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である Dr. James Caharan の下で直接
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Fast Reactor の基礎ともいえる EBR

Ⅱタイプの炉心に対して，様々な金属
燃料炉心を適用した場合の燃料物性の
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Super visor の Dr. James Caharan と筆者
（滞在した ANL 内の Nuclear
Engineering のディビジョンの建物の前で撮影）
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タリア人がやってきたりと（時差の関

していなかったので，最初の滑り出し

借りることもでき，最終週にはスプリ

係で真昼にオリンピックの競技が行わ
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ペースにやってきましたので，彼らと
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内にありますロッジで滞在させていた
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岡さんに深く感謝いたします。
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改訂・原子力安全の論理
佐藤一男著，
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345 p．
（2006）
，
日刊工業新聞社出版．
（価格3，
570円，税込）
，ISBN 4526055972

TMI 原子力発電所の事故から４年目に発刊された本書初
版は，時宜を得た斬新な内容で注目を浴び，著者は
「エネル
ギーフォーラム賞」
を受賞した。その３年後に発生したチェ
ルノブイリ原子力発電所の大事故を経て，原子力発電の安全
確保に本格的に取り組み始めた IAEA で，わが国の代表と
して活躍した著者は，やがて原子力安全委員に任命され，こ
こで美浜２号機事故やもんじゅ事故を経験した。さらに1999
年には原子力安全委員長として JCO 事故に遭遇し，その対
応に追われた。こうした数々の経験を通じて練り上げられた
のが本書であり，例えは悪いが
「歴戦」
を経て，原子力安全の
論理に筋金が入ったと言えようか。
本書の目次を初版と比べると，シビアアクシデントの章が
入ったこと以外は似ているが，本文はほとんどすべて書き直
されている。また初版で入っていた写真や図が一，二の例外
を除いてなくなってすっきりし，
「例」
が囲みで示されて読み
易い。
まず第１章は安全の概念であり，安全の定義，原子力の安
全とリスクの概念が示されている。第２章は原子炉の安全で




あり，歴史的展望から始まり，チェ
ルノブイリ事故を経て出されたセー
フティ・カルチュアの概念が示さ
れ，次いで，安全確保の枠組み，総
合的安全目標および段階的目標とそ
の役割について述べている。第３章
は安全設計であり，事故の性質，設
計基準事象
（DBE）
の 考 え 方，設 計
における多重防護および安全機能分
類と重要度の順に説明している。第
４章は新しく加わったシビアアクシ
デントであり，最初に定義的なことがあり，シビアアクシデ
ントの要因と経過およびアクシデントマネージメント関連の
ことが示され，さらに立地評価と防災対策にも触れている。
第５章は確率論的安全評価
（PSA）
であり，初版の２倍近い頁
数を割いて詳しく論じている。オーソドックスな叙述の後
で，PSA の問題点を明示している点が面白い。
最後の第６章では，人的因子について，この問題の背景に
始まり，意思決定と行動，適切な情報と状況判断，人にやさ
しい機械系の順に進む。ただ欲を言えば，保全における人的
因子なども論じてほしかった。
いずれにしても，改めて時宜を得た名著であり，原子力安
全に携わる人の必読書であるとともに，より広く原子力を考
える人達や学生にもぜひ読んでほしい本である。残念ながら
本屋であまり見かけないのが少し気になる。
（㈱原子力安全システム研究所・木村逸郎）
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