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旨

PWR)の開発を目的 として,次世代 PWR の
本論文は,将来を展望 した設計要求を真に充足 した次世代加圧水型原子炉 (

有 るべき姿を明 らかにすると共 に,それを具体化するための新 しい体系的な設計手法および運用面での高速化の成立性につ
いて研究 したもので,得 られた主な成果は以下の通 りである｡
第 1章の序論では,軽水炉利用の長期化を踏 まえ,次世代 PWR 開発の必要性や開発に当たっての問題点を概括 している0
また,本論文の概略について も記述 している｡
第 2章では,次世代炉開発に向けて, まず国内外の動向を展望 している｡ その結果,欧米においてはユーザーか ら出され
た設計要求を調査検討 し,それを具体化するためのプログラムが計画的に進め られていることを示 した｡また,そのような
設計要求の社会的背景に考察を加え,我が国の背景 との相違を明 らかにした｡ このような調査結果を踏 まえ,我が国におけ
る次世代 PWR の設計要求を,国の検討に加え,自らの調査研究により明 らかに して,設計要求 として纏めている｡さらに,
この設計要求を具体的な次世代 PWR の設計仕様に展開するため,設計要求 と設計仕様の相関マ トリックスを作成すること
により,望 ま しい仕様を抽出 して,基本仕様の具体化を図 った｡
また, これ らの基本仕様を満たす具体的なシステム構成や開発すべき重要な技術要件および開発における課題を明 らかに
した｡
第 3章では,次世代 PWR について,運用面における高度化の重要な課題である長期運転サイクルの可能性についての研
究を述べている｡次世代 PW R に対 してプラントの運用効率向上の観点か ら,長期運転サイクル化により,利用率の向上,定
期検査頻度の減少 による経済性の向上などが強 く求め られている｡世界各国の電力需要 と長期運転サイクルの実績調査か
ら,長期運転サイクルは,各国の負荷需要 に応 じた適切な時期に定期検査が実施で きるように,それぞれの国の運用に適 し
た運転サイクルを選定 していることを明 らかに した. 日本は,夏冬 2ピーク型の負荷パ ターンであるので,春秋定期検査が

3ヶ月運転サイクルを長期化するにあたっては 1
8ヶ月又は 2
4ヶ月運転が望ましいことを明 らかにした｡
望 ましく,現在の 1
このような設計要求に対 して,炉心の安全解析やプラントを構成する設備の 2
4ヶ月運転に対する健全性評価により,次世
代 pwR の炉心や機器の健全性が問題な く成立することを明 らかに した｡ さらに,長期運転サイクルの経済性について設備
利用率,保守,定期検査費用や燃料サイクルコス トなど多岐にわたる関連パ ラメータについて定量的に評価 し,経済性向上
に極めて効果的であることを明 らかに した｡ また,今後の課題 として,経済性の観点か ら長期運転サイクルに移行するに当
たり,留意すべき要因 として,定期検査期間の短縮,補修費用の抑制に加え,燃料の高燃焼度化による燃料サイクルコス ト
の低減が,発電原価を抑制 してい く上で重要であることを明 らかに した｡
第 4章では,安全設計を合理的に構築するため,その設計方法 として包括的方法論について提案 している｡ 次世代炉の安
全設備の設計 に当たっては,安全性の規制要求や設計要求に適合す ることは勿論であるが,同時に経済性,運用性に優れた
安全設計 にする必要性を論 じた｡そのため,安全設計の構築方策 について客観性のある体系化を目指 し,安全設計の包括的
方法論の骨格を形成 した｡ まず,安全設計の包括的方法論の全体概念を構築 し,それに基づ く設計手順を明 らかにした｡そ
の第 1ステ ップとして,事故時の事象分析に基づき事故緩和系に対 して考慮すべ き事故事象を明 らかに した｡ この分析を受
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けて,事故時の炉心冷却 を達成す るうえで最 も厳 しい冷却水喪失事故 (
LOCA)を例 に取 り,安全設計 の枢要 システムである
事故緩和系について,新 しい事故緩和系を構築す る際 に必要 となる除熱要求の概念 を明 らかに した｡ さらに, それを,事故
緩和設備が無 い状態での事故解析を行 うことによ り,包括的方法論の重要 なステ ップを定量的に具体化 した｡ また,具体的
な事故緩和系を構成す る候補 となる系を抽 出 し,炉心冷却のための対策を体系的に行 った｡ これ らの成果 に基づ き,辛故緩
和系‑の除熱要求 と抽 出された選択肢か ら事故緩和系を構築す る設計体系の骨格 を構築 した｡
ここで提案 された安全設計の包括的方法論 は新 しく安全設計 を構築す るうえで,強力な ツール として有効 に寄与す ること
が期待で きる｡
第

5章では,事故緩和系の構築 に対す る確率論安全性評価手法 (
PSA)の適用 につ いて検討 している｡事故緩和系 を構築

す るに当た り,事故 の拡大を制限 して速やかに収束 させ る等 の本来,事故緩和系の具備すべ き機能が確保 され ることは勿論
であるが, これに加えて,事故時に確実 にその機能が発揮で きるよ う,高 い信頼性 を事故緩和系 に付与す ることが重要であ
る｡ そのため,事故緩和系の種類 によってその系の信頼性が どのよ うな特徴を有 しているのかについて,事故緩和系を構成

SAの重要度評価 を行 った｡さらに, この知見を踏 まえて,動的機器の多重化や静的機器
す る種 々の代表的な系 について,P
の導入 を図 った改善案 を作成 し,P
SAによる比較検討 を行 い改善方策 と信頼性 向上 の効果 を定量的 に明 らか に した｡併せ
て,多重化 による信頼性 の改善効果の限界 につ いて,P
S
A評価 によ り明 らかに した｡
これ らの設計情報 を活用す ることによ り,事故緩和系の設計 に当たって,設計者が多 くの事故緩和系の選択肢か ら適切 な
信頼性の持 った系 を選択 し, それを用いて全体 の安全性 の構築をす ることを可能 と した｡

SAを,安全設計 の構築 ツール として有効 に活用で
また,主 として,完成 した安全設計 の総合評価 と して用 い られて きた P
きることを示 した｡
第 6章の結論では,本論文の成果 について要約 している｡
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
本論文 は, 次世代加圧水型原子炉

(
PWR) として将来を展望 した設計要求 を充足 した原子炉の開発 を目的 と し, 次世代

PWRのあるべ き姿 を明 らかにす ると共 にそれを具体化す るための設計手法および運用面 での高度化の成立性 に関す る研究
成果 をまとめた もので,得 られた主 な成果 は以下の通 りである｡
1.次世代 P
WRの開発 について,欧米や我が国の設計要求を社会的背景 を も踏 まえて,そのあるべ き姿を明 らかに した｡
さ らに, この設計要求を設計仕様 との相関 マ トリックスを作成 し具体的な基本仕様 を確立 した｡

2.次世代 PWRの運用面での高度化の課題である長期運転 サイクルの成立性 につ いて検討 を加えた｡長期運転 サイクル
の期間 は現在の 1
3ヶ月か ら 2
4ヶ月へ延長す ることが可能 であること, さらに,炉心 の安全性,設備の健全性 および運用の
経済性 について解析す ることにより, その成立性 を定量的 に明 らかに した｡長期運転 サイクル化 は経済性か らみて も極 めて
効果が大 きいことを明 らかに した｡

3.次世代 PWRの安全設計 を構築す るに当た り,その設計方法 として包括的方法論 を提案 した｡すなわち,次世代 pWR
の安全設計 に当た り,高 い安全性を確保す ることに加えて,安全設備の信頼性や経済性 など多様 な設計要求 に応え ることが
必要である｡このため,安全設計の包括的方法論 の全体概念 を構築 し,その設計手順 を明 らかに した｡その一例 をあげると,
安全設計の枢要 システムである事故緩和系 につ いて,新 しい事故緩和系 を構築す る際 に必要 となる除熱要求 を明 らかに し
た｡

4.次世代 PWRの事故緩和系の構築 に当た り,確率的安全評価手法 (
PSA)を代表的な事故緩和手段 に適用す ることに
よって,それ らの持つ信頼性の特性 を明 らかに した｡特 に,動的機器,静的機器の信頼性 の特性や冗長性 による信頼性 の向
上限界を明 らかに した｡ このような設計情報 を活用す ることにより,多 くの事故緩和系の選択肢か ら適切 な信頼性 を持 った
系の選択 と, それを用 いた全体の安全系を構築す ることを可能 とした｡
以上,要す るに本論文 は次世代 p
WRにつ いて多角的 に研究 し進 むべ き道 を示 した もので,学問上 および実績上 エネル
ギー科学分野 に寄与す るところが少 な くない｡ よって,本論文 は博士 (ェネルギー科学) の学位論文 として価値あるもの と
認 める｡ また,平成

1
1年 1
2月 6日実施 した論文内容 とそれに関連 した試問の結果合格 と認 めた｡
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