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1　はじめに
東京電力福島第一原子力発電所（以下「1F」）

事故発生以来，各発電所は，各種の安全策向上が
図られている。高速増殖原型炉もんじゅ（以下

「もんじゅ」）においても，新規制基準への対応や
保安管理上の不備に係る保安措置命令の解除に向
けた活動が行われている。「もんじゅ」がこれま
でに経験したトラブルと改善策の実施状況等につ
いての知見を深めるため，原子力・放射線部会の
主催で，2015年5月15日に，10部門（建設，
機械，電気電子，上下水道，情報工学，化学，衛
生工学，金属，生物工学，原子力・放射線）の
24名の参加を得て，「もんじゅ」の見学会を開
催した。本論では，発電所の概要，安全向上策，
保安措置命令の解除に向けた努力等について報告
する。

2　見学の概要
JR敦賀駅に集合し，大型バスにて「もんじゅ」

へ向かった。構内に入る手前の「もんじゅ」運営
計画・研究開発センター情報棟で見学者手続きを

行い，「もんじゅ」の現状を説明いただいた。現
場視察の前に，情報棟に展示された模型を用いた
説明によりプラントのイメージをつかんだ後，発
電所構内へ再度バスにて移動し現場を視察した。
格納容器内の運転床，中央制御室，タービン建屋
や展望台を見学した。情報棟に戻り質疑応答が行
われ，記念撮影（写真1）後，敦賀駅で見学会を
終了した。現場の視察ならびに多数の質疑事項へ
の回答を通じて安全対策の実践，安全文化の醸成
への現場の対応状況を知ることができ，有意義な
見学会となった。

3　見学内容
3.1　「もんじゅ」の現状紹介

見学に先立ち，林所長代理から「もんじゅ」の

写真1　「もんじゅ」を背景とする見学者

2015年5月15日開催，原子力・放射線部会見学会から
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高速増殖原型炉もんじゅは，1995年12月に出力上昇試験中にナトリウム漏洩事故，2010年8月に炉
内中継装置落下事象と2度の大きな失敗を経験した。復旧工事完了後の2012年11月に保守管理上の不備
が発覚し，保安措置命令の解除に向けて対応中である。原子力・放射線部会は，これらのトラブルの内容理
解と再発防止に向けた改善策の実施状況を把握するため本見学会を主催した。運転再開の第一関門である保
安措置命令の解除に全力を投入している現場の状況を知ることができた。

The failure -sodium leakage accident（December 1995）, and the falling event of In-Vessel Transfer 
Machine（August 2010）- has occurred at the prototype Fast Breeder Reactor Monju.  Since the 
omission of the inspection in maintenance was pointed out in November 2012 after the restoration 
work had been completed, the site is working towards the release of the security measures 
instructions.  The Nuclear & Radiation Section of the Institution of Professional Engineers, Japan, 
hosted a technical tour to understand the situation of these incidents and the implementation 
status of Monju.  It has been confirmed that the site is working hard to release their security 
measures instruction.
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状況について次のような説明をいただいた（写真
2参照）。
（1）「もんじゅ」の概要

「もんじゅ」は，日本原子力研究開発機構（建
設当時，動力炉・核燃料開発事業団）によって福
井県敦賀半島の先端白木地区に建設された高速増
殖原型炉である。混合酸化物燃料を炉心とし，液
体金属ナトリウムで冷却する。原子炉熱出力
714 MW，電気出力280 MWである。1983
年設置許可を取得し，1985年着工，1994年
4月に初臨界を達成した。
（2）経緯

初臨界を達成後，1995年8月初送電を開始
した。同12月ナトリウム漏洩事故が発生し，
2005年3月改造工事に着手し，2007年8月
改造工事を完了した。2010年5月性能試験を
再開し，7月炉心確認試験を終了したが，8月炉
内中継装置（IVTM）落下事象が発生し，2012
年8月IVTM復旧工事を完了した。11月保守管
理上の不備が発覚し，2013年5月規制委員会
から保安措置命令を受けた。2014年12月保安
措置命令に対する結果を報告し，2015年2月
報告補正を行った。
（3）「もんじゅ」の役割り

わが国では，高速炉の実用化に向けて，実験
炉，原型炉，実証炉，実用炉と段階的に建設を進
めてゆく計画である。「もんじゅ」は実験炉の次
の原型炉としての役割を担っており，プルトニウ
ムの増殖性能と発電機能の両者について技術的に
実証するとともに，実用化に向けた高速炉として
の技術基盤の確立を目的としている。
（4）現在の位置づけ

原型炉としての当初の役割りが少し後退し，高
速増殖炉としての成果とりまとめや，高レベル廃
棄物の減容・有害度低減や安全性強化を目指した
研究，核不拡散関連技術の向上のための国際的な
研究拠点とすることが強調されてきている。
（5）運転再開への道程

第1の山は，保安措置命令解除である。保守管
理上の不備発生の根本原因を徹底分析し，分析結
果を保安規定に反映した。第2の山は，新規制基

準に適合した原子炉設置変更許可であり，許可が
得られた後に改造工事を経て運転再開となる。当
面の保安措置命令の解除に全力を投入している。
（6）1F事故を踏まえた安全確保対策

全交流電源喪失対策として電源車（4 000  
kVA）を1台と（300 kVA）を2台配備，最終
ヒートシンク喪失対応として消防車による燃料池
給水，最重要機器の被水防止として海水侵入経路
の止水施工を行った。炉外燃料貯蔵槽の自然循環
冷却機能を外部有識者委員会により再確認した。
この他，緊急時対応計画の点検及び訓練の実施を
始め，弁操作業性向上のための保温材パッケージ
化，緊急時電源確保の強化として電源接続盤の設
置，補機冷却海水ポンプ予備電動機の配備など，
安全対策の更なる充実を行っている。
（7）新規制基準への対応

発電用軽水炉の新規制基準は2013年に施行
されたが，「もんじゅ」向け新規制基準はパブ
リックコメントを反映して改めて見直されること
になっている。冷却材にナトリウムを使用してい
る，低圧系システムである，そして施設が比較的
高所にある等の特徴を踏まえて新規制基準への適
合性を評価する。また，基準を踏まえたシビアア
クシデント対策（緊急時対策所の設置など）を計
画的に実施してゆく。

3.2　見学コース説明，展示物の紹介
現場視察の前に情報棟内の展示物を紹介いただ

いた（写真3，写真4参照）。情報棟は旧展示館
（エムシースクエア）が廃止された後の施設であ
り，展示物はおおむねそのまま残されている。全
体配置モデル，冷却系配管の実寸大模型，炉心部
の縮小模型等の展示物を説明いただいた。見学者

写真2　林所長代理の説明を聴く見学者
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は，ナトリウム漏洩事故やIVTM落下事象に関心
が高いため，現場視察前にこれらの模型によって
事前説明を受けることは効果的であると感じた。
全体配置モデルは，何がどこにあるのかを把握す
るのに役立つ。

冷却系配管の模型はナトリウム漏洩事故がどの
ようにして生じたのかを理解するのに役立った。
そして炉心部の模型は，IVTMがどのような機能
を担っているのかを理解するのに役立った。

3.3　現場視察
以下のような手順で現場を視察した。「もん

じゅ」構内での写真撮影は許可されなかった。
（1）移動

情報棟から「もんじゅ」構内へバスで移動し
た。
（2）立ち入り手続き

本部管理棟で「もんじゅ」施設（管理区域）内
に入る手続きを行った（見学者用IDカードと運
転免許証をセットにして，発電所内の監視ゲート
通過用IDカードと交換する）。
（3）施設内への立ち入り

ヘルメットを装着し管理棟から「もんじゅ」施
設へ移動し，建屋の監視ゲート前で爆発物所持検
査を受ける。監視ゲート通過後，エレベータで5
階へ上がる。管理区域内立入着替え（靴下，手
袋，白衣），ヘルメットを管理区域内と交換し放

写真3　全体配置模型

写真4　炉心部模型

射線管理用アラームメータを装着して，管理区域
内への入構ゲートを通過する。
（4）格納容器内運転床

パーソナルエアロックを通過して，格納容器内
（運転床）へ入る。格納容器は直径49 m，高さ
79 mの巨大なドーム空間である。部屋の中央部
に直径10数mの円形の開口部があり，運転床よ
り低い階の原子炉上部ピットがじかにみえてい
る。制御棒駆動装置を搭載した回転プラグがあ
り，原子炉容器はこの下部に存在する。大型機器
搬入孔の開口部から隣接するメンテナンス燃料交
換用のトレーラが設置された状態であった。高速
炉特有の燃料交換方式を現場に設置されていたモ
デルで説明を受ける。
（5）中央制御室他

3階の中央制御室をガラス越しに観察する。
タービン発電機を見学後，汚染検査ゲートを潜
り，着替えて管理区域を出る。最後に，構内の高
台に設置された展望台から発電所全体と日本海を
眺望した後，バスで情報棟へ戻り現場視察を終え
た。

4　質疑応答
（1）技術伝承の方法
Q：計画，設計，製作，据付，試運転を経験した
人が退職し，ほとんどいないと思われるが，過去
の技術伝承はどのように工夫されているのか。
A：「もんじゅ」改革において取り組んできた対
応 を 行 っ て き て い る。 機 構 や メ ー カ 技 術 者

（OB）を嘱託等により現場での技術伝承の一助
としている。
（2）運転再開について
Q：プラントを起動し試験に入るまでの工程，人
員確保の計画と予算確保の見通しを教示くださ
い。
A：現時点において，具体的な回答はできにく
い。運転再開には，新規制基準をクリアするため
の改造等に取り組む必要がある。
（3）保守管理上不備の原因
Q：先般マスコミ報道されていた，大量の機器の
点検漏れの根本原因は何だったのか。



15

IPEJ Journal Vol.27 No.10

A：管理機能不足，チェック機能不足，保全技術
基盤の整備不足，そして，安全最優先の意識と取
組不足の4つの組織要因を挙げている。管理者自
らが一担当者となりマネージャーとしての意識不
足，品質保証室等によるチェック（横串）機能が
十分に働いていなかったことがある。保全計画や
点検管理システムを実践する要員，体制が不十分
であったことや，現場の安全最優先意識への取組
が不足していたこと等である。
（4）職員のモチベーション維持
Q：運転休止期間が長期化する中で，職員のモチ
ベーションの維持・技術の継承をどのように工夫
されているか。
A：啓発活動（勉強会，小集団活動など）によ
り，「もんじゅ」の意義や役割等について，認識
を高めること，経営層と現場職員とのコミュニ
ケーションの円滑化及びモチベーションの向上を
図り，安全最優先の意識を浸透させている。
（5）高速炉開発を継続する意義
Q：高速増殖炉の研究・開発を続けることに関し
て，関係者からどのような意見・問い合せがある
か。
A：敦賀市長から，「高速増殖炉の研究開発につ
いては，重要であり，使命達成に向けて前進すべ
きである」とのご意見をいただいている。その
他，地元関係者から，「もんじゅ」の改革を確実
に成し遂げるよう求める意見を多くいただいてい
る。
（6）国際協力について
Q：海外との共同研究はどのような状況にあるの
か。
A：現在高速炉開発を進めているのは，フラン
ス，ロシア，インド，中国であるが，わが国と並
んで研究開発が進められているフランスとの国際
協力が特に重要と考えている。「仏国次世代炉計
画及びナトリウム高速炉の協力に関する実施取決
め」を締結し，ナトリウム冷却高速炉（ASTRID）
の設計や関連する研究開発に機構等が参加協力す
る。
（7）安全意識
Q：1F事故を経験した上で，「もんじゅ」の運転

再開に関する現場の意識はいかがですか。
A：少なくとも，「もんじゅ」を運転することに
ついて，現場作業員は安全上の懸念を抱いてはお
らず，現場の自信のありようは本日の回答との乖
離はないと考えていただきたい。

5　見学を終えて
模型を使った事前説明と現場視察を通じて，

「もんじゅ」はどのような施設であり，また，こ
れまでに経験した二つの失敗（ナトリウム漏洩と
炉内中継装置の落下）はどのようなものであっ
て，それに対してどう対処してきたかについて理
解を深めることができた。また，保守管理上の不
備による保安措置命令の解除に向けた対応や，運
転再開に向け現場は真摯に取り組んでいる姿勢を
窺うことができ有意義な見学会であったと感じて
いる。多岐にわたる質問事項に対し丁寧な回答を
いただくことができたが，現場作業員や見学参加
者同士の意見交換を行うことができなかった。今
後の反省材料である。

最後に，現場への案内を受け入れ，詳細な質疑
に応答いただいた日本原子力研究開発機構関係者
の方々に深く感謝する。
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