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• 安全対策のインターチェンジャビリティ

– 火災防護 ⇔ 津波対策火災防護 津波対策

– テロ対策 ⇔ 外部事象

• 安全対策のバック・フィット

設計寿命40年に例外なしとすることの意味• 設計寿命40年に例外なしとすることの意味
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地震、津波だけではない地震、津波だけ はない

（例えば）火災は重大な懸念

• 1975年3月22日に米国でBrowns Ferry 1号機で発生した火災は、
TMI-2 に次ぐ危険な事象。（CCDP = 0.2と評価）

• その後、新たに制定された厳格な火災防護の要件を全プラントにバック
フィット。

1979年1月1日以前に運転開始した発電所に対しては 10CFR50• 1979年1月1日以前に運転開始した発電所に対しては、10CFR50, 
Appendix-R の要件を適用。同一の火災エリア（3時間耐火壁で区画さ
れたバウンダリ）にある安全停止系（A）と（B）に対し、次の物理的分離要
件 適用 （III G 2項）件を適用。（III.G.2項）

a. 3時間の耐火障壁で隔てられていること。

b 6 1m以上の水平距離で隔てられ 中間に延焼を仲介する可燃物がb. 6.1m以上の水平距離で隔てられ、中間に延焼を仲介する可燃物が
なく、火災報知器と自動消火設備が設置されていること。

c. 1時間の耐火障壁で隔てられ、火災報知器と自動消火設備が設置
され いることされていること。
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新たに設置される原子炉に対しては、指針（RG 1.189）により、同一火
災区域内の機器について全てが消失し、その後の復旧のための入域が
不可能と想定した上で、安全停止操作が可能となるよう設計する。
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不可能と想定した上で、安全停止操作が可能となるよう設計する。



東京電力中間報告書（添付7-3）より抜粋
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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)

18m

A系

B系

M/C (B) M/C (D)

系

34m34m
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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

9m
P/C (A) P/C (C)

P/C (B) P/C (D)

A系

B系/C ( ) /C ( )系

34m34m
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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 22m

P/C (B) P/C (D)

M/C (B) M/C (D)

34m
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もし、米国の火災防護の規制要件（安全停止系のA系もし、米国の火災防護の規制要件（安全停止系のA系
とB系の分離要件）がわが国にも適用され、運用され
ていたら、福島の津波による影響はどうだったか？ていたら、福島の津波による影響はどうだったか

物理的な分離によ て 安全停止系の全滅が回避さ物理的な分離によって、安全停止系の全滅が回避さ
れた可能性がある。（火災防護の対策を講じることに
より 同時に津波対策にもなり得る 安全対策のインより、同時に津波対策にもなり得る。安全対策のイン
ターチェンジャビリティ。）

Question:Question:
なぜ、そのような安全対策が講じられなかったのか？
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QuestionQues io
「9-11テロ対策」に関するNRC の命令書

（2002年）“B 5 b項” が運用されていれば？（2002年） B.5.b項 が運用されていれば？

B.5.b

• Phase-1： 高発熱の使用済燃料を市松模様に配置
することで、使用済燃料プールの水が抜けて冷却出
来なくなった場合の発火（ジルコニウム火災）を防ぐ。

• Phase-2: 使用済燃料プールの水が漏洩する場合
に備え、電源に依存しない注水系統と散水系統を設に備え、電源に依存しない注水系統と散水系統を設
置する。

• Phase-3: 略• Phase-3: 略
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「9-11テロ対策」に関するNRC の命令書9 対策」 関 命令書
（2002年）“B.5.b項” が運用されていれば？

AnswerAnswer

米国の「50マイル退避 の騒動はなか た• 米国の「50マイル退避」の騒動はなかった。

• 「首都圏全滅説」の騒動（但し、当時は関係者だけの
間に伏せられており、後日発覚。）はなかった。

• 自衛隊ヘリによる「海水投下作戦」は不要だった。自衛隊 海水投下作戦」 不要だ 。

• しかし、現在もわが国では B.5.b が運用されていな
いまま。いまま。

• テロ対策が過酷事故対策にもなり得るインターチェ
ンジャビリティが認識されていないンジャビリティが認識されていない。
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原子力発電所の原子力発電所の
老朽化老朽化
老旧化老旧化
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老朽化はたぶんまだ起こっていない老朽化はたぶんまだ起こっていない
老朽化には手が打てる老朽化には手が打てる

故障率故障率
メンテナンス・コスト

ダウン・タイム
バスタブ・カーブ

老朽化
の兆候
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供用経過年数 経済的寿命



安全上有意な事 安全系における安全上有意な事
象の発生頻度

安全系における
故障発生頻度

運転中の自動ス 安全系の作動 機器の故障に伴運転中の自動ス
クラム発生頻度

安全系の作動 機器の故障に伴
う計画外停止
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しかし、しかし、
老旧化の対策は容易ではない

例えば・・・例えば

• Mark-I 型格納容器を Mark-II 型に改造すること
は出来ないは出来ない。

• 旧式の原子炉の交換は出来ない。

機器 配置 布設 変更 般• 機器の配置、ケーブル布設ルートの変更も一般には
かなり困難。
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殆どの BWR 原子炉の場合、殆どの R 原子炉の場合、
配管破断が起こっても、炉心の
上部3分の1が水面上に露出
するだけ その直後にはするだけ。その直後には、
ECCS 系によって再冠水される。
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敦賀1号機と同じ炉型
（BWR/2）の米国プラント

配管破断が発生した場合、炉
心が剥き出しになる。その後も

世界に4基のみ 再冠水されることなく、スプ
レー冷却が続けられるだけ。

世界に4基のみ

• 日本原子力発電株式会社

株式所有率• 株式所有率

– 東京電力 28.23%

– 関西電力 18.54%
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関西電力 18.54



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 22m

P/C (B) P/C (D)

M/C (B) M/C (D)

34m
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老旧プラントに対する勇退の勧め老旧プラントに対する勇退の勧め

• 設計寿命40年は、老朽化対策としてもよりも老旧
化対策として重要。化対策と 重要。

• 知見伝承、部品調達など多岐の問題。
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安全文化安全文化

安全文化

安全文化

• 原子力安全を最終的に守護するのは テクノ• 原子力安全を最終的に守護するのは、テクノ
ロジーではなく、当事者（発電所の職員）。

安全 議論 「解決済み 言葉はな• 安全の議論に「解決済み」の言葉はなし。

• 有能な職員は、健全な安全文化の中でのみ有能な職員は、健全な安全文化の中でのみ
育成される。
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「言うは易し行うは難し」の安全文化の醸成
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安全問題を臆せず提起できる職場環境

自己欺瞞を排除し 先達から引き継いだ慣習や既存の状態を無
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自己欺瞞を排除し、先達から引き継いだ慣習や既存の状態を無
条件で良しとせず、自分なりに納得するまで疑問を追及する。

「ストレス・テスト」へのチャレンジストレス テスト」へのチャレンジ
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RCP シールの問題

最近の米国での議論から最近の米国での議論から・・・

「PWR プラントにおける SBO 
耐久性は RCS 漏洩率によっ耐久性は、RCS 漏洩率によっ
て支配される。RCP シールか
らの漏洩によって、SBO から
4時間後には、RCS インベン4時間後には、RCS インベン
トリーの3分の1を喪失する。」
但し、耐熱シールを採用する
ことにより、漏洩率を10分のことにより、漏洩率を10分
1以下に低減することが可能。
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