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不確かさの大きな事象に対する
原子力発電所の「原子力安全」確保の在り方

－耐津波設計への取り組み－

「津波に関するシンポジウム－リスク情報を活用した耐津波設計の実践による
継続的な安全性の向上」＠中央大学駿河台記念館281号室 2018年10月26日
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今日のはなし

１．はじめに－原子力発電所の安全確保

２．設計の流れと設計基準

３．津波評価における設計基準

４．深層防護の設計への適用

５．耐津波設計への深層防護の適用の具体化

６．新たな知見に向けて

７．おわりに－まとめ



原子力発電所の安全確保

原子力発電所の原子力安全の確保はどのようになされるのか

〇 設計により、事故が起きる可能性を無くすシステムとする。
設計基準を設定し、設計・製造・建設でそれを守る。
この「設計基準」と設計の過程に大きな余裕を持ち、基準事象に
対して十分に構造基準を満足する、機能維持ができる、ということ
が確認される。

〇 運用中は、経年変化を評価して、設計基準からの劣化、変化を確認し、
この基準を下回らないように維持する。

以上の評価により、「原子力安全」の確保が確認されている。

しかし、福島第一での事故は大きな反省をもたらした。

〇 設計を超える事態は起きる。
考えていない事態： 規模、水による機能喪失、補助系の被害の影響

〇 想定を超える事態への対応、備えは必須である。

3/21



設計･建設基本計画

システム設計

機器設計

材料入手

製造・建設

試験運転

運用

保全計画

検査保修

点検

評価･判断

処置

仕様書

保全

法令・指針

ガイドライン
指針

標準

手順

技術的要請

社会的要請

経済的要請

事業要請

規制

スパイラルアップ

規格

基準

PDCAサイクル

研究開発

廃止処置

原子力発電所の安全確保の流れ

－設計から製造、建設、運転、保全、廃止措置の流れ－ それぞれの工程に適用される決まりごと

物理原則など

１

２

３

４

５

原子力発電での安全確保の要求

基準の設定と設計

設計の確認（品質保証）、検証

劣化（もの、考え方）
の検査、対策。

６
７

８

運用と事故への対応

検査制度
運転プラントの
安全の確認

品質保証

建設プラントの
安全の確認

4/21



「設計基準」とは、どんなものか

〇 耐圧への基準、耐温度基準などの環境条件など機器、構造、システムに与えられる。
〇 一方、外的事象の基準は、

耐震基準、耐津波基準や竜巻、台風、・・・様々な外的事象に対して基準を与えている。

それに対して、設備、機器、システムの機能は、
〇 構造では、弾性範囲内で荷重が働き、変形もないこと
〇 設計で決めた機能（流量や圧力維持など）が基準通りに維持されること

などが 耐性として評価される。

「設計基準」とは

負荷の条件
システムや構造に加わる荷重や温度、圧力、劣化などの条件
（例） 炉内常態の圧力や最大付加圧力

耐震荷重としての地震動の大きさ

耐性（耐力）の条件
付加を受けた時の、システムや構造の健全性維持の条件
（例） 構造強度基準（ASME、JSMEの基準）

「負荷」と「耐性」のバランス
5/21



「外的事象」をみる

外的事象の取り扱い

地震動

地盤移動

津波

断層 構造のずれ・ひずみ

振動

水圧

浸水

構造破損

構造損傷

破壊

機能喪失

予測

地球規模の岩盤移動による様々な影響

最近はGPSによる地表面の移動の計測で「ひずみ」の蓄積が把握できるようになった。

移動の可能性が高い/低い の予測は可能となったが、「いつ発生するか」までは、
正確には予測できない。

既往事象から推定してきた

地震動、津波、断層の動きなど 「断層」の定義を変えてきた

「地震動」については、解析による大きさの推定

「津波」の大きさの予測も手が付いていない

（注）金森論文による指摘 （危険な領域が把握される）

負荷 耐性

「誘因事象」
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・ 津波への対応は、耐震設計の付録として、
・ Ｓ４５年制定の「軽水炉についての安全設計に関する審査指針について」
（安全設計審査指針）において、考慮すべき自然条件の一つとして津波があげられ、
“過去の記録を参照して予測される自然条件のうち最も過酷と思われる自然力に
耐えること” が求められた。

・ 国の審査においては、Ｓ３５年のチリ地震での小名浜港に来襲した津波による潮位
Ｏ．Ｐ.＋３．１２２ｍを設計条件として認可してきた。
（新規制基準の設定まで続いた）

・ Ｈ１８年（２００６年）耐震設計審査指針において、“まれではあるが発生が想定され
る津波に対応する“ことが求められた。

・ Ｈ２５年（２０１３年）に新規制基準が制定・施行された。
＋「安全上重要な施設に大きな影響を及ぼす恐れがある津波を基準津波」と定義
＋既往最大を上回るレベルで策定
＋「安全機能を損なわない設計であること」とし、

・津波の敷地への流入防止・・・遡上波を地上部から到達、侵入させない。
・漏水による安全機能への影響防止・・・漏水による浸水範囲を限定し、重要
な安全機能への影響を防止する。
・津波防護の多重化・・・浸水防護により、重要な安全機能への影響から隔離
する。
・水位低下による安全機能への影響防止・・・取水制低下への対応

津波の基準の変遷



断層の動きと津波の発生

断層の動きと影響

津波発生モデル

津波の発生・伝播の予測モデル

土木学会のガイド（２００２年に初刊の発刊）
津波発生のメカニズムは単純である。
しかし、予測モデルを正確に作成することは難しい。
福島第一の事故後、取り組みが進んだ

津波の伝播については、
急速に発達した。
2011年の東北地方太平

洋沖地震により、伝搬解
析は大きく飛躍したと言え
る。

モデルの妥当性について
は、検証は難しいが。

津波伝播解析は著しく進展した。
詳しくは、JNES（現規制庁）の 杉野英治ほか

日本地震工学会論文集第13 巻､第2 号（特集号）､2013
「原子力サイトにおける2011 東北地震津波の検証」

を参照

断層のずれと津波の発生モデル

斜面崩壊も考えられる
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福島第一原子力発電所の事故を振り返る

〇 2011年（平成23年）3月11日までの東日本太平洋岸の原子力発電所の耐津波対応

〇 JNES（保安院の外郭）での、仏国ルブルイエ発電所の浸水事故のリスク評価

〇 東京電力での大きな津波への対応

国内PWRおよびBWRプラントの前兆事象として、ルブルイエ原子力発電所の事例を含む16件の事象を解析した。
その結果、ルブルイエ原子力発電所の溢水事象（地下が浸水し、外部電源は８～24時間で回復すると仮定）のみ条件
付炉心損傷確率が高いと評価された。
得られた条件付炉心損傷確率は、BWR3で1.5×10‐3、BWR4で3.5×10‐2、BWR5で2.4×10‐2、
他の15件の事象は1.0×10‐8未満であった。

結論として、安全上重要であると判断されたものは、ルブルイエ原子力発電所の河川氾濫事象１件のみで、その対策と
して水密扉等の浸水防止対策が有効であると報告された。

2008年に東京電力は、2002年の地震本部の見解に基づき、明治三陸沖地震の波源モデルを用いて、福島沖で津波地
震が発生した場合の津波高さを試算し、福島第一原子力発電所敷地南部での敷地の高さを超える津波高O.P.+15.7m、
また４号機原子炉建屋周辺では O.P+12.6m を、算出した。

大きな津波が来た場合には、“どんなことになるか”。それは十分に把握されていた。
しかし、実際問題として、この発電所に

〇どの程度の大きな津波が来るのか
〇いつ来るか、来る可能性があるのか

については、わからない。

では、どのように対応すべきか。

〇 ３．１１福島第一原子力発電所に約１５ｍの津波が来襲、全ての安全系の
システムが停止し、原子力事故の発生に至った。
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太平洋沿岸に設置の東日本地区の原子力発電所での津波対策の経緯太平洋沿岸に設置の東日本地区の原子力発電所での津波対策の経緯

出典：日本学術会議資料 10/21



津波の設計基準は

「津波」に対しては、立地で対応する“ドライサイトの概念”が採用されてきた

“ドライサイト”の概念について
昭和39年の原子炉立地審査指針では、公衆の安全を確保するためには、原則と
して以下の立地条件が必要であるとしていた。

「大きな事故の誘因となるような事象が過去においてなかったことはもちろんでは
あるが、将来においてもあるとは考えられないこと、また、災害を拡大するような
事象も少ないこと」となっている。
－これでは判断条件が不明確であったが、

実際には審査では、その当時の“最新の知見、技術で将来生じ得る最大の津波
を想定し、重要な施設の健全性が確保されることを確認して、適切な立地である”
と判断していた。
－Ｓ３５年のチリ地震による津波高さ（小名浜港の水位）を適用してきた。

その後、津波に関しては耐震設計の一環として明確に定められたのが、2006年
の「耐震設計審査指針」である。指針では津波を地震の随伴事象の一つとして定
め、上記の概念を明確にした。

「まれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても、
安全機能が重大な影響を受ける恐れがないこと」とした。

敷地内への水の侵入を許さない「ドライサイト」の概念により運営されてきた。

１

２
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原子力発電所が河川の氾濫や津波・高潮により浸水を受けることは、原子炉の安全を確保する
ための機能に重大な脅威となる。そのため、敷地内への浸水防止、すなわち「ドライサイト(dry 
site)」を保持するという概念が定着している。

津波対策の基本は、津波が襲来しても原子炉の冷却機能を保持することにある。ドライサイトは
そのための基本戦略であるが、現実の対策は、種々の方法を柔軟に組み合わせたものとすべき
である。このとき、サイトおよびサイト近傍における津波の影響は、浸水（高さ・深さと時間変化）、
波力、津波に伴う現象（漂流物の移動、堆積や浸食などの地形変化）などの多様な現象を含むこ
とを考慮しなければならない。

IAEA における浸水対策の考え方は、ドライサイトの概念として「安全に係わる重要な設備を設
計浸水レベルより上になるように設置すべきである。これは、十分な高さにプラントを配置すること、
または、敷地のレベルを高くするように建設することにより達成できる。」また、他の方法として、
堤防、防潮堤、隔壁のような常設の外部障壁によりサイトを浸水から守ることも許容している。

我が国の原子力規制庁におけるドライサイトの考え方は、基準津波に対し、これより高い敷地に
立地すること、または防潮堤等により敷地内への浸水を防止もしくは抑制することを基本としてい
る。さらに、基準津波を上回る津波が施設に及ぶリスクを認識し、敷地が浸水しても炉心及び使用
済燃料プールの燃料の重大な損傷を防止できる対策を求めている。具体的には、防潮壁、水密
扉等による原子炉建屋等への浸水防止、浸水時の屋外活動の一部制限、漂流物が施設に与え
る影響の考慮、浸水後の排水機能、などである。

米国NRCは、プラントは設計基準浸水高さより高い位置に設置する。これにより、安全に係わる
構築物、系統および設備は浸水の影響を受けないようにする、としている。また、これ以外の手段
として、プラント敷地の外側に設置する工学的施設による浸水等から保護、構築物等の止水措置
による防護、のいずれかにより対策を行うこととしている。

ドライサイト基準とは



「ドライサイト」でよいか

まれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても

安全機能が重大な影響を受ける恐れがないこと

１

２

「まれ」に発生するというような津波でも評価することが求められたのであるが、
・ どこまで対応できていたのか

・ 「まれ」と言う発生頻度をどこまで想定するか。

「安全機能が重大な影響を受ける恐れへの対応」を求めているが、
・ ドライサイト と この意図との相違はなにか。

・ 「まれ」ではあるが発生する津波に、どこまで対応を考えるのか。

東電の事故以前の試算はこれに相当するのか。仮定の試算であり、対策をど
こまで実施すべきかの判断は難しい。

では、どのように対応すべきか。

深層防護の考え方が有効である。

｢ドライサイト」は立地での対応、これを満足できない場合の処置の仕方（バック
フィット）については決められていなかった。
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外的事象への深層防護の適用

〇重要な点は、深層防護レベル３ （第3層）の防護レベルまでの設計基準事象を
超える事態は、起き得ることを前提に、十分にその対応を考える。
すなわち深層防護レベル４，５の防護レベルの手立てを考えておくこと。

レベル３ 設計 （放射能を出さないプラント、 ハードでの対応）
レベル４ ＡＭ （事故を想定したシステム外からの対応 ）
レベル５ 防災 （被害を受ける側での放出への対応）

「深層防護」を適用する

・ 外的事象の評価は、内的事象の評価に比べて不可避に不確かさが大きくなる。
この不確かさについては、設計における安全余裕と深層防護の考え方により、
対処する必要がある。
この安全余裕はストレステスト等の手法により確認することは一つの手段。
これに加えて、設計基準を超える外的事象も考慮する形で深層防護に則った
安全設計・対策を行う。

・ 放射性物質の放出がなされる事態には，その量の制限や住民の避難の時間を
与えるなどの原子力発電所側での対応により，影響のリスクを極力小さく抑える
対応が求められる。
津波が、周辺地域へ大きな被害をもたらすことから，それらの被害も想定した

上での対応策を考えておく必要がある。
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〇決定論と確率論のつなぎが重要
そこに、リスク論というイメージがある。

リスクを軸に、「設計基準」、「放出基準」を定めることで領域を設定する。

〇 設計における「深層防護」の考え方 とは、どんな仕組みなのか。

〇 設計とは、“求める機能を、ある信頼性レベルで担保する”ことである。

〇 設計を超える事態には、どのように対応すればいいのか。
そこに「深層防護」の概念が、適応される。

リスクを考える。

〇 設計は、決定論で決めて行くものであり、定められた設計基準を満足しな
ければならない。

〇 また、設計を超える事態に対しては、不確かさが大きく、確率論で起きる
事態を評価 （リスク評価） しなければならない。

〇 ここに、設計の決定論とそれを超える事態の確率論をつなぐ概念として

「深層防護」を“リスクでつなぐ”考え方が適用される。

「深層防護」を設計に適用する
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深層防護のレベル

1

2

3

4

5

リスク要因
の発生

社会への
影響等

通常運転

異常運転状態/検知

設計基準
事故

非制御状態の顕在化リスク

非制御

リスク要因
の発生

レベル３ リスク

レベル２ リスク

レベル１ リスク

設計拡張
領域

リスク要因
の発生防止

設計

AM

防災・
減災

AM
リスクの
顕在化

リスクの
顕在化
防止

人や環境
への影響
低減

緊急時対応

制御され
たリスク
の顕在化

リスクの
顕在化

拡大防止

影響緩和

発生防止

深層防護による安全確保の基本的考え方（放射能 ）

設計基準

頻度が小さくなる

発生事象が重大になる

放出の基準

設計の決定論と、それを超える
事態の確率論をつなぐ概念として

「深層防護」を“リスクでつなぐ”
考え方が適用される。
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「設計」と設計基準を超える事態への対応

耐震設計では

耐津波計では、「ドライサイト」の考え方が適用され、「予想される津波水位が
敷地高さを超えてはならないこととなっている」ため、発電所として耐津波設計
耐津波評価を行う必要はない。

設計基準を超える事態への対応は、深層防護との融合で行う。

耐津波設計は、 『行われていない』

（例）構造強度の評価では、
多くの余裕があり、これを
システムの評価において
どのように合理化すべき
かが課題となっている。

今や、耐津波設計を行わない訳にはいかない。

構造強度に集中しがち、
機能確保に移ってもよい
のではないか。
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耐津波設計における深層防護の適用

・ 耐津波設計においては，深層防護レベル１ の防護レベルでは，脅威を想定し
未然に防護することとして，まず，設計のための津波高さ，「設計水準津波」を
設定し，敷地内への浸水を防ぐことから敷地レベルを高くすることや防潮壁の
設置があげられる。

・ 深層防護レベル２の防護レベルでは，津波高さを検知し，重要機器室への浸水
を防ぐなどの機能維持のための防護策を講じること。

・ 深層防護レベル３の防護レベルでは，これまでと同様に設計基準事故事象を
考えた対応をとる。
例えば「設計水準津波」を超える津波高さ，「事故水準津波」を設定することも
一つの方法である。

・ 深層防護レベル４の検討のための「想定事故津波」を設定して事故対応の設備
の設計に用いる。
深層防護レベル3の防護レベルまでの安全機能を実現するために用いられる
恒設機器とは異なった可搬型機器による対応など，安全上の効果(effectiveness)
が独立(independent)な対処が有効である。

・ 深層防護レベル５の防護レベルとして津波の来襲では地域との連携をどのように
考えるべきか、という課題もある。

耐津波設計への「深層防護」の適用

設計

ＡＭ

防災
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深層

防護

レベル

目的・プラント状態 目的達成に不可欠な手段 津波評価への適用（例）

プラント

の

設計

レベル1
第1層

異常運転や故障の

防止

（通常運転）

保守的な設計及び建設・

運転における高い品質

通常運転状態が維持可能

津波の浸入防止（設計水準津波）

レベル2
第2層

異常運転の制御及び

故障の検知

（異常の検知）

（運転の制御）

制御，制限及び防護系

並びにその他の

サーベランス特性

緊急の措置（運転制限，自動停止等）

津波の検知（＠判断に用いる位置）

安全上必要な水位の検知

レベル3
第3層

設計基準内への事故

の制御

（設計基準事故

制御）

工学的安全施設及び

事故時手順

非常時安全系の措置による事故収束

津波の浸入防止（事故水準津波）

設計

基準外

レベル4
第4層

事故の進展防止及び

シビアアクシデント

の影響緩和を含む，

過酷なプラント状態

の制御

補完的手段及び格納容器

の防護を含めたアクシデ

ント（過酷事故）マネジ

メント（AM/SAM）

設計基準事象(事故)を超える事態

安全停止状態への移行が困難

（想定事故津波）

アクシデントマネジメントの措置

（進展防止，影響緩和，等）

緊急時計

画

レベル5
第5層

放射性物質の大規模

な放出による放射線

影響の緩和

サイト外の緊急時対応

（防災・減災）

地域共生

地域への津波影響の評価と緩和策

発生時の最適対応

深層防護の津波対策への適用例

規制基準で求められる
「津波基準」である。

具体的には、このように実施する
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新たな知見に対して

新たな知見に対して

〇 断層の定義の変更 注目が「活断層」から「断層」へ

〇 新たな発見による
津波の既往事実が新たに分かった
解析の高度化が進み、予測、想定の規模が大きくなった

〇 新たな考え方による安全確保が提案された

〇 バックフィットの考え方

規制の対応
事業者の対応
学術界の対応

〇 誰が、
新知見と認定するのか、
新知見に取り組むべきか、
採用を誰が判断するか
（ＩＲＩＤＭ：Integrated Risk Informed Decision Making ）

〇 バックフィットの判断、取り組み

20/21

新知見の例
・金森論文
・仏国のルブルイエの浸水事故
のリスク評価

・津波伝播解析法
・地震安全の検討



おわりに －まとめ－

・福島以前と以後の違い

変わらないドライサイトの考え方
深層防護として浸水への対応

・外的事象としての津波事象の特殊性

・設計だけではすまない、とういう経験、考え方の構築
「設計基準」を超える事態、想定を超える事態への対応は必須

・安全確保には「深層防護」の考え方を適用すべきことの徹底
「深層防護」の共通理解 → 一つの考え方として、設計、AM、防災

・設計と基準を超える事態への対応の一元化 （ リスク論として ）

・バックフィットにどのように対応すべきか → リスクで対応

・新知見への対応は、まだ残された課題

21/E
2018‐10‐26 法政大学大学院客員教授 宮野 廣
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北東日本における長期間隔の地震ハザードは、より重要な意味がある。この地震など
の事実が、過去70年のこの地域の地震のすべり率を決めている。問題は、この地震の

滑り率がこの領域での地殻の移動速度とどのように比較されるかである。簡単な計算
がKanamori（1977）によれば、この間の地殻移動量の約1/4にしか過ぎないということで
ある。これは、南の地区、宮城県までの約200km区間の沈み込み帯にも適用される。こ
の領域では、過去1400年間には、ご  くわずかの大規模な地震しかない。一方最近の技
術であるGPSデータの分析（Mazzotti、2000; Nishimura et al．、2004）では、両地殻の結
合は東北日本では、約50kmの深さまではほぼ100％である（すなわち、地震を起こすす
べりはない）ことを示している。これらの観察結果、分析より次のことが示唆される。
（1）地殻の動きの3/4は、GPSの測定によっても解決されなかった残されたひずみであり、

地震を引き起こす滑りになる。
（2）両地殻は100％結合しており、蓄積されたひずみは、最終的に大規模な巨大な断層

の動きをもたらすか、大規模な津波を発生させるか、または大規模な静かな地震
（すべり）をもたらす。

かである。

Earth Planets Space, 58, 1533–1541, 2006
Investigation of the earthquake sequence off Miyagi prefecture with historical seismograms
Hiroo Kanamori, Masatoshi Miyazawa, and Jim Mori
Seismological Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, California, USA
Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Kyoto, Japan
(Received January 6, 2006; Revised March 30, 2006; Accepted April 23, 2006; Online published February 2, 2007)

「金森論文」での指摘（参考）
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〇 2007年、JNESは保安院（当時）の委託を受け、
「安全情報に関する分析・評価報告書＝前兆事象の適用＝」を実施した。

仏国ルブルイエ発電所の浸水事故のリスク評価

国内PWRおよびBWRプラントの前兆事象として、ルブルイエ原子力発電所の事例
を含む16件の事象を解析した。

前兆事象評価は、評価対象プラントの通常運転時の確率論的リスク評価
（Probabilistic Risk Assessment：PRA）結果を用いて、ある事故故障事例が発生した

場合の条件付炉心損傷確率を算出する方法で、事故故障事例で発生した内容を
吟味し、機能喪失範囲を設定して解析した。

その結果、16件の前兆事象評価中、ルブルイエ原子力発電所の溢水事象（地下
が浸水し、外部電源は８～24時間で回復すると仮定）のみ条件付炉心損傷確率が
高いと評価された。

得られた条件付炉心損傷確率は、
BWR では、BWR3で1.5×10‐3、BWR4で3.5×10‐2、BWR5で2.4×10‐2、
改良型沸騰水型軽水炉（Advanced Boiling Water Reactor：ABWR）で5.0×10‐3、
PWR では、ドライ型３ループPWRで7.8×10‐5となり、

他の15件の事象は1.0×10‐8未満であった。

結論として、安全上重要であると判断されたものは、ルブルイエ原子力発電所の
河川氾濫事象１件のみで、その対策として水密扉等の浸水防止対策が有効であ
ると報告された。
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東京電力福島第一原子力発電所での津波高さの評価と対応状況の変遷東京電力福島第一原子力発電所での津波高さの評価と対応状況の変遷
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