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原子力発電・放射線基礎講座 Ⅱ 原子力発電所の安全性とリスク
Seminar－The Basics of Nuclear Energy and Radiation－
Ⅱ Safety and Risks of Nuclear Power Plants

岡村

章

Okamura Akira

原子力発電所は，
「深層防護」の考え方により安全を確保することとしている。福島第一原発事故後，新規
制基準により，地震・津波対策や重大事故に対する備えが強化されることとなった。さらに，本年 4 月に原
子力規制委員会により，確率論的リスク評価に基づくわが国の原子力施設の安全目標が公表されている。
The safety of Japanese nuclear power plants has been supposed to be ensured based on the
principle of“Defense in Depth”. In the wake of Fukushima Daiichi Nuclear Accident, the Nuclear
Regulation Authority of Japan has strengthened its Safety Standards for Nuclear Power Stations
requiring more enhanced countermeasures against major earthquakes, tsunamis and severe
accidents. In this April, it also unveiled the concept of the Safety Goals based on the Probabilistic
Risk Assessments.
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はじめに

マネジメントにより事象の進展を抑制し放射性物
質の大規模放出を防止すること，⑤万が一，放射

日本技術士会による福島支援活動に資するため

性物質の大規模放出に至る事態となった場合に

の情報提供として，原子力・放射線部会の解説チー

は，屋内退避や避難などの防災措置により周辺住

ムにより，6 回にわたり原子力発電・放射線基礎

民の安全を確保すること。

講座を連載する。本稿は，第 2 回として原子力

深層防護には上記以外の分類もあるが，共通し

発電所の安全性とリスクについて述べる。

ているのはある層の対策を考えるうえで他の層の
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安全確保の枠組み

対策の効果を期待しないというものである。しか

2.1

深層防護

原子力発電所は，通常運転時に発電所周辺の公

しながら，日本においては福島第一原発事故以前
は，安全神話ともいわれるように①～③の対策を
過信し④，⑤の備えが不十分であった 1），2）。

衆が受ける放射線被ばくを十分低く抑えることは
もとより，地盤や水理などの自然条件，周辺の人
口分布といった立地条件を考慮したうえで，次の

2.2

安全規制

福島第一原発事故を教訓として原子力安全規制

ような何段階もの対策を講じるという「深層防護」

が大幅に強化されることとなった。原子力安全委

の考え方により安全を確保することとしている。

員会と原子力安全・保安院により行われていた原

①異常事象の発生を防止し（第 1 のレベル），②

子力発電所の安全規制が原子力規制委員会に一元

異常が発生した場合にも事故に拡大することを防

化された。また，以前は上記①～③は原子力安全

止し（第 2 のレベル），③事故に至っても放射性

委員会の内規（安全審査指針）を基に規制され，

物質の放出を防止する（第 3 のレベル）という

また④は事業者の自主的措置と位置づけられてい

多段階の対策により重大事故の発生を防止するこ

たが，これらが法令化され原子力規制委員会規則

と，その際，安全上重要な設備は十分な耐震性を

として制定・施行されるとともに，図 1 に示すよ

もたせるなど自然現象を適切に考慮すること，④

うに，電源喪失対策や火災防護対策の強化，地震・

重大事故に至る事態になった場合にアクシデント

津波の想定の厳格化，フィルター付排気設備の設
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置等の重大事故対策など，要求内容が一段と厳し

喪失が生じ，すべての炉心冷却機能が失われ炉心

くなった。さらに，今後は既設の原子力発電所に

溶融に至ったものである 1）2）。

対しても最新の規制基準を満たすことが法的に要

上記の安全設備の設計の妥当性を確認するため

求されることとなった（バックフィット制度） 。

安全評価が行われる。安全評価は，原子炉冷却材

これらの規制要求に基づき事業者が行う安全設

喪失事故といった原子力発電所で起こる可能性の

計の妥当性は，原子炉設置許可（または設置変更

ある多様な異常状態を包含する，幾つかの代表的

許可）の際に，原子力規制委員会により公開の場

な事象（設計基準事象）を想定し，その際の原子

で行われる安全審査等の手続きにより，厳格に確

力発電所システムの挙動を解析し，燃料や原子炉

認される。なお，規制のみならず事業者側の自主

圧力容器，格納容器の健全性，放射性物質の放出

的な努力により更に原子力発電所の安全性向上を

量等を評価して，それらが基準を満たすことを確

図る取組みも始まっている。

認するものである。

3）

4

自然現象に対する備え

4.1

地震

日本列島周辺では，北米プレートとユーラシア
プレートという陸側のプレートの下に太平洋プ
レートとフィリピン海プレートが沈み込んでお
り，このプレート運動によりプレート境界やその
内部に蓄積されたひずみを解消するために地震が
図1

3

規制基準の強化内容

安全設計と安全評価

発生する。地震はその発生場所により，内陸部の
活断層を震源とする活断層型とプレート境界やプ
レート内の活断層を震源とする海溝型に大別され

原子力発電所の安全設計においては，重大事故

る（図 2）
。2011 年の東北地方太平洋沖地震は

の発生を防止するため，起因となる異常事象を極

海溝型であり，2007 年の新潟県中越沖地震は

力起こさないよう，原子炉圧力容器や原子炉冷却

活断層型の大地震である。

系などの重要設備（異常発生防止設備）は強度や
耐環境性などに十分な余裕をもたせるとともに，
フェイルセーフ，インターロックといった仕組み
による人的過誤防止対策を講じる（前記 2.1 ①）
，
異常が発生した場合は直ちに制御棒を挿入して原
子炉を緊急停止するなどにより燃料や施設の健全
性を確保する（同②），事故に至った場合には，
非常用炉心冷却系，残留熱除去系などにより炉心
を冷却し，かつ，格納容器等により放射性物質を
施設内に閉じ込める（同③）設計としている。
非常用炉心冷却系や残留熱除去系などの安全設

図2

地震の発生メカニズム

備（影響緩和設備）は，通常の所内電源が使用で

原子力発電所の設置に際しては，まず，敷地近

きない場合はディーゼル発電機や蓄電池などの非

傍の地質構造，
周辺の活断層等を詳細に調査する。

常用電源から給電される。しかしながら，福島第

その後，重要な施設は建築基準法の規定の 3 倍

一原発事故では，観測史上最大規模の地震とこれ

の地震力に耐えるようにする（静的解析）ととも

に伴う津波により非常用電源を含め長時間の電源

に，プレート境界のひずみ蓄積状況，周辺の活断
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層の調査結果，過去の地震の記録等から想定され
る最大級の地震（設計用基準地震動）を想定し，
原子炉施設の振動シミュレーション解析（動的解
析）を行い，これに耐えるよう十分な耐震性をも
たせることとしている。また，原子炉建屋などの
重要な構築物は，活断層がないことが確認された
岩盤上に直接設置される。（図 3）

図4

 波対策の例（中部電力浜岡原子力発電所のホームページ
津
より）

替注水，
格納容器排気（ベント）による減圧など ,
そのような事態に備えて設置した設備を活用した
対応措置を講じることによって，炉心溶融などの
重大事故に拡大することを防止し，また，重大事
図3

一般の建物と原子力発電所の耐震性

故に至った場合にも，その影響を緩和するもので

なお，詳細な調査を行っても施設近傍で未知の

ある。さらに，新規制基準では，意図的な航空機

活断層により地震が発生する可能性は残る。この

衝突などテロに対する頑健性も考慮した緊急時制

ような地震は「震源を特定しない地震動」として

御室や格納容器防護設備を設置すること等が求め

考慮する。しかしながら，なお，設計想定を超え

られている。

る規模の地震発生の可能性を否定しきれないこと

前記 2.1 ⑤に関しては，重大事故に対する防

から，そのような地震によるリスクも考慮し安全

災上の備えとして，災害対策基本法，原子力災害

を確保することとしている。

対策特別措置法（原災法）等に基づき，国，自治
体，事業者が防災計画を策定し，防災施設や機材

4.2

その他の自然現象

を整備し，防災訓練などを実施するとともに，緊

津波に対する安全性に関しては，地震や海底地

急時には，国，自治体が中心となり，自衛隊の派

すべり，山体崩壊などにより発生すると想定され

遣や住民の避難などの防災措置を講じることと

る既往最大レベルを超える想定津波（基準津波）

なっているが，原災法の改正等により，実効性の

に対し，防潮堤の設置などにより発電所の安全施

高い防災訓練の実施，オフサイトセンターの充実

設が浸水や被水により機能喪失せず，かつ，引き

など強化が図られ，また，重点的に放射線災害対

波により海水面が低下しても冷却用海水の取水に

策を講じる範囲が従来の施設から半径 8 km～

支障をきたさないような対策を講じる（図 4）。

10 km の範囲から 30 km の範囲に拡大される

また，火山活動や竜巻，森林火災などの自然現象

こととなった。

に対してもリスクを評価し必要に応じ対策を講じ
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ることとしている。

5

重大事故に対する備え

アクシデントマネジメントとは，事故時に安全

確率論的リスク評価

確率論的リスク評価（PRA）は，原子力発電
所の複雑なシステムについて，系統・設備間の相
互関係，機器の共通原因故障，人間と機械の関係，

設備の機能が発揮できず炉心が大きく損傷するお

事故時に発生する物理・化学現象等を考慮しモデ

それのある事態が発生したとしても，電源車等の

ル化しながら，考え得るすべての事故シーケンス

代替電源による給電，給水車等での原子炉への代

について，その発生頻度と影響を定量的に評価す
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ることにより，重大事故の発生確率や影響を解析・

いても，排出ガスや石炭灰の影響を考慮すれば環

評価する手法である。従来は，もっぱら機器の故

境へのリスクはゼロではない。しかしながら，原

障や損傷といった発電所施設の内部事象を対象と

子力施設の重大事故が起きれば，広範囲かつ長期

していたが，最近は地震，津波といった外部事象

的に放射性物質による汚染が生じる。一般的にリ

についても評価手法が整備されてきている。

スクは発生確率×影響の大きさで定義されるが，

PRA は限られたデータと多くの条件設定のも

発生確率がいくら小さくとも影響が甚大であれば

とに実施されるので，評価の信頼度が問題となり，

そのリスクは容認されないという意見もある 5）。

手法の適用範囲や評価結果の妥当性については議

現在，新たな安全規制のもと，多くの原子力発

論の余地が残るが，米国では以前から PRA に基

電所が再稼働を目指して安全審査を受けている。

づくリスク情報が安全規制に活用されている。日

規制基準に基づく安全性は原子力規制委員会によ

本においても新規制基準において本格的に導入さ

り判断されることになるが，上記の安全目標が地

れることとなり，今後，前記のような種々の安全

元および国民に受け入れられるか，換言すれば，

対策を講じた結果に基づく各原子力発電所の重大

わが国の原子力発電所の安全性が容認できる水準

事故の発生確率が評価されることとなる。

にあるか否かは，原子力発電のもたらす便益とリ
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スクを代替手段とも比較衡量のうえ，社会が判断

安全目標

すべきものであると考える。

「安全目標」とは，原子力発電所が目標とする
安全確保の水準のことであり，「原子力施設によ
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り公衆が受けるリスクが原子力発電所以外から受

1） 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検

けるリスクに比較して十分低いこと」というのが
基本的な考え方である。本年 4 月に原子力規制
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る。
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チェルノブイリ原発事故などの原子力災害によ
る死者数は化学プラント事故や交通災害に比して
必ずしも多いとはいえず 4），また，火力発電にお
＊：福島第一原発事故で環境に放出されたと推定される放
射能の約 1/100 であり，重大事故が発生したとして
も発電所周辺に帰宅困難な領域をつくらないための目
標値
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