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チャレンジ
Challenge

• 多数基が苛酷事故を起こしたサイトにおける
原子炉の廃炉は世界最初の事業である

• これを安全に遂行するためには適切なリスク
管理が欠かせない（と考えられている）

• 適切なリスク管理とは何か

– 福島第一発電所はどのような状態か

– 安全に遂行するとはどのように記述されるか

– 望ましくない状態はどのように記述されるか
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リスク
Risk: Exposure and Uncertainty

• リスクは、二つの重要な要素からなる：暴露と
不確かさ。リスクとは我々が不確かと考える
“もの”への暴露である

• “Risk entails two essential components: 
exposure and uncertainty. Risk, then, is 
exposure to a proposition of which one is 
uncertain.”
– G.A.HOLTON,“Defining Risk”, Financial Analysts 

Journal, Vol 60,6, pp.19-25, www.cfa.pubs (2004)

3



リスクへ対処する
Approach to Risk Management

工学システムから視る定義（防止する）

リスク＝
ハザード

安全防御

公衆の側から視る定義（被害を緩和する）

リスク＝確率と被害、あるいは、不確かさと被害

ハザードが大きい
被害が大きい

確率が小さい
安全対策が万全

安全防御とは“気づき”であり、
不確かさとは未知の程度である

* On the Quantitative Definition of Risk Stanly Kaplan and B. John Garrick, 1980

＊

＊
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リスクへの取り組み方
How to Manage Risk

• リスクとは選択することができるだけで、それ
から逃れることはできない

• “理に適う意思決定”では、そのプロセスでリ
スクを明瞭に定量的に表現しなければならな
い（全ての他のリスクのコスト、便益とともに）

• 従って、コミュニケーションを良好にし、混乱
や相互矛盾を防ぐためには以下が不可欠：
– リスクの考え方を定量化して表現すること
– リスクの統一的な概念/用語の枠組み構築
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リスク評価の定義
Definition of Risk Assessment

• リスク評価とは発生を否定できない“危険”や
“害悪”の程度を定義すること。統計的確率や
頻度の定量的推定と、傷害や損失の重篤さ

• “Risk assessment can be thought of as 
defining the degree of peril or possible harm 
that might occur. It is the statistical probability 
or quantitative estimate of frequency and 
severity of injury or loss” 

R. BEA, “Human & Organizational Factors in Design and Operation 
of Deepwater Structures”, University of California Berkeley, Report 
to BP, Houston, Texas, BP Trial Exhibit TREX-20309 (2003) 6



防止と緩和：適切なリスク管理
Prevention and Mitigation: Risk Triplet
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消防車や免震重要棟が機能した。
これらは、シナリオに依存しない対
策である。設計基準事象を厳しくす
るだけではない対策が有効であっ
たことを示している。

変圧器火災

高潮
暴風雨

*リスクトリプレット：三つの座標軸の組み合わせをリスクのモノサシにする考え方

津波

3.11
地震

全電源
喪失

水素爆発
格納容器
漏えい

中越沖地震では設計基準を
厳しくした。より小さい頻度
の地震まで考慮するだけで
安全向上効果はあるのか。

フランスのルブライエ原子力発電
所では自然現象の重ね合わせによ
り原子炉建物に浸水した。経験に
学び、考慮すべきシナリオを見直す
ことが重要であることが示された。
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リスクトリプレット
Communicate Risk Triplet

• リスクとは、どのようなことが起きうるのか（シ
ナリオ）、その結果どのような被害あるいは影
響があるのか（影響度）、そのような事態はど
れくらい現実的なのか（確からしさ）の三要素
からなる

• さらに、リスク管理にかかる意思決定におい
ては、結果の解釈を必要し、意思決定者と適
切にコミュニケーションしなければならない。
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Risk Governance / Management

原子力の自主的・継続的な安全性向上に向けた提言、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会
原子力小委員会原子力の自主的安全性向上に関するワーキンググループ、平成２６年５月３０日
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リスクマネジメントへの6つのステップ
Process of Quantitative Risk Assessment

• システムの定義（成功するプロセスとその構成要素を記述
すること）

• 危険要因（ハザード）の同定と特性化（リスクをもたらす要
因とそれによるどのような影響をリスクとして定義するか）

• シナリオの策定（成功するプロセスが失敗するあらゆる可
能性の列挙とカテゴリー化）

• 各シナリオの尤度の定量化（そのシナリオの確からしさ）

• 被害度や影響度によるシナリオの分類と適切なリスク曲
線の記述

• リスクマネジメントの指針となるべく結果の分析・解釈と優
先度の決定。

John Garrick, Quantifying and Controlling Catastrophic Risks, Elsevier, 2008
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PRAとシステムモデル

機能１ 機能２ 機能３ 機能N

ハザード1

・・・・・

ハザード2
ハザード3

シナリオ1 f1

シナリオ2 f2

シナリオ3 f3

シナリオ4 f4

シナリオ5 f5

シナリオ6 f6

成功

対応策／Provisions

メカニズム

Challenge

回復

機能強化
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安全の中身を明確に
Breakdown of the Mission

• NRC Mission 
– 公衆の健康と安全を適切に保護し、共通の防護と安全保
障を進め、環境を保護するために原子力利用を許認可し、
規制する

• NRC Risk Management Goal
– リスク支援・実績依拠の深層防護による保護

• 放射性物質への暴露を防ぎ、影響を緩和する
• それに失敗しても、リスクを受容できる範囲に維持

• NRC Decision Making Process
– 統制された(disciplined)プロセスによりリスクマネジメント
ゴールを達成する

• 問題同定⇒オプション同定⇒分析⇒検討⇒決定⇒モニタ⇒

(NUREG-2150) 13



廃炉ミッションのブレイクダウン
Breakdown of the Mission

• ミッション
– 社会の理解と支援を得つつ、計画（中長期ロードマップ）に従い廃止

措置を着実に進めること

• オブジェクティブ
• 従事者と公衆の健康と安全の適切な保護、環境の保全、核燃料物

質の防護を達成すること

• ゴール
– リスク支援・実績依拠(RIPB)の深層防護による保護

• 放射性物質への暴露を防止すること
• その影響を緩和すること
• それに失敗する場合に、リスクを受容できる範囲に維持すること

• プロセス
– 作業の明確化⇒脅威（チャレンジ）の摘出⇒影響の分析⇒緩和策の

検討⇒オプションの比較⇒モニタ⇒課題摘出⇒
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留意すべき7つのパラドックス
Seven Risk Paradoxes

• Learning （学ぶこと）
– Paradox 1:Without having the events we want to avoid we cannot learn
– 発生していないものからは学ばない

• Wisdom （知恵）
– Paradox 2:All events are preventable but only afterwards
– 発生した事象は防止できる

• Social (社会の見方）
– Paradox 3:Events are acceptable to society until they actually occur
– 実際に発生するまで、社会は寛容である

• Management （マネジメント）
– Paradox 4: Complexity and disorder are necessary for learning to emerge 
– 学びには、複雑さや無秩序が必要である

• Prevention （防ぐこと）
– Paradox 5: Physical, legal and procedural barriers are necessary but not sufficient
– 物理的、法制度、手続きによる障壁は必要であるが不完全である

• Unknowns （未知事象）
– Paradox 6:Rare or unknown events do not allow learning so always surprise 
– 稀有で未知の事象を学ぶことはできないのでそれはいつでも新しい

• Preparation（備えること）
– Paradox 7: In risk management and assessment we must expect the unexpected
– リスクマネジメントと評価では、想定外を想定しなければならない

Romney B. Duffey, The Seven Risk Paradoxes, PSA2015, April 26-30, 2015
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困難なことと重要なこと
How to Overcome Difficulties

• 苛酷事故を起こした原子炉の廃炉の特徴

– 前例がないこと

– 不確かさが大きく予測性が低いこと

– 社会の注目度が高いこと

• 手順(1)成功の定義と(2)危険要因の同定が極めて
大切

• 現実的かつ実効的で効率的（すなわち合理的）なリ
スク管理の実現

– 各時点における状況の的確な把握（モニタ）

– プロセスの動的な最適化（フィードバック）

– 効果的で工夫された情報発信（コミュニケーション） 16



事故炉の廃炉の成功パス
Goals of Decommissioning

• 公衆の安全

– 周辺公衆の放射線防護ならびに財産の保護

• 環境の保全

– 土地と大気および海洋の汚染の未然防止

• 核物質防護

– 燃料デブリならびに使用済燃料の適切な管理・取り出し

• 従事者の安全

– 従事者の被曝ならびに労働災害の防止

• 社会の応援

– 国民ならびに国際社会からの理解と支持
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