる。るつぼの底部は、パンチャーによって容易に穿孔さ

れるように、厚さ 0.25mmに電気浸食される。 

炉の全体構成を図 6.1に示す」 

ＵＯ2（酸化ウラン）とＺｒＯ2（ジルコニア）との共融物の疑似デブリを溶融するために

は、２８００℃以上で疑似デブリを溶解する超高温度用ルツボが必要です。 

しかし、普通の工業用に使用されるルツボは、２８００℃にも成るとルツボが溶けてしま

います。そのために、日本にはＵＯ2とＺｒＯ2との共融物の疑似デブリで水蒸気爆発実験

をする設備が無かったので、旧ソ連の設備を借りて、共同実験を行ってきたと思われま

す。 

 KROTOSの設備は、タングステンのルツボを使用しており、酸化防止の為にヘリウムガス

やアルゴンガスを使用しています。そして、タングステンのルツボを２８００℃まで加熱

する為に、タングステンの発熱体に大量の電流を流して、ルツボの間接加熱を行っていま

す。 

 タングステンの発熱体を保温する為に、タングステン、モリブデン、ステンレスの多重

熱遮蔽版を使用しています。ルツボからの疑似デブリの排出は、溶解のできたルツホを落

下させ、下部穿孔用パンチャーに打ち当てて、ルツボの底を破いて行っています。さすが

にフランスの超高度技術と思われます。よくここまで公開したと感心します。この設備で

も２ｍｍ厚みのルツボの一部は疑似デブリに溶けだしているようです。 

 ５００ｃｃのこんなに小さいルツボを使用して、実炉で１００トン以上の溶融デブリが

水中に落下した時、原発の格納容器が破損するかどうかの実験を行っています。 

 KROTOSの実験では、初めの頃は直径１０ｃｍ、高さ１．５ｍほどの水槽を使用していた

ようですが、ＯＥＣＤのＳＥＲＥＮＡプロジエクトでは直径２０ｃｍ、高さ１．５ｍほど

の水槽に拡大したようです。 

 

４．KROTOS KS2実験は試験後の疑似デブリの状態が詳しく報告されている 

KROTOS KS2実験報告は試験後の疑似デブリの状態が詳しく報告されています。 

KROTOS KS2では、激しい水蒸気爆発が起きています。そして、水蒸気爆発の発生後、実験用

水槽に残された疑似デブリを集め、１５０℃で８時間乾燥し、機械篩（ふるい）でふるい分

け、それらの粒径分布を調べています。又 SEM顕微鏡（走査型電子顕微鏡）を使用して、疑

似デブリの粒の詳細な写真の撮影を行っています。 

 疑似デブリは、＜0.02、0.02-0.036、0.036-0.05、0.05-0.1、0.1-0.2、0.2-0.5、0.5-1、

＞1ｍｍの８段階に分けられており、それぞれの質量がｇで表示されています。 

0.5-1ｍｍのクラスの粒子は、表面に波状のしわの見える破壊されていない粒子も観察され

ています。これらの直径の大きい粒子は、水中に落下した時、表面張力により粒子に成った
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ものが、そのまま冷却されて固体に成ったものと思われます。しかし、これらの粒子が壊れ

かけたものや、完全に破壊したものも大量に観察されています。 

 0.05-0.1 のクラスの粒子は、壊れかけたものが少しありますが、多くの物は壊れて細粉

化しています。 

＜0.02、0.02-0.036クラスの粒子は、球状の粒子も少しだけありますが、多くの粒子は突起

だらけの破砕粒子です。 

 また 0.05ｍｍ以上の大きさの粒子には、内部に空隙を持つものも多いようです。 

これらの粒子について、その成分の蛍光エックス線分析が行われています。 

その結果は、粒子の直径による８段階のクラスにはあまり関係が無く、ほとんどの資料がｍ

ｏｌ％で、ＵＯ2、６７％、ＺｒＯ2、３３％に成っています。そして、タングステンが数％

は含まれているようです。ルツボのタングステンは、幾らか疑似デブリに溶かされている事

が分かります。疑似デブリはＵＯ2 とＺｒＯ2 が溶解し、混合されて一定の組織比率に成っ

ており、それらの溶液が水中で粒状化し、水蒸気爆発で粉砕されて細分化し、突起だらけの

破砕粒子に成ったと推定されています。 

 ルツボに付着して残っていた疑似デブリも SEM顕微鏡（走査型電子顕微鏡）と蛍光エック

ス線分析を使用して分析が行われています。この部分の疑似デブリは急激な水冷は行われて

いなく、空冷によるゆっくりとした冷却が行われているが、ウランとジルコニウムは分離す

る傾向があり、ウランとジルコニウムの豊富な相が形成されています。また、W-UOrZr02共

晶混合物が試料中に観察されています。 

 KS2 の疑似デブリの細粒は画像解析が行われています。走査型電子顕微鏡で得られた断面

粒子の画像は、Imagejソフトウェアを用いて画像分析によって処理されています 

 KS2の実験では、水蒸気爆発で発生したと推定される突起を持った微粉の状態を精密に観

測しています。 

 詳細な検討の結果、重量比で３４．３％の粒子は水蒸気爆発により、細粒化されたと推定

されました。又水蒸気爆発により、細粒化された粒子はかなり突起を持っています。 

 ２０μ（ミクロン）以下の微粒子は、重量比で２．６％、２０μ－３６μ範囲の微粒子は、

重量比で７．７％でした。 

 これらの吸入すれは肺の奥深くまで入り、肺からの排出が困難な、ＰＭ２．５に類似の酸

化ウラニウムや酸化プルトニュウムの超微粉が人体にどのような影響が有るか等の危険性

については、KS2の実験報告は何も述べられていません。しかし、加圧水型原発にメルトダ

ウンが発生し、それに伴って大規模な水蒸気爆発が発生し、格納容器に損傷が発生して、こ

れらの酸化ウラニウムや酸化プルトニュウム超微粉が大気中に大量に飛散した場合には、福

島第一原発の過酷事故では無かった、肺の長期被曝が西日本を中心に大量に発生することを

解明した実験と思われます。 

 

５．KROTOS KS2実験の報告書の疑似デブリ分析はソースターム問題の重要な資料 

日本原子力開発機構の森山清史氏等は合併前の日本原子力研究所の時代から水蒸気爆発

の実験的研究を続けており、水蒸気爆発シミュレーションコード JASNINEの開発を進めてい
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たようです。OECDが SERENA Project を始めると、この Projectに参加し、この Projectで

行われた実験結果より、JASMINE コードの改良を行っているようです。 

 そして、JASMINEコードを使用して、沸騰水型原発と加圧水型原発の格納容器のメルトダ

ウン発生時の格納容器破損確率の評価を行っています。 

JAEA-Research 2007-072「軽水炉シビアアクシデント時の炉外水蒸気爆発による格納容器

破損確率の評価」2007 年8 月 

http://jolissrch-inter.tokai-sc.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Research-2007-072.pdf 

この報告書では、水蒸気爆発が起きた時の、発生デブリダストの大気中への飛散状態が詳

しく検討されています。 

『水蒸気爆発現象のソースターム[注 1]に及ぼす影響としては、以下のような側面を考慮す

べきであると考えられる。 

・ 水蒸気爆発では非常に細かい粒子（以下細粒と称する、直径数μmから数十μm）が生成

され、これはわずかな気流によって運ばれる可能性が有る。 

・ 水蒸気爆発で生じる細粒には、溶融炉心のほぼ全ての成分が含まれると考えられる。 

すなわち、水蒸気爆発で格納容器が破損する場合に溶融炉心の一部が細粒となって環境

に放出される場合、難揮発成分も含むすべての核種が一定の割合で放出されると考えら

れ、これが従来のソースタームに有意な影響を及ぼす可能性がある。これについて検討

をおこなった。』と説明されています。 

この報告書の５０ページに、FARO 試験、KROTOS 試験、ALPHA 試験でのデブリ粒径分布が報

告されています。そして、それらのデーターの中でも、KROTOS試験のコリウム（ＵＯ２+Ｚ

ｒＯ2）のデーターが主力を示しています。 

 また、この報告では、デブリ粒子直径とデブリ粒子が浮遊するのに必要な蒸気流速の関係

が報告されています。粒径が 0.1mm以下の微粒子は 1～2m/s程度の気流で浮遊すると報告さ

れています。 

 この報告書の試算により説明されたように、水蒸気爆発が起きた時の、発生デブリダスト

の大気中への飛散は福島第一原発の放射性物質の大気中への放散量に比べると、比較になら

ないほど深刻になる可能性が有る事を示しています。 

 この報告書から良く分かるように、未使用の核燃料は別ですが、既に原発の運転に使用さ

れた核燃料や、プルサマル発電用の MOX 燃料には、大量のプルトニウムが含まれています。 

 水蒸気爆発が起きて、発生デブリダストが大気中へ飛散すると、住民はプルトニウムを含

むデブリダストを肺の中に吸い込むことに成ると思われます。 

 茨城県大洗町の日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターの５人の作業員のプルト

ニウム吸引事故は、技術の伝承ができなかった関係者の専門知識の不足から起きたと思われ

ます。このような事を繰り返さないためには、KROTOS KS2 実験の報告書の疑似デリブ分析

はソースターム問題の重要な資料と思われます。 

[注 1]実用日本語表現辞典：原子炉損傷により放射能をもつ核種が放出される際の被曝解析に

必要な条件や要素のこと。環境への影響を調査するための放射量や核分裂後の生成物質の総称。 

 

http://jolissrch-inter.tokai-sc.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Research-2007-072.pdf
http://www.weblio.jp/cat/dictionary/jtnhj
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