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1.はじめに

複雑なシステムの信頼性や安全性を評価し解析する手

法の 1 つに，フォールト・ツリー解析手法がある.この

手法は， ミニットマン・ミサイルの開発計画の中で，米

国の Bel1 and Telephone 研究所の H. A. Watson 

が1961-1962年に開発したものである.その後，主とし

て航空機，宇宙あるいは軍事産業の分野で発展をとげて

きた.

これらの産業と並んで，いやそれ以上に巨大ともいえ

る原子力の分野でも， 1975年に公刊されたWASH-1400

[ 1 J (プロジェクト・リーダーの名前をとってラスムッ

セン研究としても良く知られている)の中でフォールト・

ツリー解析が広く使われている. WASH-I400 は，米国

で 100 基の軽水炉を運転するとして，それにともなって

発生するリスク(好ましくない事象の影響と生起確率の

積，すなわち期待値で定義している)を評価したもので

ある.その中で，フォールト・ツリー解析は起因事象の

影響緩和の役をはたすシステム(これを安全系と呼ぶ)の

アンアベイラピリティ (unavailability) の評価に使用さ

れている.すなわち，原子力発電の歴史は浅く，しかも

その間安全系の機能が要求されるような事象の発生がほ

とんどなかったので，これらの系統のデマンド時の機能

喪失の頻度を過去の統計データから得ることがむずかし

しブオールト・ツリー手法によって予測せざるを得な

かったのである.

これを契機に，原子力の分野でも他分野に負けずにフ

ォールト・ツリー手法がシステム解析の手段として広く

使われるようになった. Fussel によると，フォールト・

ツリー手法の利点は次のとおりである[2 J. 

① あらゆる故障を探し出すことができる.

② 興味の対象とする故障に限って重要な箇所をシス
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テムの中からぬき出すことができる.

③ システムの設計変更にともなって生じる信頼性上

の問題の検討を目視できる形で提供できる.

④ システムの信頼性解析の道具として，定性的評価

にも定量的評価にも使用で・きる.

⑤ 解析者は，一時にある特定のシステム故障だけに

注目して解析を進めることができる.

⑥ システムのふるまいに対して洞察力を与える.

としている.解析結果を視覚的に表現できるこの手法の

特徴は，⑥に述べたように解析者にとってシステムを十

分良く理解する道具として役立つだけでなく，その解析

結果を第三者に理解できる形で情報伝達できる道具とし

ての利点ともなる.この他，つけ加えなければならない

ことは. 1970年以降，各種の計算コード類が開発され，

計算機を用いたフォーノレト・ツリー解析が容易になった

ことであろう.

これが，特に複雑なシステムの信頼性解析の分野で，

従来のブロック図法なとeにかわって，ブオールト・ツリ

ー解析が行なわれるようになった最大の要因であるとい

っても過言ではない.報告者たちも，首尾一貫してフォ

ールト・ツリー解析ができるコード日体系 FTA-J を開

発中であり，現在その原型販ができ，各種の性能評価を

続けている.

以上述べた特徴に対し，この手法にも他の手法と同じ

ようにいくつかの問題点や限界がある.たとえばラスム

ッセン研究の公式の批判ともいうべき米国のルイス委員

会の報告書 [3 J などにまとめられている.その中でも

主要なものの中に，モデル化の際にすべての事象を完壁

に組み込んだことの検証ができないこと，ならびにデー

タ・ベースが必ずしも十分ではないこと，の 2 つを挙げる

こと泊1で、きる.

たとえば前者について，ルイス報告は，

「プオールト・ツリーを作る際に，すべての事象を

1) コードとはプログラムのこと
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完壁に組み込むというのはそもそも不可

能である.問題となるのは，完全に近づく

方法であり，小さな寄与をするものだけ

が除かれていることを合理的に保証し，

これを示すことができるか否かである.J 

としている.また，データについては，統

計学上の問題(データは十分にあるか)と工

学的な問題(データは適切であるか)を指摘

し，結果に報告された以上の大きな不確実

さがあるとしている.

報告者たちは，過去に十分な運転実績が

あって，統計的な故障データが得られてい

る複雑なシステムについて，フォールト・ツ

リー解析を行なって，その結果を統計デー

タと比較しこれらの問題点の検討を行なっ

た.この目的で，①連続運転時の故障(タ

ーピン船主機ボイラー).②デマンド時故障(ディーゼル

発電機の起動失敗)のフォールト・ツリー解析を行なっ

た.ここで・は，連続運転時の故障について，評価結果を

報告する.フォールト・ツリー解析によって予測した平

均故障間隔 (MTBF) と，統計データを比較し，この手

法の信頼性や問題点について言及する.また対象システ

ムのフォールト・ツリー解析の過程で行なった感度解析

や誤差の波及・伝播解析を行なったので，それらを紹介

して， γ ステム解析の道具としてフォールト・ツリー解

析手法の有効性を示す.

2. 主機駆動用ボイラーシステムのフォー)1，..

卜・ツリー解析

2.1 対象システムの選定

解析対象としては，ターヒーン船の主機駆動用ボイラー

システムを選択した.これはこのシステムがフォールト

.ツリー解析を行なううえで適当な複雑さを備えている

こと， システム情報の収集が比較的容易なこと，および

同型式のタービン船が過去約30年にわたり，わが国で実

用に供されており，統計的な故障データが得られている

こと [4J などによる.報告者たちが，フォーノL ト・ツ

リー解析の主対象としている原子力発電所の安全系など

とシステムの構成が類似していることも，当該ンステム

を選択した理由の 1 つである.

2.2 主機タービン・駆動用ボイラー

実在タンカー船(約20万DWT)に搭載された主機ター

ビン駆動用ボイラーを対象とした. このタンカー船には

同型式の独立した 2 缶のボイラー( 1 缶の定常時出力は，

過熱器出口側で蒸気温度515 0 C. 蒸気圧力 62kg/cm2 G.

蒸発量57000kg/時)があり，並列運転している.いずれ
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ポイラ一本体 1 

9口+、\，
制御用圧縮空気系統

図 1 ボイラーシステム概略図

復水系統

の l 缶たりとも，その機能喪失はターピン船の通常運転

機能爽失につながり，比較する統計データ [4J で定義

される重大故障になる.

そこで系列のボイラーシステムだけに着目して，

フォールト・ツリーを構築する.解析対象の頂上事象

(Top Event) としては，ボイラー 1 缶の機能喪失，す

なわち「航行中に. No.1 ボイラーから主機タービンヘ

所定の蒸気量が供給されなし、J 事象ととる.これは，同

系統のボイラ一過熱器出口仮tlに配された主蒸気管の流量

加減弁 (BV-302) に着目して“Insufficient Steam 

Available From BV-302" としてフォールト・ツリー

を構築する.ここで，フォールト・ツリー構築に必要な

範囲でボイラーシステムを説明する.

ンステムは，図 1 に概要を示す 7 種類のサブシステム

からなる.各サブシステムの構成および機能は次のとお

りである.

①ボイラ一本体..一給水系統から給水弁 (BV-102) ，

エコノマイザーを経て，蒸気ドラムに至る本体内部

の給水ラインと蒸気ドラム水ドラムを含む本体内

部配管および蒸気ドラムから過熱器を経て蒸気加減

弁 (BV-302) に至る蒸気系統からなる.蒸発缶によ

り，所定の蒸気量を発生する.

② 給水系統…・・・復水系統から復水を受けるデアレー

ターから，主給水ポンプおよび高圧給水加熱器を経

てボイラ一本体の給水弁 (BV-102) に至る系統か

らなる.この系統には補助給水系統が設けられてい

る.主給水ポンプは蒸気駆動 2 台( 1 台予備)であ

る.主給水ポンプは，高圧給水加熱器下流の52V弁

を介した圧力低信号により待機中のポンプの蒸気入

口弁を開にし自動切替する.この系統は，復水をタ
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ーピン本体に給水する機能をもっ.

③ 復水系統…・・主機低圧タービンから主復水器で復

水しデアレーターに送るまでの系統である.主復水

ポンプは電動で 2 台あり，常時は 1 台運転台待

機. 2 台のポンプはポンプ吐出側圧力検出による自

動切替である.この系統は，タービンで仕事を終え

た蒸気を冷却し水にもどして給水系統に供給する

④ パーナ一系統一… 3 本のパーナーからなり，燃料

油系統から供給される燃料油を自動燃焼制御装置に

より燃焼.ボイラ一本体内に設置され，蒸気発生に

必要な熱を発生する.

⑤ 燃料油系統……パーナー・ヘッダーに適圧，適性

粘度の燃料油を送る系統.噴焼ポンプは電動・ギア

式 2 台あり，常時は 1 台運転台待機.系統切替

えは吐出圧低による.この系統はパーナーによる燃

焼に必要な重油を供給する.

⑥ 送風機系統・…・・蒸気駆動の l 台の送風機によって

外部空気をボイラーへ送風する系統.各ボイラーご

とに 1 台の送風機が装備され 2 系統 2 基の送風路

はゲートダンパー(常時閉)を介し連結されている.

この系統は，重油燃焼に必要な空気の供給と燃焼熱

エネルギーの伝達を行なう.

⑦ 制御用圧縮空気系統…・・・主機，補機を遠隔または，

自動制御する操作媒体として圧縮空気を供給する系

統.制御用および雑用の 2 台の独立した電動コンプ

レッサーをもち自動発停している.

以上のザプシステムに関する情報は，モデノレ船の設計

情報にもとづくとともに，その機能や運転などに関して

は舶用ボイラーに関する一般参考書 [5J で、補填した.

また，舶用機装関係の専門家からも詳しい説明を受け

た.しかし，当該モデル船を運航しているシップ・オー

ナーから，運転やメインテナンスに関する詳細情報や，

運転経験に関する情報を入手することはできなかった.

フォーノレト・ツリーを構築するに当っては，以上述べ

た入手情報の不足を補うため，工学的判断にもとづいて

いくつかの仮定をたてた.仮定相互については，できる

かぎり矛盾がないよう考慮し，解析結果に無用のあいま

いさが導入されないよう努めた.特に重要な仮定につい

て，いくつかのものを以下に例示しよう.

① 主流配管の口径の 1/3 以下の配管については，員長

響のない漏出流路として無視する.それ以上の配管

およびそれに直接ついている弁の破損については，

フォールトとする.

②給水系統には，非常用給水系統が設けられてい

る.しかし，非常用給水系統単独では，主機ボイラ

ーの長期連続運転は不可能であると想定し，主給水
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系統の機能喪失に対しては，この系統はパックアッ

プにならない，とする.

③ 動力用電源，制御用電源，バッテリー電源は相互

に従属性のない独立 3 系統と想定する.配電系統の

フォールトは考慮せず，電源自体の喪失をもって，

各使用末端への電源喪失とした.この仮定は非保守

的な仮定であるが，配電系統図の詳細が入手できな

かったため設けたものである.

④ 電源や制御用空気喪失時の電動弁，空気作動弁の

開閉については，設計用図面に特記された以外のも

のについては，フェール・セーフの状態を想定する.

以上，主機ボイラーの構成について説明し，ハードウ

ェアについてフォールト・ツリー構築上の主要仮定につ

いてまとめた.次に， ンステム解析上必要な運転員の問

題について言及しよう.

この主機ボイラーシステムは，自動化の程度が高く，

通常運転中は，原則としてほとんど運転員操作を必要と

しない.しかし，原子力発電所や航空機などの複雑で巨

大なシステムは，発生した異常や故障，事故のうち20-

80%は人間側に起因するとしている [6 ].そこで，本解

析の中でも人間一機械のインターフェースで発生する人

的過誤がシステムの機能喪失にし、かなる影響をおよぼす

かを検討する必要があろう.その検討に必要な範囲で運

転員操作をまとめよう.

①運転員操作は，システムにとって好ましくない状態

をつくり出す行為と， システムの異常を発見し好ましい

状態にもどす行為にわけで考えられる.結果として，ン

ステムにとって好ましからざる状態をつくることを，こ

こでは広い意、味で人的過誤と呼ぼう.人的過誤の分類方

法はいくつかあるが， ここでは (i)やり忘れ (Error of 

Ommission) と. (ii)やり損L 、 (Error of Commission) 

を考える. (i)としては，たとえばアラーム警報が出てい

るのに，それに気づかない，あるいは無視して回復操作

に失敗することがあげられる. (ii) としては，たとえば

運転員がボイラーの主要部の点検時に，誤って開にすべ

き弁を閉にしてしまった，など Reverse Error と称さ

れるものを含める.

②冗長性をもっシステムについては，連続運転中で

も，待機中の系列を試験あるいは保守することは可能で

ある.しかし，この試験および保守作業によるシステム

の機能喪失は，検討対象外とし，本フォールト・ツリー

解析には含めない.これは，詳細な運転，保守に関する

情報が入手できなかったためである.この仮定は，解析

結果を実際よりも，より信頼性が高くなる方向に推定す

ることに役立つ.

2.3 フォールト・ツリーの構築
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以上の情報をもとに，頂上事象“InsuIficient Steam 

Available From BV-302" に対して， フォールト・

ツリーを構築した.プオールト・ツリー構築に際して

は，通常のフォーノレト・ツリー構築の教科書の原則[7]

[8J [9J にしたがった.作成したフォールト・ツリー

はゲート数約 200. 基本事象数約 340 となった.これは

WASH-1400 の詳細フォールト・ツリーと同程度の大

きさである.フォールト・ツリーの作図は. FTA-J コ

ードシステムの構成コードである WAMDRAWコード

によった.これは，事象とゲートのつながりを解析者が

入力で与えて，計算機が自動的に作図するものである.

2.4 故障率データ

頂上事象の生起確率を求めるために，作成したフォー

ルト・ツリーの基礎事象の生起確保が必要となる.本解

析に当っては，基礎事象の生起確率は原則として WAS

H-1400のデータを使用した.ここで予想される問題は，

次のデータの十分性に関するものである.

① WASH-1400 には， 約 60 種のコンポーネントの

故障率しか含まれていない.

② WASH-1400のデータは，陸上経験にもとづいて

おり，使用環境の異なるターピン船のコンポーネン

ト故障への適用性は問題がある.

まず①に関しては. WASH-1400 の Appendixill に

データがあるものについてはそのまま，ないものについ

ては. WASH-1400 の Appendix n にある類似サブシ

ステムの解析結果などを利用した.たとえば，静的機器

故障の例をあげると， 本解析の中の基礎事象“Piping

Rupture or Leak (B001)" の生起確率としては WA

SH-1400 Appendix n. 崩壊熱除去系配管破損事象

(APPRH 16R)の生起確率 1 x 1O- 10/hr を代用した.こ

れは 3 インチより太い口径の配管(長さは原子力発電

所の崩壊熱除去系配管に同じ)の破損率である.

また動的機器故障の例をあげると， 本解析の“ No.1

Running Pump Primary Failure (B 707)"事象につ

いては.WASH-1400 Appendix n の類似事象，“Pump

A 01 Fails to Continue to Run with Sufficient 

Output (BPMOA1F)" の生起確率 3 x 1O- 5/hr を使用

して定量化した.連続運転している機器については，指

数分布を想定し使命時間刊以前に故障が発生する確率

は . R(..本) = 1-exp (-ﾀ..*) ::::;À..* で与えられることか

ら，評価対象時間( 1 時間)当りのアンアベイラビリティ

に換算した. 上式で A は通常の時間当りの故障率であ

る.

最後に運転過誤について言及しよう.たとえば本解析

に出てくる“Operator Erroneously Closes BV 208 

(BV 208)"事象である.これは巡視点検中に誤って運転

1983 年 1 月号

員が常時開のデアレータ出口弁を閉にしてしまう過誤，

いわゆる Reverse Error と呼ばれるものである.

これに対しては， WASH-I400 Appendix n の“Ope

rator Error Valve A03 Closed(BXVA003X)" のデ

マンド当りの過誤率 1 x 10・‘を使用した.ただしこのモ

デル紛では 4 時間の勤務交代制をとっており，その聞

に 1 回巡視点検にゆくとして，評価対象時間のアンアベ

イラピリティは. 1. 0x lO-l x1/4=2.5x lO-5 とした.

Reverse Error であることを考えれば，この過誤率はか

なり高いものといえるかもしれない.また，この過誤率

は弁の設置場所，銘板やタグの有無，鎖ロックの存在そ

の他マン・マシンインターフェ}スでの過誤防止の配慮

がどこまできているかに大いに関係してこよう.しかし

本解析ではごく一般的な過誤率を割りつけるとともに，

後述する感度解析を行なったにとどめている.

次に②の使用環境の問題である.これは，ターピン船

環境のコンポーネント故障率など，特定条件のデータ・

ベースがそろっていない現状では，この種の一般的なデ

ータ・ベースに依存せざるを得ないであろう.今後，よ

り詳細な，現実的な評価をする場合にはこの問題は十分

に検討する必要があろう.

2.5 フォールト・ツリーの評価

2.2で構築したフォールト・ツリーをもとに. 2.3で述

べた基礎事象の生起確率を用いて，フォールト・ツリー

の評価を行なう.まず，点推定の頂上事象の生起確率は

WAMBAM コードで計算した結果をまとめて表 1 に示

そう. WAMBAM コードは，真理表を使って直接頂上

事象の点推定の確率を計算するコードである. (なお，フ

ォールト・ツリー解析用の計算コードについては，文献

[8J. [10Jなどに詳しい説明がなされている. )頂上事象

の生起確率は 4.9x 1O-</hr と計算される. MTBFに換

算すると 2. 04x lOahr である.

次に. PREP コードを用いて，ミニマル・カットセッ

ト*を求めた. PREP コードは WASH-1400 の解析に

表 1 中間事象の生起確率

中間事象 1 生起確率(神間)

給水系統の故障 I 1.1 x 10-< 

復水系統の故障 I 8.7 X 10-5 

バーナ一系統の故障 I 4. 5x 10-< 

燃料油系統の故障 I 1. 7 x 10-< 

送風機系統の故障 I 3.3 X 10-5 

制御用圧縮空気系統の故障 I 3.1 X 10-5 

ホミニマノL ・カットセット (MCS) ;基礎事象の集合で，

どの l つの要素が生起しなければ頂上事象が発生しな

くなる最小の組合せをいう.
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使われた計算=ードで，ゆ70年に公掬されたこ

の種のコードの最初のもので，プール代数によっ

てミ品マルeカットセ γ トを求めるものである.本

解析の頂上事象の生起喜護軍区に大きく寄与する lx

1O-5/hr 以上の要素を示すと図 2 のようになる.

本解析ぞは 2 次以上の事象の寄与はほとんど無

視できるといえよう.ここで，共通事要因故障の寄

与が無畿できるほどに小さいとしていることに注

意してほしい.これは 1 つには解析対象システム

に冗長役が乏しいこと{これは 2 次のミニマル・カ

ットセットの寄与がきわめて小さいことからもわ

かる)を反狭している . 'Jむ長性をもっ制御F誇圧縮

空気系では 2台の苛 γ プレ・y サ…の同時故障で

機能幾失となるが，コンプレッサーの単体の放際率がた

とえば 10-5/訟のオーダーと十分低いので， 2 会のコン

プレッサーに完全従嵐倹( 1 台の口ンプレッサ}が故障

した場合，待機中の他の i 台も故障する確皐が 1 である

とする}を想定しても溺 3 に示す i 次事象の寄与よりは

小さし無視できると考えられる.

PREPコードで得られたミニぜん・カットペ:!-;I トをも

4.号 XI0 ‘Ih 8.0XIO-'/h 

図 2 頂上事象に寄与する基本毒事象の分類

とに，本システムの欽憶に対する簡略化されたフォー I~

ト・ツザー (Reduced Fault Tre的役作成すると，限 3

のようになる.

BV202 君 I!P lU主主 OR L 
王角K

U6018 

1M 白.2S00E即日~ 1M 0.2 
). 

図書 ボイラーシステムに
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2.8 感度解析

殴 31こ示した簡略化されたフォールト・ツ P ーから頂

上事象の発生に寄与する愛犬な故障{シーケンス}は，次

の 3 穂類である.

(1) 震源の喪失 ② 運転員誤操作 ③ コンポーネ

表 2 電源系統に関する頂上事象の感度

ント単体の故障 ②の運転員過誤については，前述したように WASH

2.2 で述べたように電源系統については十分な情報が ω1400 で使われた鐙をそのまま使用したが， この過誤率

得られなかったために，本解析では電力を必要とするコ を義準としてその 1/100 から 100倍までー織に変化させ

ンポーネント に対しては発電機から直接絵君愛されている た符，各サプシスデムのアンアベイラピザティがどのよ

と仮定している.そして定量化に当っては， WASH- うに変化するかを調べた.これを示すと図 4 のようにな

1400 の商用電源喪失の生観確率 3x lO-s/hr 合基準に感 る.ベースでは，現場操作の過誤率を 1 X 10- 3，制御室

度解祈念行なった.その結果を示すと，表 2 のようにな 操作の過誤率を 1 x 10-' としているが，これを約 1 桁上

る.電源爽失の生起E奪還停電ì:.' 1 桁上げると，その寄与のた げると，頂上事象の生起確率は 2.06x 10-8 と 4倍にな

めにボイラーシステムの愛犬童文湾発生頻度よりもいちじ ~.これに対して 1/IOtこしても 3. 37x 10-4 で 30%程度

るしく高いアンアベイラピリティを与えることになり， の改善にすぎない.この際に示すようにこのシステムは

現実的でなくなるのも ここでは WASH-1400のデ一 人的過誤に比較的鋭敏で、あり，マン・ 7 シンインターフ

6V301 RUPTURE OR L 
EAK 

畢05

500E僻8亀

関する Reduced Tree 
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品ースでの人間工学的配慮の有無によっては，システム

gl 基
ム……中開
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図 4 人的過誤による各系統の感度

のアンアベイラピリティがかなり変動し得ることに注目

する必要があろう.

2.7 誤差伝播・波及効果

WASH-I400 では，故障率として対数正規分布を葱定

し，エラー・ファクターとして 10. 30. ーなどをあては

めている.エラー・ファクターは統計的な不確実さを反

映した尺度である.本解析においては，図 3 の締約した

フォールト・ツリーに対し，各事象のエラー・ファクタ

ーとして 10を想定してモンテカルロ法による信頼区間の

推定を行なった.使用した計算コードは SPASM であ

る.このコードは WASH-1400 で使われた SAMPLE

コードを拡張したもので，使用できる確率分布の種類が

SAMPLE よりは増大している.試行回数は， パラメ

トリックに変化させたが2000回以上で一様になるので，

3000固とした.得られた結果は，表 3 に示すとおりであ

る. これからメディアン値では. 6.8x 10-1 となる . 95 

%信頼限界をとると1.84x 10-3, 5 %信頼限界をとると

3.1 x 10→である.

2.8 システムの改良

ここで簡単に本解析の結果として，システムの改良に

ついて信頼度の観点からとりまとめよう. 2.6 感度解析

38 (38) 

頂 k事象

で，電源系統と人的過誤の問題を述べたが，ここ

ではハードウェア故障の観点から，このシステム

の問題点のうち重要な部分を述べる.

① パーナ一系統:燃料油圧制御弁(A I03) の

故障がほとんどこの系統の故障を支配してい

る，といって良い.同弁の位置指示計の信頼

性向上の検討が必要である.システム改良に

最も有効である.

② 燃料治系統:かなりの冗長性を備えている

が 2 器ある燃料油加熱器の加熱蒸気系統が

共通の温度制御弁から分岐し独立性を備えて

いない.温度制御弁，蒸気源の故障は即燃料

油系統の故障となる.

③ ボイラ一本体:過熱器出口側の逃し安全弁

の設定値以下での誤開による漏洩が本解析で

は支配的である.また過熱器出口蒸気温度昔話l

御用の熱電対の故障の寄与も大きい.これら

の定期的な点検が必要である.

④給水系統:人的過誤の感度解析で述べたB

V208 の誤閉など， 本系統のいくつかの弁に

ついての問題が最大である.現場手動弁につ

いては，重要なものはロックが必要である.

またデアレータ側の循環水もどし弁40Vを誤

閉すると 2 台の給水ポンプが同時に機能喪

失することに注意しなければならない.

これらの評価結果は，各サブシステムごとのフォール

ト・ツリーのミニマル・カットセットを評価することに

XI0' 
FACTOR 

表 3 頂上事象の確率分布

DISTRIBUTION CONFIDENCE LIMITS 

CONFIDENCE 
(PER CENT) 

FUNCTION V ALUE 

0.5 
1.0 
2.5 

2.0725E-04 
2. 3704E-04 
2.790IE-04 

5.0 
10.0 
20.0 
25.0 
30.0 
40.0 
50.0 

60.0 
70.0 
75.0 
80.0 
90.0 
95.0 
97.5 
99.0 
99.5 

3. 1113E-04 
3.7273E-04 
4.6122E-04 
4.9755E-04 
5.3550Eー04

6.0878E-04 
6.8214E-04 

7.8759E-04 
9.108IE-04 
9. 8974E-04 
1.0805E-03 
1. 4244E-03 
1. 8396E-03 
2. 3620E-03 
3. 6540E-03 
4. 4740E-03 
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表 4 重大故障に関する諸数値の比較

聾明言語議開叫唱r!平均故障時間
1[11zr10 附 11110 i(!?:;)|711 
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ょった.このように，フォールト・ツリー解析はシステ

ムの弱点を見つけ，それを除去するうえでの有効な対策

を検討するうえでも有効である.

3. 統計データとの比較

比較対象は日本舶用機械学会ボイラー研究委員会が

1977年時点で就航期間 4-5 年のタービン船(15)を対象

にアンケート調査にもとづいて集計したものである [4J.

その結果を示すと表 4 のようになる. 4 回の調査で平均

アンアベイラピリティは0.0064-0.0025である.最も新

しい調査は MTBF が3717時間，アンアベイラピリティ

0.0025である.ただしこの統計には，報告者たちの解析

対象外とした推進系統，潤滑油系統およびタービン系統

の故障が含まれているが，その寄与はあまり大きくない.

時代の進展とともに信頼度が向上しているのは，初期故

障が少なくなってL、くためと考えられる.これは，文献

[4Jによると，最も故障率への寄与が大きいボイラ一系

(これはフオ}ルト・ツリー解析のボイラ一本体とパー

ナ一系統を含む)が全体の56%であり，また故障事象別

分類でみると，全体の40%近くが弁，フランジからの漏

洩であることからも明らかである.

表 5 に，フォーノレト・ツリー解析の結果と文献 [4J

の統計を並べて記載する.フォールト・ツリー解析の結

果としては若干問題もあるが，通常良く行なわれるメデ

ィアン値をもとにした点推定値があげである. (誤差伝播

解析をもとにした頂上事象生起確率のメディアン値は表

3 に示したように 6.82X 10-f となる . ) 

表 4 で比べると， MTBF でフォールト・ツリー解析

では2000時間であり，故障統計は3700時間である.この

ように，両者が少なくともオーダーで一致していること

は，フォールト・ツリー解析の威力を示すものとして特

記できょう.フォールト・ツリー構築に当って入手した

プラント情報の完全さや，フォールト・ツリ一定量化に

当つての故障率データの十分さなどに関しては，大いに

1983 年 1 月号

表 5 重大故障に寄与する各系統の割合
(フォールト・ツリーの結果と統計値との比較)

参考統計資料 l フォールト・ツリー解析結果

子子1事|分類|腎|栃
全体システム 1 100 11全体システム 14.9X 10• 1100. 0 

ボイ ラ一系 56.0 
ボイラー本体 [6.5X川 ω

ミーナ一系統[2.5X 州問。

燃料系
送風機系統 13 X 10-6 [ 0.6 

2 6li  燃料油系統 2.5xlO-5
1 5.4 

空気

給水系 [-8.8[1給水系統 1-;-.4X -;州 7.4

!:J-イE雨量J竺竺I~
電気自動化系/ 3.5/[電源系統 [6. Ox 10- 5 /は o

問題はあるものの，フォールト・ツリー解析はこの程度

にアンアベイラピリティを推定できるのである.まった

く統計的データが得られない新しいシステムの信頼性の

評価にもフォールト・ツリー手法が有効であるといえよ

う.

各系統のシステム故障に対する寄与度を表 5 で比較す

ると，電源系統(フォールト・ツリー解析)と電気自動化

系(統計データ)の寄与度，ターピン系と復水系統の対応

する部分にかなりの違いがみられる.

これは，フォールト・ツリー解析の電源系統で説明し

たようにシステム情報の不足と，システム境界の差違

(たとえば，フォールト・ツリー解析ではターピγ本体

はシステム境界外としている)の問題なども反映してい

るといえよう.

図 4 から容易にわかるように，もし人的過誤がまった

くなければ，フォールト・ツリー解析による MTBF は

3000時間になる.システムの仮定によって，フォールト・

ツリー解析結果と統計データは容易に一致し得る程度に

変化し得るといえよう.

統計データと比較してみて，これらのデータ収集，整

理の方法に若干問題があることが判明した.今後望まれ

ること l主，

① 故障データの収集に当つては，分類項目が互いに

独立であるよう注意すること.

② 代表的な故障モードについては，故障内容の詳細

な記述を付すこと.

③ 故障統計としては，分布形の推定に関する情報を

付すこと.

などである.
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4. まとめ

本報告書では，タービン船の主機駆動用ボイラーの機

能喪失を対象にフォーノレト・ツリー解析を行なってアン

アベイラピリティを推定し，運転経験から得られた統計

データとの比較を行なった.MTBFで点推定値は約2000

時間である.これに対して過去の統計は， 1110-3717時

間である.データの十分さ，完全性の問題などを考慮し

でも，両者の一致は現時点ではほぼ満足できる程度に良

いと結論づけて良いであろう.運転経験のまったくなレ

ような新しいシステムの信頼度も，フォールト・ツリー

解析でかなりの確からしさをもって推定できる，といっ

て良い.

プラント・データの不足は，フォールト・ツリー構築

に当つては，常に存在する.この場合，本解析で行なっ

たように工学的判断にもとづいた仮定をたてて，その仮

定相互間に矛盾がないようにして解析を進めることが唯

一の方法であろう.その仮定については，本解析で行な

ったように感度解析を行なって，重要性を評価すること

が大切であろう.システムの信頼度にその仮定が大きな

彰響をおよぼすことがわかったら，その仮定の妥当性を

さらに詳細に詰める必要があろう.

また，フォールト・ツリーの感度解析は，人的過誤の

例で示したように，システムの弱点を見つけるうえでも

有効である.構成サブシステムの中で，どのシステムが

人的過誤に弱いかなどといった問題に対し，この手法は

有効であろう. ミニマル・カットセットからの情報は，

システムやサプ・システムの信頼度を阻害している基礎

事象は何かを示唆する. システムの改良案の検討にきわ

めて有効である.単に設計の検討だけでなく，運転や保

守などを含めた総合的な信頼性を，系統的かつ論理的に

検討するこの手法のシステム解析の道具としての期待は

高い.各種の用途の計算コードが，フォールト・ツリー

解析の分野で公開され実用に供されるに至っていること

は，今後ますますこの手法が使われるようになるであろ

う.
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