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米国原子力発電所高稼働率の背景と 

これを支えるリスク評価技術の現状 
（第３０回 国内シンポジウム） 

 

米国原子力発電の競争力の向上と高稼働率 
(財)電力中央研究所 
原子力情報センター 
課 長  伊 藤   武 

 
米国では原子力発電が不可欠なものとして、規制も含む政策的な支援が行われている。その目標

は安全性を確保した競争力のある原子力発電の展開である。これは原子力は CO2 を排出しないク
リーンで資源的に重要と言うだけで判断されたものではなく、規制緩和に伴う電力自由化において

原子力発電は競争力を持つとの結論が得られたことによる。日本で電力自由化が検討される中で、

先行する米国の知見は、我が国に大きな示唆を与えるものと考える。運転保守の分野では、米国で

高稼働率を達成する要因となった燃料交換停止時間の短縮、オラインメンテナンスの適用可能性を

明らかにすることが特に重要である。 
 
 

ＡＳＭＥ ＰＲＡ規格の概要 
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米国では、原子力安全規制が、リスク情報に基づく規制（Risk Informed Regulation）に移行し
つつあり、そのため、その根幹となるリスク評価（PRA; Probabilistic Risk Assessment）の内容
を規定する Standard（規格、標準）の必要性が、長年にわたって論じられてきた。１９９８年、
米国機会学会（ＡＳＭＥ）の中の原子力リスクマネジメント委員会（ＣＮＲＭ）が、この規格の検

討を始め、今年２００２年の４月に最終版が発行された。この委員会には、ＮＲＣ、電力会社、Ｐ

ＲＡ専門家等が参加し、米国のリスク関係者の総力を挙げて、討議を重ねてきたが、約４年間の検

討を経て、この規格が成立した。本講演では、このＰＲＡ規格の検討の経緯を含めた、開発プロセ

スを説明するとともに、その特徴と内容の概略、今後の本規格が与える影響について解説する。講

演者は、本委員会より委託された米国以外からの専門家メンバーとして、１９９９年から約３年間、  

このＰＲＡ規格の検討に参加してきており、我が国からは、唯一の参加者である。 
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Development of Standards for Probabilistic Risk Assessment 
Used in Risk-Informed 

Nuclear Power Plant Applications 
 

ASME委員会(Karl.Fleming Consulting Services LLC) 
Karl N.Fleming 

 
This presentation will cover the development of PRA standards in the United States for risk 
informed nuclear power plant applications.  The major part will be devoted to the standard 
developed by the American Society of Mechanical Engineers which was approved by the 
American National Standards Institute and issued as an approved standard in April, 2002.  
The development of this standard was initiated in 1997 and covers PRAs for internally 
initiated accidents sequences from full power initial conditions with Level 1 treatment of 
accident sequences sufficient to determine the core damage frequency (CDF) and limited Level 
2 treatment that is sufficient to determine the large early release frequency (LERF).  The 
major features of the standard are the delineation of PRA elements, objectives and high level 
criteria for each element, and supporting requirements defined for three different PRA 
capability levels that are dictated by the nature of the applications envisioned for the PRA.  A 
process for deciding which capability level is needed for each part of a PRA for specific 
applications is also included.  In addition to technical requirements and the PRA applications 
process, requirements for PRA configuration control and peer review to confirm that specific 
requirements have been met are also addressed in this standard.  A key input to the 
development of this standard was an industry initiative to perform peer reviews of existing 
nuclear power plant PRAs.  These PRA reviews have now been completed for all four of the 
existing LWR vendor owners groups. 
 
There are additional standards under development by the American Nuclear Society that 
extend the scope of the PRAs to cover external events, and low power and shutdown states.  
The current status of the ANS standards will also be covered.  Current thinking on how these 
standards are expected to impact risk informed applications in the U.S. will also be provided.  
The speaker was deeply involved in the development of the ASME PRA standard and is 
internationally regarded as an expert in PRA technology. His resume is attached. 
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中部電力浜岡原子力発電所１号機における 

余熱除去系配管破断事故へのPSAの適用について 

(財)原子力発電技術機構 

原子力安全解析所 安全解析第二室 

室 長  福 田   護 

 

平成 13年 11月 7日に中部電力株式会社浜岡原子力発電所 1号機で発生した余熱除去系蒸気凝
縮系（STCM）配管の破断事故に関し、配管破断を考慮した炉心損傷頻度（CDF）評価を実施する
とともに、事故後に経済産業省原子力安全・保安院が検討した三つの再発防止対策（①STCM配管
内の滞留物除去、②STCM 配管分岐部における通常時閉運用の弁設置、③STCM 配管の撤去）に
対するCDFを評価した結果を講演する。具体的な内容としては、まず、STCM配管破断の主たる
原因は非凝縮性ガス（水素及び酸素）の蓄積であると仮定し、滞留物による配管破断確率を評価し

CDF7.0×10-7／炉年を得た。次に、STCM 配管内の滞留物を除去すると当該配管の破断要因は除

去されるが、滞留物除去作業に伴い高圧注入系（HPCI）を待機除外させることにより、CDFが増
加するので、これらの効果を考慮しCDFを試算した結果、月 1回の頻度で滞留物除去作業のため
3日間HPCIを待機除外させた場合のCDFを3.9×10-7／炉年と評価した。また、STCM配管分岐
部に通常時閉運用の弁設置した場合及びSTCM配管を撤去した場合のCDF（共に3.4×10-7／炉年）

を評価し、再発防止対策前の CDF も含め、各再発防止対策実施後の CDF は、国際原子力機関
（IAEA）の設定する原子力プラントの安全目標と比較しても十分低い値で、今回発生した事故な
どのモデル化に伴う不確かさを考慮しても、有意なリスクでないことを確認した。 

 


