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核燃料再処理施設における放射性物質の移行挙動に関する

試験研究について

１．背景・経緯

(1) 原子力施設の安全確保については、国内外において、安全規制に

おける一層の科学的合理性追求や、事業者の自主保安活動における

合理性・効率性向上のため、確率論的安全評価（PSA）等を用いた「リ

スク情報の活用」が進められている。原子力発電所については、PSA

の手法やデータの成熟化を踏まえて、アクシデントマネジメント、施設

の保全計画等の分野でリスク情報の活用が進捗しており、核燃料サイ

クル施設についても、原子力安全委員会、原子力安全・保安院、原子

力委員会において、安全規制及び安全管理の両面でリスク情報の活

用が推奨されている。（補足資料参照）

(2) 再処理施設については、原子力発電所に比べて事象の進展が比較

的緩慢であるという施設の特性を踏まえつつ、PSA 手法やリスク情報

活用の可能性を検討していく必要がある。

(3) 再処理施設については、平成 20 年 1月、国内の関係者が参集して

ワークショップ（注）が開催され、PSA手法の整備状況やリスク情報の活

用の可能性について議論がなされた。その結果、発生頻度評価及び

影響評価の両面で手法の整備が進んでいるものの、頻度は極めて低

いが影響の大きいと考えられる事象、即ち原子炉でいういわゆるシビ

アアクシデントに相当する事象(以下では過酷事象と呼ぶ)の影響を定

量的に評価するため、試験を実施してデータを取得すべきことが示唆

された。
（注） 原子力安全基盤機構（JNES）、日本原燃（JNFL）、日本原子力研究開発

機構（JAEA）、原子力安全研究協会（NSRA）共催、「核燃料サイクル施設

でのリスク情報活用に関するワークショップ」（平成 20 年 1 月）

(4) また、原子力安全委員会が策定した「原子力の重点安全研究計画

（第 2期）」（平成 21 年 8 月）では、核燃料サイクル施設に関して重点
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化すべき研究の一つとして、リスク評価上重要な事象の発生確率や影

響の評価に必要なデータの蓄積・解析手法の整備を挙げている。

(5) 具体的には、再処理施設の高レベル濃縮廃液（HAW）貯槽における

廃液の蒸発乾固事象を対象として、影響を定量的に評価するため、事

象を再現した試験研究を行い、データを採取する必要がある。

２．試験研究の概要

(1) 内容

再処理施設における HAW 貯槽における蒸発乾固事象を例として、

コールド試験及びホット試験により、放射性物質の移行挙動評価に必

要なデータを取得するとともに、既往の相関式又は実験式を参考にし

て、取得した試験データを整理・検証する。試験研究の概要を図1に示

す。

(2) スケジュール

平成 21 年 9月から平成 26 年 3月まで（4 年 7 ヶ月間。表１参照）。

(3) 経費等

本試験研究に必要な技術及びホット施設を有する機関は国内では

JAEA のみであり、また、試験内容については JAEA、JNES 及び JNFL

（以下，これらの総称を３機関という）が各々の立場からニーズを有して

いるため、本試験研究は 3 機関が出資して実施することとした。

なお、「原子力の重点安全研究計画（第 2 期）」（平成 21 年 8月、原

子力安全委員会）において、産官連携については規制判断の独立性

の確保や透明性に留意することが重要であると指摘されており、本試

験研究は次のように進めることとした。

・ JAEA 内の独立した組織として中立的な立場で安全研究を実施

している、安全研究センターが試験を実施する。

・ 第三者メンバーを主体に構成する「技術検討委員会」を設置し、

中立的・客観的立場から計画及び結果の妥当性を確認する。

・ 成果は原則として速やかに公表する。
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補足資料

リスク情報活用の意義及びその推進に関する規制機関等の方針

原子力安全委員会、原子力安全・保安院、原子力委員会においては、確率論的

安全評価等のリスク評価から得られる「リスク情報」の安全規制への活用を推進してき

ており、これまでに多数の文書でその意義と推進にむけた方針を発表している。以下

に主要なものを示す。

１． 原子力安全委員会決定「リスク情報を活用した原子力安全規制の導入の基本方

針について」(平成 15 年 11 月 10 日)

我が国にリスク情報を活用した原子力安全規制（以下、「リスク情報を活用した

規制」という。）を導入していくに当たっての基本的考え方を示したものである。リス

ク情報を活用することの意義について、以下のように安全規制の合理性、整合性、

透明性の向上並びに安全規制活動のための資源の適正配分に役立つとしてい

る。

(抜粋)

３．リスク情報の活用の意義

リスク情報を活用した規制には、大きく分けて、次の２つの意義があると考えられます。

（1）安全規制の合理性・整合性・透明性の向上

まず第一に、リスク情報を安全規制に活用することにより、従来の考え方に基づ

く安全確保の妥当性や改善点を期待される安全水準に対して定量的に評価・確認

することが可能となり、安全確保をより合理的なものとすることができることがあげら

れます。また、リスク情報を用いて原子力の様々な分野における安全規制活動を横

断的に評価することにより、相互に整合性のあるものにすることができると考えられ

ます。さらに、安全規制における意思決定においてリスク情報を明示的に取扱うこと

により、安全規制活動における判断根拠の客観性を向上させ、国民にとってより分

かり易く透明性の高いものにできると考えられます。

（2）安全規制活動のための資源の適正配分

国民の共有財産である限られた規制資源（人的資源等）は有効に活用する必要

があり、リスク情報、特に、リスクに対する寄与の高い異常な事象とそれに関連する

系統・機器等に関する情報を活用した安全上の重要度を考慮して、規制資源を適

正に配分することにより、安全規制活動をより効果的・効率的に行うことができると

考えられます。
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また、その導入に当たっては、リスク情報を活用した規制は、多重防護の考え

方を基本的に堅持しつつ、従来の工学的判断や決定論的評価に基づく規制を、

定量的・確率論的な評価により得られるリスク情報を活用することによって補完し、

進化・進歩させていくものであるという補完的導入の考え方を示すとともに、当面

は、運転段階での相対的なリスク評価（リスクへの寄与度の相対値の評価）を中心

とする利用から開始し、将来的には、安全確保体制全体に広げていくという段階

的導入の方針を示している。また、核燃料サイクル関連施設については、施設数

が少なく、定量的なリスク情報が十分に得られない可能性があるので、画一的で

はなく、リスクの大きさや様態等の施設の特性や運転経験に応じて、安全確保・安

全規制の合理性の向上等の観点から有用なものに関し、優先的な導入を図ること

が適当としている。

２． 原子力安全委員会リスク情報を活用した安全規制の導入に関するタスクフォース

報告書「リスク情報を活用した安全規制の導入に関する関係機関の取組みと今

後の課題と方向性―リスク情報のより一層の活用と進展に向けて」（平成１9 年 9

月）

原子力安全委員会は、上述「基本方針」に基づきリスク情報の活用に係る関係

機関の取組みの進捗状況を評価するとともに、全体に整合の取れた進捗が図ら

れるように提言を行うことを目的としてリスク情報を活用した安全規制の導入に関

するタスクフォース（RIRTF）を設置し、調査検討を行い、報告書を作成している。

この報告書では、核燃料サイクル施設については、再処理施設や燃料加工施

設といった大型の核燃料サイクル施設においても、リスク情報活用の検討が進み

つつあるとしたうえで、次の課題に取り組むことが望まれるとしている。

（１） 評価経験の蓄積とリスク情報活用方策の検討

（２） リスク情報活用のための基盤の充実

１） リスク評価手法の整備（PSA 手法、ISA 手法など）

２） データベースの整備(故障率データ、影響評価のための物理・化学デ

ータなど)

（３） リスク判断基準の検討

（４） 指針類へのリスク概念の反映

（５） その他の課題（放射線以外のリスクの考慮、従事者のリスクの考慮など）

（６） 安全研究の推進（上述課題に関する安全研究の推進）

本研究は、（２）に対応して、事故の影響評価のための物理・化学的データの

整備に資することを目的としている。
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３． 原子力安全・保安院「原子力安全規制への「リスク情報」活用の基本的考え方」

（平成１７年５月）

この報告書は、上記の原子力安全委員会の「基本方針」を受けて、原子力安

全・保安院としての基本的考え方を示している。この文書では、現行の安全規制

に対する認識や課題を整理し、安全規制への「リスク情報」活用の位置づけを明ら

かにした上で、重要性・緊急性・実現可能性が高いものから順次活用を図ってい

くなど「リスク情報」の活用対象の考え方を示している。さらに、「リスク情報」の特徴

を踏まえて、その活用の限界や効用を整理した上で「リスク情報」活用の意義、リ

スク情報活用の技術基盤の現状認識、中・長期的な取り組みなどについて記述し

ている。

現行の安全規制の課題については、次のように説明されている。

(抜粋)

（3）現行の安全規制と課題

原子力安全規制の最大の目的は、原子力施設の周辺における公衆を放射線災

害から護ることであり、原子力施設が有するリスクの中でも事故による放射性物質の

放散のリスクを管理することが重要である。その基本となる考え方は深層防護４であ

り、安全確保のため、前段否定の考え方を採用した重層な安全確保対策や放射性

物質の放出防止のための多重障壁の設置等の対策を講じ、かつ、これらの対策が

立地、設計、建設、運転等の各段階を通じて、十分な保守性を持つよう措置を講じ

ている。

これらの各段階における規制規則類は、不確実さを考慮してもなお十分な保守

性を有するように、安全余裕をもって定められている。また、いわゆる決定論的安全

評価では、各想定事象の解析を行うに当たって、十分保守的な手法及びデータを

用いることを要求するとともに、解析結果と比較すべき判断基準も十分保守的に定

めてある。典型的な例としては、原子力発電所の基本設計に係る安全審査におい

て、施設でどのような異常事象が起き得るかを考慮し、それを包絡するような厳しい

事象を幾つかの「設計基準事象」として想定した上で、各事象について保守的な仮

定の下で安全解析を行い、その結果が保守的に策定された判断基準を満足する

ことで、施設が十分な安全裕度を有していることを確認していることが挙げられる。

現行の安全規制では、このように、原子力施設が、各段階において決定論的安

全評価の結果を含め、規制規則類を満たすならば、安全は十分確保されていると

判断する。このような考え方に基づく現行の安全規制は、これまでの我が国の原子

力安全の実績に照らしても、その有効性は十分確保されていると考えられる。

しかしながら他方で、現行の安全規制の科学的合理性を高める観点から、以下

のような課題も生じている。
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① これまでの実績から、公衆の安全は十分高く保たれているといえるにせよ、そ

れがどの程度のものであるかは定量性をもって示されてはいない。

② 各段階で個別に多くの規制規則類を定めているが、それが諸々の不確実さに

対してどれほどの安全余裕を有しているのかは示されていない。

③ 各段階において安全余裕を別々に取った結果、部分的に過度な保守性が存

在していることはないのか、又はバランスの取れた安全余裕が取られているの

かが分からない。

④ 設計や運転に関し、何らかの代替案が提示されたときに、それが安全確保の

観点からどの程度重要であるかを定量的に示すことが困難である。

⑤ こうしたことから、現行の安全規制がどの程度効果的・効率的であるかを定量

的に国民に説明する上で困難がある。

この報告書では、上記のように課題を明確に示した上で、「「リスク情報」は、決

定論的安全評価では得られないリスクそのものに関する定量的で系統的な情報

を与えることから、これを規制上の判断に活用することは、上記に示したような現

行の安全規制における課題に対して有効であり、安全規制の科学的合理性を高

めるために極めて有益である」、としている。

また、活用を推進するにあたっては、「「リスク情報」の安全規制への活用は、長

期的には、当院が規制責任を有する原子力施設における立地、設計、建設、運

転、検査、廃止措置等のすべての段階の安全規制を対象としていくとともに、評

価の対象とするリスクも、施設周辺の公衆の健康や従業者の安全、さらには環境

に大きな影響を及ぼす可能性のある様々なリスクとしていくことを目指すべきであ

る。」との原則を示した上で、「しかしながら、活用の対象とする施設や段階、評価

の対象とするリスクによって、必要とされる PSA 手法の成熟度やデータ整備の状

況が異なり、また、「リスク情報」を活用することの重要性や緊急性も異なることから、

「リスク情報」活用に必要とされる PSAの品質が確保でき、かつ、「リスク情報」活用

の重要性・緊急性・実現可能性が高いものから、順次活用を図っていくことが適当

である。」として、段階的な適用の考え方を示している。

また、燃料加工施設や再処理施設については、原子力発電所を対象に実施さ

れるような詳細な PSA によらない「リスク情報」の活用も考えられることを指摘し、ま

ずはその可能性や課題についての検討を行っていくこととする、としている。

４． 原子力委員会「原子力政策大綱」（平成 17 年 10 月）

原子力の研究、開発及び利用に関する施策の基本的考え方を明らかにし、各

省庁における施策の企画・推進のための指針を示す文書である原子力委員会の
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原子力政策大綱においては、以下のように、安全基準や安全規制に係る様々な

変更の検討の際にリスク情報を活用するなど、そのリスク情報の活用の範囲を広

げていくことが適切とするとともに、事業者に対しても、安全確保活動を一層効果

的でしかも効率的なものとするためにリスク情報を活用すべきであると勧告してい

る。

（抜粋）第 2章 2-1 節 安全の確保の強化

（3）リスク情報の活用

安全確保のための活動の多くはリスク管理活動であることを踏まえれば、これに

利用できるリスク情報を活用していくことが効果的である。具体的には、リスクを評価

する技術が進歩してきていることから、これを活用することにより、必要十分な安全

余裕の下に、適切に現実的な安全確保のための取組を行うことも可能となってきて

いる。国は、学協会や産業界等での検討状況も参考に、モデルに基づく評価であ

ることの限界に留意しつつ、安全基準や安全規制に係る様々な変更の検討の際に

リスク情報を活用するなど、その活用範囲を広げていくことが適切である。なお、国

は、国内外において大きな地震が相次いだこと等から、原子力施設の地震リスクに

ついて国民の関心が高まっていることに留意するべきである。

事業者等においても、環境安全や労働安全衛生の分野でもリスク情報活用の有

用性が認識されていることを踏まえて、これらの分野を含む安全確保のための活動

を、リスク情報を活用して、より一層効果的でしかも効率的なものとするよう、創意工

夫していくべきである。


