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ポスト「絶対安全」の規制のあり方	

•  許容できる安全レベル	  
•  How	  safe	  is	  safe	  enough?	  

•  規制の守備範囲	  
•  How	  broad	  is	  broad	  enough?	  
•  3S（Safety、Security、Safeguards）	  
•  第3層、第4層、第5層	  
•  設計基準条件（DBC）から設計超過条件（DEC）	  

•  規制の深さ	  
•  どこまで多重性を求めるか？	  
•  How	  deep	  is	  deep	  enough?	  

•  規制の緻密さ	  
•  どこまで厳格さを求めるか？	  
•  How	  3ght	  is	  3ght	  enough?	
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①許容できる安全レベル  
How  safe  is  safe  enough?	

既設炉（第2世代）	  
•  炉心損傷（メルトダウン）発生頻度（CDF） 	  　10,000炉年に1回	  

•  大量早期放射能放出（格納容器破損）発生頻度（LERF） 	  100,000炉年に1回	  
新型炉（第3世代）	  

•  CDF 	  100,000炉年に1回	  

•  LERF 	  1,000,000炉年に1回	  
	  

日本の実績	  
•  CDF/LERF 	  1,000炉年で3回	  

•  炉心損傷、格納容器破損に直結する自然災害の設計基準は、それぞれ
10,000年に1回、100,000年に1回の頻度の規模であるべきだった。	
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10CFR50,	  Appendix	  I	  による	  
ALARA	  の設定値＝0.05mSv/年	 非許容領域	

10CFR20	  による	  
公衆に対する許容値＝1mSv/年	

EPA	  による 	  
PAG	  適用基準値＝10mSv/事象	  

10CFR100	  による	  
立地基準＝250mSv	  

急性障害の閾値＝500mSv	  
急性死の閾値	  

高い確率の急性死＝5Sv	  

発生頻度（/年）	 発生頻度-‐重篤度曲線（F-‐C	  Curve）	

重篤度（被曝線量）	

許容領域	
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米国が次世代炉に提唱している安全目標	  



②規制の守備範囲  
How  broad  is  broad  enough?

3S（Safety、Security、Safeguards）	  
•  Safety（内的要因、外的要因）	  
•  Security（DBT、サイバー・テロ、航空機テロ）	  
•  Safeguards（RDD、IND）	  
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多層の防護	  
•  第1層（故障の防止）　品質保証（設計、製作、建設）	  
•  第2層（故障の検知）　試験・検査、監視機能、	  
•  第3層（設計基準事故対策）　LOCA、フェイルセイフ、多重性、多

様性、過渡現象記録装置	  
•  第4層（過酷事故対策）　PRA、MELCOR/MAAP、SBO、ATWS、

ハード・ベント（フィルター・ベント）、ACIWA、SPDS、TSC、OSC、
EPG、SAMG、EDMG、B.5.b、FLEX	  

•  第5層（原子力防災、EP）　ERDS、EOF、MACCS/SPEEDI、ヨウ素剤、
AMS、FEMA	  

•  第6層（ASermath対策）　損害賠償、避難対策、事故収束（廃炉、
汚染水処理）、除染、復旧活動 	  ～20兆円	  
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設計基準条件（DBC）から設計超過条件（DEC）	  
•  DBC	  

•  単一故障（Passive、AcUve問わず）、単一エラー	  
•  自動収束（人的対応不要）	  
•  自然現象（地震、溢水、強風）	  
•  火災	  
•  テロ（DBT）	  

•  DEC	  
•  規制対象（SBO、ATWS、水素ガス）	  
•  格納容器バイパス	  
•  その他、確率論的に有意な事象	  
•  DBT を超えるテロ活動	  
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第3層	 第4層	 第5層	

Safety	 DBC	 DEC	

Security	 DBT	 HAB	
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Safeguard の備えは
既に始まっている	
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核テロ対応の公開演習（フランス）	
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左は傷病者の入口	 右は健常者の入口	

除染テント入口	
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負傷者の搬入	
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重度の負傷者に対する除染	
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健常者は、サインの指示に従って、自分で脱衣、除染、着衣を行う。	
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除染テント出口	
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内部被曝測定器（甲状腺、肺）	



③規制の深さ  
How  deep  is  deep  enough?

•  どこで 　What	  if?	  　を止めるか、どこまで追及し続けるか？	  
•  許容できない楽観性と無意味な杞憂の境界は？	  

•  「十中八九」や「九分九厘」は論外。「万が一」でも不十分。	  
•  再臨界、水蒸気爆発、水素爆発、MCCI の評価に対しては慎重さが必要。	  
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④規制の緻密さ  
How  4ght  is  4ght  enough?	

•  詳細な標準審査指針（SRP）による緻密な審査	  
•  詳細な検査手順書（IP）と、認定された検査官による緻密な検査	  

•  自衛消防隊員の資格、訓練	  
•  守備戦闘隊員に対する FOF	  
•  HAB訓練	  
•  運転員資格（共通試験、プラント特化試験）	  
•  TSC スタッフの資格	
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日本の安全基準と実態  
欧米との比較	

1.   設計基準	  
2.   耐震性	  
3.   過酷事故評価と対策	  
4.   テロ対策	  
5.   原子力防災	  
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1.　設計基準	

•  福島事故で、設計基準を超える「過酷事故対策」の不備が露呈した。しかし、
そもそも設計基準事象への備えは万全だったのか？	  

• ノー。設計基準事象への備えが万全だった時期はこれまでになかった。特
に重要な不適合が続いてきたのが、耐 LOCA 対応能力と火災防護。	  

•  耐 LOCA 対応能力の不足：	  
Ø 格納容器の強度不足（Mark-‐I 型）	  
Ø 塗料に対する環境試験の未実施。	  
Ø LOCA デブリによる ECCS サクション・ストレーナ閉塞問題。	  
Ø 配管系のガス溜り問題。	  
Ø 実際に LOCAが発生していた場合、炉心損傷に至っていた可能性大。	  

•  火災防護に対する日米格差。	  
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火災防護における深層防護

日本	

• 火災を発生させない	  
•  発生した火災を速やかに検知	  
•  検知した火災を速やかに消火	  

•  消火ができなくても原子炉の安全
停止機能を確保	

米国	

•  火災を発生させない	  
•  発生した火災を速やかに検知	  

•  検知した火災を速やかに消火	  

• 消火ができなくても原子炉
の安全停止機能を確保	
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火災防護の基本前提と要件（米国）	

•  基本前提：　火災は、燃焼物、発火源の存否に拘らず、どこでも発生する。	  
•  火災エリア：　3時間の耐火障壁で包囲された空間の単位。	  

•  安全停止系の分離要件：　同一火災エリア内にある同一機能の安全停止系
は、次のいずれかにより分離されていること。	  
Ø 3時間の耐火障壁	  
Ø 6.1m の水平距離（間に延焼の媒介物がない）＋自動火災検知器＋自動

消火設備	  
Ø 1時間の耐火障壁＋自動火災検知器＋自動消火設備	  

•  火災ハザード解析	  

•  火災発生後の電気回路解析	  

•  自衛消防隊（長）の要件、権限、訓練	  
•  補完措置：　ファイヤーウォッチ、VEWFDS	  
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福島第一原子力発電所4号機　タービン建屋地階	

M/C	  (A)	 M/C	  (C)	

M/C	  (B)	 M/C	  (D)	

34m	

18m	

A系	

B系	
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福島第一原子力発電所4号機　タービン建屋1階	

34m	

9m	
P/C	  (A)	 P/C	  (C)	

P/C	  (B)	 P/C	  (D)	

A系	

B系	
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福島第一原子力発電所3号機　タービン建屋地階	

M/C	  (A)	 M/C	  (C)	

P/C	  (A)	 P/C	  (C)	変圧器　
6900V/480V	

M/C	  (B)	 M/C	  (D)	

P/C	  (B)	 P/C	  (D)	

34m	

22m	
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実技訓練	  
Palisades	  原子力発電所の消防隊員は、発電所から1時間の距離に
ある市営の訓練施設で実技訓練を受けている。	  
全隊員、毎年2日間の実技訓練を実施。	



変圧器火災を模擬	







2.　耐震性	

•  世界の考え方： 	  安全目標（CDF	  =	  1回/10,000炉年）と整合するために
は、40年の運転期間中に遭遇する確率が 1/250 以下の稀少な巨大地震を
設計基準値とする必要がある。	  

•  日本の考え方（福島事故直後）：	  「1,000年に1回の巨大地震による津波で過
酷事故に至ってしまったのだから仕方がない。事故は天災だ。」	  

•  日本の考え方の不適切さは、米国原子力学会から批判。	  
•  設計基準の超過は、2005年以降、4回（延5ヵ所の原子力発電所）発生。	  

•  設計基準の設定方法の問題は、2007年に IAEA も指摘。	  
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欧州	

全文315ページ	

全文210ページ	

全文148ページ	

全文309ページ	

全文254ページ	

ストレス・テスト報告書	

全文214ページ	
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全文146ページ	

全文231ページ	

全文110ページ	

全文90ページ	 全文136ページ	
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全文168ページ	

全文130ページ	

全文190ページ	

全文182ページ	
全文248ページ	
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Krsko原子力発電所	
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リュブリャナ地震（1895年4月14日）	
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メツァモール原子力発電所（アルメニア共和国	
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IAEA 報告書	

•  A1-‐01　設計地震力の超過	

•  A1-‐02　地震危険度の再評価	

•  A2-‐01　所外電源	

•  A2-‐02　非耐震性機器の損傷による影響	

•  A2-‐03　火災防護	

•  A2-‐04　地盤変形	

•  A3-‐01　プラント停止後の安全管理対応	

•  A3-‐02　放射能漏れ	



燃料プールの強度に関する誤解	

•  「燃料プールが損壊することによる大量放射能放出の事象が発生する頻度
は、10,000,000年に1回未満」 との NRC 評価は、日本の原子力発電所には
当て嵌らない。	  

•  想定した 0.7g の地震は、米国では 60,000年に1度 の規模であるが、日
本では、この 1,000倍以上の頻度で起こり得る。	  

•  日本の原子力発電所の運転サイクルは、米国よりも 1/1.5～1/2 分 の
長さであるため、「ホット燃料」の取扱期間が相対的に長くなる。	  

•  日本の原子力発電所では、ホット燃料の「市松模様」配置が実践されて
いない。（米国では、B.5.bのアクションとして実施。） 	  

•  それでいて、日本の原子力発電所は、建設当時の耐震基準が米国の非
地震地帯と同等で、その後の補強が行われていないため、建屋の躯体
強度の優越性が期待できない。	  
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ストレス･テストの意義	

•  多くの場合、たとえば、尤度「3」は、発生応力に対する尤度であり、地震加速
度に対する尤度ではない。	  

•  そもそも緩い設計基準に基づく評価に対する尤度では、せっかく示された尤
度が、設計基準の非保守性に相殺されてしまう。	  

•  旧原子力安全･保安院が要求していた「二次評価」（確率論的評価）が、新設
された原子力規制委員会によって免除。	  

•  依然？？　仮に、日本に 「10,000年に1回」 を適用した場合、どのような地震
加速度が適用されることになるのか？	  
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ハザード曲線から「10,000年に1回
の地震加速」を求めると？	

•  2009年時点で、設計基準地震動のレベルに対する予想超過頻度が高過ぎる
という認識はあったようであるが、設計基準地震動のレベルの引き上げは考
慮されていない。ハザード曲線も公表されていない。	  

•  米国（非地震多発地域）の設計基準地震動は、100,000年に1回の予想超過
頻度に相当するレベルとして設定。	  

•  但し、サン･オノフレ原子力発電所（カリフォルニア州）の設計基準地震動は、
5,000年に1回の予想超過頻度に相当するレベル（0.67g）として設定。	  

•  予想超過頻度を 10分の1 に抑えると（「500年に1回」から「5,000年に1回」）、
その間に発生する最大地震加速度のレベルは2倍。	  
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4.　議事概要　より	

福島第一原子力発電所	
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米国：　原子力発電所に対する地震ハザード曲線（RG.1.165)	



カリフォルニア州　サン・オノフレ原子力発電所の地震ハザード曲線	
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設計基準	

加速度2倍	

頻度1/10	
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超過頻度10%/50年　⇒約500年に1回	

データ出典	  
USGS	



トレンチ掘削による
断層調査の意義	

•  「敷地内の断層に対する活断層判定＝地震調査」 であってはならない。	  
•  なぜ、トレンチ調査だけなのか？　Vogtle 原子力発電所、Diablo　Canyon 原

子力発電所の調査の方が、より広範、入念、高度なのでは？	  
•  これまで発生した「設計基準超え」の震源地は全て沖合。	  
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1900～2012年震源地分布	
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データの出典：	  
USGS	  	



地震はなぜ怖い？	

•  地震は、兆候なく瞬時に広範囲に影響を及ぼし、それ自体の破壊力の他に、
多くの併発事象と誘発事象を起こす。	  

•  地震の影響は、建屋全体から電子基板のハンダ付けにまで及ぶ。複数の機
器を同時に損壊させ、状況把握を混乱させる。	  

•  1基だけでなく、発電所内の全基に及ぶ。	  

•  併発事象の複合作用、誘発事象の二次、三次的な損傷が重複する。	  
•  発電所の職員に怪我を負わせ、恐怖感を与える。家族の安否確認もできな

い精神的ストレスも与える。	  
•  所外からの支援も滞り、孤立無援に陥る可能性がある。飲食物の困窮、暖冷

房の停止、医療支援の欠乏も起こり得る。	  

•  巨大地震が発生した場合には、以上により、過酷事故対策マニュアルが使え
なくなってしまう可能性が大きい。	  
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今さら	
愚問 ?	
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事務棟：周囲に書類が散乱・・・	

東北地方太平洋沖地震 2011年3月11日	
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N 

旧厚生棟の東側道路から南の方角を眺望　（1号
機タービンが見える）	

地震による地割	
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1号機中央制御室（電源復旧後）	



地震とその併発、誘発事象（例）	

併発事象	 誘発事象	 偶然	

所外電源喪失	 火災、爆発	 土曜日、日曜日、祝日	

所内非常用電源故障	 内部溢水	  
（配管破断、地下水浸入）	

深夜	

消火水配管、貯水槽の破損	 豪雨、強風	

事務棟の損傷	 津波	 地元恒例行事の開催中	

機械設備、電気設備の破損	 県知事の海外出張中	

照明、通信設備の喪失	 国際行事の開催中	

気象観測設備、放射線監視
設備の故障	

帰省ラッシュ、行楽時期	

プラント職員の負傷	

仮設機器運搬道路の寸断	

他号機での事故進展	
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MO	MO	

タービン建屋	

タービン	

蒸気	
復水器	

取水口	

放水口
へ	

①通常運転時の循環水系	

地震による配管破断と所外電
源喪失に津波が作用した場合	



MO	MO	

タービン建屋	

タービン	

蒸気	
復水器	

取水口	

放水口
へ	

②配管破断時	

運転継続	



MO	MO	

タービン建屋	

タービン	

蒸気	
復水器	

取水口	

放水口
へ	

③配管破断＋スクラム停止	

操作可	 操作可	

運転停止	



MO	MO	

タービン建屋	

タービン	

蒸気	
復水器	

取水口	

放水口
へ	

④配管破断＋スクラム停止＋所外電源喪失	

操作不可	 操作不可	

運転停止	



MO	MO	

タービン建屋	

タービン	

蒸気	
復水器	

放水口
へ	

④配管破断＋スクラム停止＋所外電源喪失＋津波	

操作不可	 操作不可	

運転停止	
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照射燃料	

使用済	  
燃料	

プール･ゲート	  
（未取付）	

格納容器	
ブローアウ
ト･パネル	

蒸気	  
乾燥器	

湿分	  
分離器	

MSIV	  
（分解点検中）	

MSIV	  
（分解点検中）	

使用済燃料
プール	

機器貯蔵プール	

コンプレッサー	
制御盤	

主蒸気配管
プラグ	

主蒸気
配管	

主蒸気
配管	

地震による所外電源喪失で圧縮空気を失い、
余震により主蒸気配管プラグが緩んだ場合	



カリフォルニア州の
地震ハザード、津波ハザード	

•  2009年時点で、設計基準地震動のレベルに対する予想超過頻度が高過ぎる
という認識はあったようであるが、設計基準地震動のレベルの引き上げは考
慮されていない。ハザード曲線も公表されていない。	  

•  米国（非地震多発地域）の設計基準地震動は、100,000年に1回の予想超過
頻度に相当するレベルとして設定。	  

•  但し、サン･オノフレ原子力発電所（カリフォルニア州）の設計基準地震動は、
5,000年に1回の予想超過頻度に相当するレベル（0.67g）として設定。	  

•  予想超過頻度を 10分の1 に抑えると（「500年に1回」から「5,000年に1回」）、
その間に発生する最大地震加速度のレベルは2倍。	  
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Diablo Canyon NPP（カリフォルニア）の場合	

ディアブロ･キャニオン	 福島第一3号機	

設計基準	 設計基準	 3･11	

地震加速度	 0.75g（735cm/s2）	 441cm/s2	 507cm/s2	

津波高さ	 10.7m	 5.7m	 14m	
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カリフォルニア州　ディアブロ・キャニオン原子力発電所の津波ハザード曲線	

設計基準＝10.7m	
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ディアブロ･キャニオン原子力発電所の全景（1）	

発電施設（26m）	

海水ポンプ･スノーケル
（13.5m）	

ドライ･キャスク、淡水貯水池（94m）	
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9,500m3 の淡水貯水池（落差式）	

高さ26mの断崖	

ディアブロ･キャニオン原子力発電所の全景（2）	
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海水ポンプ･スノーケル	
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2008年	  
PGA	  
2%/50年	
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2008年	  
PGA	  
10%/50年	
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•  トルネード 	 	1/10,000,000年	

•  ハリケーン 	 	1/10,000,000年	

•  地震 	 	 	1/100,000年	

米国の原子力発電所  
に対する設計基準	
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米国：　竜巻（トルネード）に対する原子力発電所の設計基準（RG.1.76)	
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米国：　ハリケーンに対する原子力発電所の設計基準（RG.1.221)	
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東京電力による津波に対するハザード曲線の設定手法に関する論文（2006年）	
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向こう50年以内に5.7mの設
計基準を超越する津波の
襲来する確率は0.04	



3.　過酷事故評価と対策	

過酷事故評価の問題	  
•  事故のシナリオ選定基準（確率論）の妥当性	  

•  考慮されるべき重要なシナリオが脱落	  
•  格納容器バイパス	  
•  運転停止直後（原子炉圧力容器開放）	  
•  定例試験（運転中の校正作業）中	  
•  燃料プールの事故	  

•  事故進展が非現実的、楽観的	  
•  格納容器からの漏洩を無視	  
•  MCCI は起こらない	  

•  EUR と比較した場合の顕著な差異	  
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検討されていないシナリオ 
小LOCA + （ECCS + 減圧機能）喪失	

•  原子炉圧力容器ボトム･ドレン（炭素鋼 65A 配管）の破断は、350A 配管（RHR-‐
SDC）よりも破断発生頻度が高い。	  

•  AC/DC 電源喪失により、ECCS 喪失、減圧機能（SRV 操作機能）喪失が起こる。	  

•  外部注水、RCIC のブラック･スタートよりも早く、原子炉圧力容器底部まで排水
されてしまう可能性がある。	  

•  水蒸気の上昇による冷却が得られず、燃料の発熱が加速され、溶融、水素発
生が促進される可能性がある。	  

•  サプレッション･プールによる DF が低下する可能性がある。	  

•  崩落する溶融デブリの量、パッシブ･フラダーの作動、水蒸気爆発（圧力スパイ
ク）、ウォーター･ミサイル、上部ドライウェルの温度上昇の挙動が未解析。
COPS の作動よりも早く、格納容器の漏洩が起こる可能性を評価する必要があ
る。	  
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格納容器バイパス、格納容器外LOCA 
~SBO の併発により隔離不能の場合~	

•  ドライウェル上蓋、ハッチ、エアロックからの漏洩。（特に、圧縮空気喪失後のエ
アロックからの漏洩が急増する可能性。）	  

•  主蒸気配管～MSIV～復水器～ラビリンス･シールからの漏洩。	  

•  サプレッション･プールからの各 ECCS 系サクション配管の破断。	  

•  TIP による LPRM 校正作業中の事故。	  

•  RWCU-‐LOCA	

•  RCIC 蒸気配管の破断	  
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②	

①	

③	
④	

⑤	

一次格納容器	

二次格納容器	

様々なバイパス経路	

No.	 例	

①	 ドライウェル上蓋、ハッチ、エアロック	

②	 RWCU-‐LOCA、RCIC蒸気管破断、TIP	

③	 バキューム・ブレーカー	

④	 ECCS サクション、SPCU配管破断	

⑤	 MSIV⇒復水器⇒ラビリンス・シール	
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バキューム・ブレーカーからの	  
ドライウェル～ウェットウェル間バイパス	
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破断時にサプレッション･プールがバイパスされる可能性のある配管の一覧	



98	



99	



100	



101	

RHR-‐A	  
450A	

RCIC	  
200A	

HPCF-‐C	  
400A	

RHR-‐C	  
450A	

RHR-‐B	  
450A	

HPCF-‐B	  
400A	

SPCU	  
200A	
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原子炉建
屋地下3階	

各 ECCS 室は、水密扉に
よって個室化されている。	

各部屋の水位が S/P 
と同レベルになったと
こ ろ で 安 定 。 水 位 は、
天井には達しない。	

ECCS サクション配管の破断自体
は、処理可能な事象であるが、こ
れに SBO が進展し、過酷事故を
併発した場合には、COP/FV が無
効となり、放射性物質が直接原

子炉建屋に流出し続けるのを止
めることができなくなる。	



SPCU 系	
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SPCU 配管の破断の場合には、
回廊全域を浸水させる。	



TIP 校正作業中
の事故	
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炉内の核分裂生成物（NG、ヨ
ウ素、他）、水素ガスが、直接
原子炉建屋に放出される。	



RWCU-‐LOCA	
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•  電源を喪失しなければ、隔離信
号（原子炉水位低、または、格納
容器圧力高による）が投入され、
内側隔離弁と外側隔離弁が自動
的に閉止する。	  

•  入口流量と出口流量のミスマッ
チによる隔離信号もある。	  

•  内側隔離弁には、バックアップの
ハードワイヤー直通信号。	  

•  電源喪失時には、隔離不能とな
る。	  

•  回廊全域が、439m3 の高温水
（108℃） によって、深さ1.4m に
水没。復旧作業のためのアクセ
ス困難。	  

•  その後も水蒸気が出続け、過酷
事故へと進展した場合、放射性
物質、水素ガスの流出が続く。	  



RCIC 系蒸気配管破断	

•  LOCA、ECCS 喪失、格納容器バイ
パスが全て同時に発生する事象。	  

•  電源を喪失していなければ、自
動隔離が作動。	  

•  内側隔離弁には、バックアップの

ハードワイヤー直通信号。	  
•  電源喪失時には、隔離不能。	  
•  過酷事故に進展した場合、RCIC 

室には、高温水、蒸気、核分裂
生成物、水素ガスが充満。	  

•  室内が冷却後、負圧になった場

合、流入する空気と爆発性雰囲
気を作る可能性。爆発のエネル
ギーが建屋内に吸収。	  

106	

〈参考〉　龍門に対する解析	
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原子炉建屋
地下3階	



プラント停止時のリスク	

•  低水位時（蒸気乾燥器、湿分分離器の移動中）のSBO 
 ボイルオフ　⇒　燃料破損　⇒　ギャップ・リリース 

•  MSIV 分解点検中の 地震/SBO による MSLP 緩み、外れ 
 原子炉水、使用済燃料プール水の漏洩、低下 
 ⇒　内部溢水 
 ⇒　ボイルオフ　⇒　燃料破損　⇒　ギャップ・リリース 
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燃料破損が起こるまでの猶予	



EUR の要件（例）	

•  過酷事故のシナリオには格納容器バイパスを考慮すること。	  
•  設計圧力以下でも以上でも格納容器からの漏洩を考慮すること。	  

•  設計基準事故の発生後72時間は、可搬式設備による人的対応の有効性を
期待してはならない。	  

•  設計基準を超えた事故の発生後6時間は、可搬式設備による炉心損傷防止
のための人的対応の有効性を期待してはならない。	  

•  設計基準を超えた事故の発生後12時間（目標は24時間）は、可搬式設備に
よる格納容器保護のための人的対応の有効性を期待してはならない。	  

•  格納容器は、設計基準を超えた事故の発生後12時間（目標は24時間）は、人
的対応（格納容器ベントを含む）なしでも耐久できること。	  

•  設計基準を超えた事故の発生後72時間は、所外からの支援を期待してはな
らない。	  
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EUR の要件（例）	

•  100m未満の高さからの放出は、グランド･レベル･リリースと見做すこと。	  
•  MCCI による影響（エアロゾルの発生、H2、CO、CO2、SiO、H2O の発生による

格納容器の加圧）を考慮すること。	  
•  影響評価には、9種の核種（Xe-‐133、I-‐131、Cs-‐137、Te-‐131m、Sr-‐90、Ru-‐103、
La-‐140、Ce-‐141、Ba-‐140）を考慮すること。	  

•  800m以遠の住民には、設計事故（LOCA、燃料取扱事故など）が発生した場
合でも、何の対応も求められないこと。	  

•  過酷事故が発生した場合でも、	  
Ø 800m以遠の住民は、24時間以内には避難をしなくてもよいこと。	  
Ø 3km以遠の住民は、4日以内には避難をしなくてもよいこと。	  
Ø 800m以遠の住民は、やがて帰還できること。	  

•  フィルター・ベントの設計は、上記の要件に適合できること。	  

111	



112	

環境への放出量に対する制限値	
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800m 以遠の住民が24時間以内に何の対応も求められないための放出量の制限値	

•  希ガスも含む全9核種を考慮	  
•  グランド・レベルからとベント・ラ

インからの放出を考慮	  
•  例えば I-‐131 のみがグランド・レ

ベルから放出される場合には、
事故後24時間の放出量に対し、
1,000TBqが限度。	
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3km 以遠の住民が4日間以内に何の対応も求められないための放出量の制限値	

•  例えば I-‐131 のみがグランド・レ
ベルから放出される場合には、
事故後4日間の放出量に対し、
25,000TBqが限度。	
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800m 以遠の住民が何の対応もなしにやがて帰還できるための積算放出量の制限値	

•  I-‐131 のみがグランド・レベルから
放出される場合には、最終的な総
放出量に対し、8,300TBqが限度。	  

•  Cs-‐137 の総放出量に対しては、
1,500TBqが限度。	
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経済的影響が生じないための積算放出量の目標値	



3.　過酷事故評価と対策（続）	

117	

過酷事故対策の問題	  
国際的な設計思想からの乖離	  

•  パッシブ（無動力）でなく　アクティブ（動力依存）	  
•  オートマチックでなく　マニュアル（判断に基づく人的操作）	  

•  恒設ではなく　仮設（まずは、移動、設置をしてから）	  

•  プロアクティブでなく　リアクティブ（起こったら考える）	  
•  実践主義（実証主義、現実主義）でなく　楽観的（精神論的）机上論	  



パッシブ　vs.　アクティブ 
自動化　vs.　マニュアル

•  同一炉型の日‐米‐欧の差異（J-ABWR/US-ABWR/EU-ABWR）の有意な
設計の違いとなっている。 

•  単なる思想の違いではない優劣差。 
•  人的対応が、現場の環境やテロリストなどによって妨げられてしまった場合で

も安心なのは？ 
•  EUR は、事故発生直後人的対応への期待を禁止。 
•  過酷事故は進展速度が速く、措置が遅れるほど不可逆的なダメージが進展

し、復旧が困難になる。初期応答がクリティカル。 
•  日本のメーカーも「郷に入りては郷に従え」？ 
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パッシブ･フラダー	  
（260℃で作動）	

テフロン・ディ
スクは、絶縁
のため	
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下部ドライウェ
ル	  

（ペデスタル）	

サンプ・ピット	

コリウム・シールド	  
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東芝は、失効日の迫った ABWR の設計認証を更新すべ
く、2010年10月27日、NRC に申請書（Rev.0）を提出。	  
その審査の途中で福島事故が発生したため、その教訓を
反映し、2012年6月22日、Rev.1 を提出。添付のプレゼン
テーション（公開資料）は、その概要。	

US-‐ABWR の設計認可更新申請（東芝）	
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以下は、ABWR の設計が、EURの
要件に適合するためにアップグ
レードしている内容を東芝が発表
した資料（公開されているプレゼン
テーション）から抜粋したもの。	
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テロ対策	

6

米国ABWR における
過酷事故対応	
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全電源喪失時に、2分以
内に自動起動するガス・
タービン駆動式発電機	

安 全 設 備 は、
50%	  x	  3系統	
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欧州仕様の ABWR（EU-‐ABWR）	

•  CTG を2台	  
•  IC/PCCS を追加し、専用のEDGで給電。	  
•  パッシブ・フラダー	  
•  コア・キャッチャー	  
•  フィルター・ベント	  
•  頑強な屋根（航空機落下対策）	  
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欧州ABWR における
過酷事故対応	

2

1

3

4
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5

6 7

8

9



130	

IC	  
(IsolaUon	  Condenser)	

6
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7
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9

7

事故発生から12時間（避難行動のための猶予時
間）は、フィルター付ベントに頼らず、パッシブ設
計だけで対応できることが EUR の要件として制定。	



恒設　vs.　仮設 
プロアクティブ　vs.　リアクティブ

•  恒設があってこその仮設。（避難階段の前に避難梯子は有り得ない。） 
•  プロアクティブ = 「転ばぬ先の杖」 
•  リアクティブ = 「泥縄」 

By failing to prepare, you are preparing to fail.  
　（ベンジャミン･フランクリン） 
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MCCI の想定	

•  必須　・・・　過酷事故評価と対策から、MCCI を除外している国はない。	  
•  MCCI を評価した場合：	  

Ø 大量のエアロゾルが発生	  
Ø 格納容器の圧力が上昇（H2、CO、CO2、H2O、SiO）	  
Ø H2 以外の可燃性ガス（CO）	  
Ø 放出される核種が増える（低揮発性の核種も含まれるため）	  
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水蒸気爆発の可能性	
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航空機テロによって、敷地内が炎上した場合には、全建屋から90m 以上離れたと
ころにある3時間耐火壁で囲われた AFI ポンプ室から、給水配管を介して原子炉
に高圧注水を行いつつ、逃し弁で原子炉を減圧する。	

Alternate	  Feedwater	  InjecUon （AFI）の追加	  

航空機テロによる敷地一帯の炎上	



実践主義（実証主義、現実主義）
vs.　楽観的（精神論的）机上論
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過酷事故の対応に必要なスキルセット 
起こる前に必要なスキルセットと起こった後

に必要なスキルセットは別物	

•  設計、品質保証のノウハウ、高度な機械工学の知識、PRA、過酷事故解析
の専門知識は、事故の予防のために駆使されるべきもの。 

•  一旦事故に陥ったプラントと人を最終的に救うのは、マニュアルに従った計画
的でパターン化された対応への備えだけではない。 
Ø 現場の精通度と体力・勇気（暗黒でも懐中電灯1本で動き回れること。） 
Ø 物資の運搬（ユニック車の運転、クレーン操作。） 
Ø 工作技能（バンドソーで配管を切断し、グラインダーで開先加工し、アー

ク溶接する技量。ケーブル端末、ホース継手の処理。少しくらい下手でも
より速く。）と臨機応変さ（手近な材料と道具の有効活用。） 

Ø 救命措置（人工呼吸、心臓マッサージ。）サバイバル術（ロープを使って
高所から脱出。） 
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4.　テロ対策	

•  設計基準脅威（DBT）と模擬戦闘訓練（FOF）	  
•  B.5.b 対応による過酷事故対応能力アップ	  

Ø SBO からの脱却不能	  
Ø 使用済燃料プールの破損	  

•  DBT を超える規模のテロ攻撃シナリオ（HAB）への訓練	  
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米国の設計基準脅威（DBT）	

仮想敵	  
•  同時多発（水陸から同時）の攻撃	  

•  自爆テロ（高度な戦闘技術の訓練を経験し、洗脳により、殺傷することもされ
ることも厭わない戦闘員による銃と爆発物による攻撃）	  

•  内通者による幇助	  

•  サイバー・テロ（撹乱情報、通信遮断など）による陽動作戦	  

事業者の対応	  
•  机上訓練	  

•  FOF	
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今日の米国の原子力発電所が、どのよ
うに武装戦闘隊によって警護されている
かを説明する会場の武器展示場。	  
機関銃の配備も合法になっている。	



B.5.b  によって福島事故は防ぎ得た	

•  テロによる攻撃によって、所外電源も所内非常用電源も破壊されて復旧不能
になる事態（脱却不能な SBO）、使用済燃料プールが破壊され、水が抜けて
しまう事態を想定。	  

•  対応に必要な設備についてのガイドライン（NEI	   06-‐12）を制定して用意。但し、
複数ユニットの同時発生には備えていなかったと認め、これを福島事故から
の教訓と捉え、（N+1）セットの用意。	
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B.5.b
•  「9･11テロ」直後、暫定的には Order によって、後に、規制によって正式化。 

•  既設プラントに対して:  10CFR50.54(hh)(2)項 
•  新設プラントに対して:  10CFR50.150 
•  ガイドライン:  NEI 06-12　Rev.2 

•  単一ユニットに対しての脱却できない SBO を想定した対策（Phase 2） 
•  RCIC のブラック・スタート手順。 
•  低圧注水（吐出圧力 1.5～2MPaの消火水ポンプもある） 
•  高圧注水（後にABWR には、AFIとして反映） 

•  使用済燃料プールからの大規模漏洩の想定（Phase 3） 
•  500gpm（毎時～32トン）の補給水 
•  200gpm（毎時～13トン）の散水（スプレー） 
•  ホット燃料に対しては、市松模様の配列（米国科学アカデミー勧告） 
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RCIC のブラック・スタート、ブラック・ラン	  
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チーム構成（5～6人）	  
•  MCC での電動弁の電源遮断	  
•  RSS での原子炉水位監視	  
•  ポータブル･タコメーターによる

タービン回転速度の監視	  
•  RCIC ポンプ入口弁の開閉操作	  
•  トリップ･スロットル弁の調整	
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航空機テロによって、敷地内が炎上した場合には、全建屋から90m 以上離れたと
ころにある3時間耐火壁で囲われた AFI ポンプ室から、給水配管を介して原子炉
に高圧注水を行いつつ、逃し弁で原子炉を減圧する。	

Alternate	  Feedwater	  InjecUon （AFI）の追加	  
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米国科学アカデミーが勧告した「ホット燃料」の配置パターン	

使用済燃料プールが完全に排水してしまった場合でも、ジ
ルコニウム火災を起こさないための「ホット燃料」の使用済
燃料ラックにおける配置。	



DBT  を超えるテロへの備え	

•  FOF　Force-‐on-‐Force　DBTに対応するための各原子力発電所の防衛力	

•  IRP　 Integrated	  Response	  Program　DBTを超える攻撃に対し、所外からの当
局の協力も得て共同で対応	

•  HAB　 HosUle-‐AcUon-‐Based　 DBTを超える圧倒的な戦闘力によって一時的に
原子力発電所が敵側に制圧され、原子力発電所が破壊された場合のEPを含
む総合的な対応	
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原子力発電所の保護	 設計基準	 設計基準以上	

原子力セフティ	 設計基準事故（DBA）	 過酷事故（B-‐DBA）	

原子力セキュリティ	 設計基準脅威（DBT）	 陥落後の奪回（HAB）	



5.　原子力防災	

福島事故の教訓	  
•  国、自治体、事業者の所掌分担	  

•  指揮機能	  
•  防災インフラの整備	  

Ø SPEEDI の活用	  
Ø モニタリング設備	  

•  防災訓練	  
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US-DOE の AMS （空中測定システム）	

AMS　Aerial Measuring System	

放射線測定器の他にも、サーモグラ
フィ、レーダー、レーザー・スキャナー、
高精度カメラなどの機器を搭載し、情
報収集を行う。	
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フランス原子力庁（CEA）の開
発したモニタリング車	

2m x 0.5m プラスチック・シンチ
レータ検出器 	

HPGe 検出器	
NaI 検出器	
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リスク･コミュニケーションの基
本	

言質を取られまいとする用心深
い巧妙な模範回答は、国民･メ
ディアに歓迎されるだろうか？	

親身	

誠実	

オープン	
率直	

明瞭	

傾聴	
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2011年4月27日　無人で開かれた外国記者
向けの保安院･東電の会見	
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Evacuation Time Estimate （ETE）	



2マイル圏	

5マイル圏	

10マイル圏	

ETE 解析：　避難範囲	
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解析コード（PCDYNEV）を使った避難シミュレーションの例	  
（インディアン・ポイント原子力発電所、夏、平日、好天）	
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最新のマクロモデルの
コードを使うことで、解析
時間を大幅に短縮可能	



避難開始まで
の準備時間	

避難のための
移動時間	
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•  ストレス、携帯電話使用によ
る交通事故、違反の多発	  

•  交通事故・違反の処理	  
•  夜間の飲酒者	  

•  農繁期の農業従事者	  
•  畜産業、窯業	  
•  冠婚葬祭	  
•  行楽期（花見、海水浴）	  

現実の様々な特殊事情	  
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2009年8月18日に MonUcello の事故を想定して
実施された訓練に対する FEMA の報告書	



166	



補遺  
～今後議論されるべき課題～	

•  理想の規制の彼方にあるもの？	  
•  「国策」であることへの寛容さと忍従	  
•  過酷事故と超法規性	  
•  「郷に入りては郷に従え」  はあり得るか？	  
•  発展途上国（新興国）への奨励・支援のあり方	  
•  核燃料サイクル全般	  
•  技術伝承は可能か？	  
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理想の規制の彼方にあるもの？	

Safe	  enough,	  broad	  enough,	  deep	  enough,	  	  and	  3ght	  enough,	  but	  
no	  longer	  economical	  enough!	  

Olkiluoto	  3号機	  
•  1,600MW　EPR	  
•  EUR の安全基準に適合	  
•  工期5年（2004年着工2009年竣工）予定　⇒2018年？	  
•  30億ユーロのターンキー契約　⇒85億ユーロ	  
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Olkiluoto	  3号機	
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Flamanville	  3号機	
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Flamanville	  3号機	  
•  1,600MW　EPR	  

•  2007年着工　⇒2016年竣工予定？	  

•  33億ユーロ　⇒85億ユーロ	  
•  建設コスト（オーバーナイト・コスト）	  

•  2003年計画時 	  €1,043/kW	  
•  2012年見直し時 	  €3,700/kW	  

•  発電コスト	  
•  2003年計画時 	  €28.4/MWh	  
•  2012年見直し時 	  €70~90/MWh	  

•  仮定	  
•  設備利用率　90%	  
•  燃焼度　70GWD/U-‐Ton	  
•  運転寿命　60年	  
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米国では	  
•  引退の決定、検討	  

•  104基　⇒　100基	  
•  Vermont	  Yankee	  
•  Oyster	  Creek	  
•  Clinton？	  

•  Progress	  Energy	  +	  Duke　⇒　Duke	  

•  ConstellaUon の5基　⇒　Exelon に譲渡	  



U.S.  Nuclear  Plant  Genera4ng  Costs:  
Comparison  with  Market  Prices  
($/MWh)

$28.22	   $33.00	   $40.94	  

$62.36	  

20	  

25	  

30	  

35	  

40	  

45	  

50	  

55	  

60	  

65	  

Quar2le	  1	   Quar2le	  2	   Quar2le	  3	   Quar2le	  4	  

NEPOOL	  

PJM	  West	  

ERCOT-‐Houston	  
Indiana	  

Palo	  Verde	  

PJM	  West:	  $46.49	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NEPOOL:	  $42.54	  
ERCOT-‐Houston:	  $36.39	  	  	  	  	  	  	  	  Indiana:	  $34.52	  
Palo	  Verde:	  $29.65	  

Nuclear	  plant	  costs:	  Electric	  U2lity	  Cost	  Group.	  
Market	  prices	  are	  weighted	  average	  day-‐ahead	  prices	  from	  Intercon2nental	  Exchange	  (ICE).	  



「国策」であることへの寛容さと忍従	

•  えっ？　公益事業ではなかったの？	  
•  何のための国策？　	  

•  エネルギー・セキュリティ？	  
•  環境保護？	  
•  安全保障？	  
•  利権者との「きずな」？	  

•  発電のための原子力か原子力のための発電か？	  
•  過保護と妥協は制御可能か？	  
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世界一の甘さ	
例えば米国では・・・	  
•  実害を負わせなくても公衆を「不当なリスク」に曝せば重罪扱い！	  

•  なぜNRC 職員の給料を払うのが私なの？！	  
•  内部告発の奨励。迫害者に対する厳罰。プロの捜査官（元FBI）。	  

•  NRC も監視の対象：　GAO、OIG からの定期、不定期な勧告書。	  

•  公衆の権利（パブリック･コメント。ヒアリング、インターベンション、コンテンショ
ン。）　機能している行政審判制度。（法廷まである NRC の本部ビル。）	  

•  電気料金：　自由競争。さもなければ、州の公益事業委員会の審査。	  
•  資産保険と原子力損害賠償保険：　必須。	  

•  廃炉基金の積立：　高騰に積立が追い付かない。隔年チェック。ファンド運用。	  

•  建設資金の確保：　高リスク＝高利子　⇒　高コスト	  
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過酷事故と超法規性	

•  過酷事故対応は「労働」 なのか？	  
•  「避難指示」（実質「退去命令」と同じ）の非人道性、非倫理性。	  
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「郷に入りては郷に従え」  
はあり得るか	

•  自己欺瞞的満足（Complacency）の怖さ	  
•  「井の中の蛙」、「ガラパゴス化」の懸念	  
•  AcUve 設計　と　Passive 設計　は設計思想の違い？	  
•  「世界最高」	  
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発展途上国（新興国）  
への奨励・支援のあり方	

•  原子力安全は、プラント設計だけではなく、物的インフラ、規制イ
ンフラ、技術者の能力と作業者の練度、安全文化などの総合的
な成熟度によって支持され、政治・経済の安定性、治安状態、気
候、自然現象によって影響を受ける。	  

•  一旦運転を開始した後は、数世代～半永久的に不可逆的影響
を引き摺る。	  

•  運転寿命の間の諸事情の変化。（故障・事故の発生。新資源、
新技術の発見、発展。政治状況の変化。戦争勃発。）	  
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核燃料サイクル全般 
•  過酷事故評価（PRA、事故進展解析、対策技術）が軽水炉並み

に行われていない（実験、解析）。	  
•  リソースの分散、希釈化（事業者、規制）。	  
•  分散よりも集中を図るべきでは？	  
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技術伝承は可能か

•  重要な教訓が隠蔽され、「墓場まで」持っていかれる。	  
•  関連技術情報の分野はますます広範化、高度化しているのに対し、人材が

減少し、育成のための制度も弱体化。	  
•  新参者にとっての魅力が減退。	  

•  新技術	  
•  社会貢献	  
•  発展性（むしろ、斜陽化のイメージ）	  
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