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原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会 

第３回合同審査会 議事録 

 

１．日時 

 平成２６年１２月１２日 １０：０２～１２：０９ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階会議室Ｃ 

 

３．出席者 

 原子炉安全専門審査会 

  岡本 満喜子 国立大学法人長岡技術科学大学大学院技術経営研究科 准教授 

  勝田 忠広  明治大学法学部 准教授 

  代谷 誠治  国立大学法人京都大学 名誉教授 

  関村 直人  国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 教授 

  中川 聡子  東京都市大学工学部 教授 

  松尾 亜紀子 慶應義塾大学理工学部 教授 

  米岡 優子  ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド テクニ

カルオペレーションマネジャー 

 核燃料安全専門審査会 

  浅沼 徳子  東海大学工学部 准教授 

  岡本 満喜子 国立大学法人長岡技術科学大学大学院技術経営研究科 准教授 

  勝田 忠広  明治大学法学部 准教授 

  松尾 亜紀子 慶應義塾大学理工学部 教授 

  森山 裕丈  国立大学法人京都大学原子炉実験所 所長 

  山中 伸介  国立大学法人大阪大学大学院工学研究科 教授 

  米岡 優子  ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド テクニ

カルオペレーションマネジャー 

 原子力規制庁 

  山田 知穂  審議官 
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  佐藤 暁   原子力規制企画課長 

  石井 洋一  企画官 

 

４．議題 

 （１）核燃料安全専門審査会会長の選任について 

 （２）スクリーニングと要対応技術情報の状況について 

 （３）その他 

 

５．配付資料 

  資料１   原子炉安全専門審査会審査委員名簿 

  資料２   核燃料安全専門審査会審査委員名簿 

  資料３   スクリーニングと要対応技術情報の状況 

  資料４   ２次スクリーニングの検討状況 

  資料４－１ スクリーニング終了とする案件（１／３）…新情報により再検討の可能 

                            性のある案件 

        「制御棒落下時間テスト中に生じた２体の制御棒クラスタの不完全な挿 

        入」について 

  資料４－２ スクリーニング終了とする案件（２／３）…既存の規制体系で対応する 

                            案件 

        「格納容器貫通部、メカニカルシール及びその他の機器においてテフロ 

        ン材が劣化する可能性」について 

  資料４－３ スクリーニング終了とする案件（３／３） 

        「計装制御モジュールのハードウェア、コンフィギュレーション及び手 

        順書の問題」について 

  資料５   要対応技術情報リスト（累積） 

  参考資料１ １次スクリーニング結果 

 

５．議事録 

○山田審議官 それでは、少し予定の時間を過ぎてございますけれども、ただいまから原

子炉安全専門審査会と核燃料安全専門審査会の第3回合同会合を開催させていただきます。 
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 今回も前回同様、両審査会に共通する事項もあることから、合同審査会という形式で開

催をさせていただきます。 

 それでは、まず議事に先立ちまして、事務局から、本日の配付資料の確認をさせていた

だきます。 

○佐藤課長 それでは、今日資料は、一つ、冊子みたいな形になったものと、あとA3の資

料を1セット折り込んだ形になっております。 

 まず、冊子のような形になったとじ方をしているものが、順番にまずおめくりいただく

と、資料1と資料2ということで、原子炉安全専門審査会の審査委員、それと核燃料安全専

門審査会審査委員の名簿でございます。資料3が、横のスタイルになりましたスクリーニン

グと要対応技術情報の状況ということでございます。それで、資料4ということで、2次ス

クリーニングの検討状況、こちらは1枚紙になっていまして、6ページということで、資料

4-1ということで、「制御棒落下時間テスト中に生じた2体の制御棒クラスタの不完全な挿

入」についてというもの、こちらが続いておりまして、それで9ページに、資料4-2という

ことで、またこういう表になっています。この資料4-2につきましては、また別ということ

で、先ほどA3の資料が1セット入っておりますというふうにお話ししましたけども、全く同

じもので、ちょっと字を大きくしたということで、見やすくしたものが資料4-2として同じ

ものが別添えになっています。次に、通し番号11ページということで、資料4-3ということ

で、「計装制御モジュールのハードウェア、コンフィギュレーション及び手順書の問題」

についてというもの、こちらが続きまして、通し番号でずっと続いていまして、その次が、

資料4-3の参考ということで、21ページから至近10年間における我が国の原子力発電所の計

測制御関係事故故障報告リストというものが載っております。通し番号ページの23ページ

からが資料5ということで、要対応技術情報リスト（累積）というものがありまして、これ

がずっと続いております。それで、これが資料5ということでございます。これは最後まで

続いているということでございます。 

 あと参考資料1というものが、こちらが通し番号25ページから参考資料1ということで、

それで、通し番号が結局最終的には、通し番号51ページまで続くということでございます。

もし乱丁落丁ございましたら、御連絡いただければ差し替えさせていただきます。 

○山田審議官 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、ネームプレートについて、続いて御説明させていただきます。 

 前回同様、机上のネームプレートに色をつけさせていただいております。両審査会への
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所属を表すということで、青色のネームプレートにつきましては、原子炉安全専門審査会、

赤色のネームプレートにつきましては、燃料安全専門審査会、白色のネームプレートにつ

きましては、両審査会の審査委員ということにさせていただいてございます。 

 それから、御存じかと思いますけれども、核燃料安全専門審査会の会長を務めていただ

いておりました田中前委員が、9月19日付で原子炉規制委員会のほうの委員に就任をされて

おります。これに伴いまして、会長職が空席となってございます。 

 初めに、議題1といたしまして、核燃料安全専門審査会の会長の選任をさせていただけれ

ばというふうに思います。 

 審査会の会長は、原子力規制委員会設置法の第16条第1項及び第19条第2項に基づきまし

て、審査委員の皆様の互選によって定めるということになってございます。 

 前回の合同審査会後に退任されました田中知前会長より、森山審査委員の御推薦をいた

だいているところでございますけれども、皆様の御意向を伺わせていただければというふ

うに思いますが、いかがでございましょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

（異議なし） 

○山田審議官 それでは、会長を、森山審査委員にお願いをさせていただきたいと思いま

す。 

 それでは、恐縮でございます。会長席のほうにお移りをいただけますでしょうか。 

 それでは、早速で恐縮でございますけれども、森山会長に一言御挨拶をいただければと

思います。 

○森山会長 おはようございます。ただいま御紹介をいただきました森山でございます。 

 安全委員会のときも、この核燃料安全専門審査会のメンバーを務めさせていただいてお

ります。今回も同じ名前ではございますけども、規制委員会の指示に応えて調査、審議す

るという任務だと心得ております。 

 微力ですので、皆様のお力をおかりして精一杯務めてまいりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○山田審議官 どうもありがとうございました。 

 それでは、ここからの議事の進行についてでございますけれども、運営規定に基づきま

して、合同審査会の議事進行は、共同議長は協議して務めるということになってございま

す。 

 前回の合同審査会は、退任されました、田中前会長にお務めをいただきましたけれども、
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今回は代谷会長に議事の進行をお願いしたいと思いますけれども、よろしゅうございます

でしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、代谷会長、今後議事進行よろしくお願いいたします。 

○代谷会長 それでは、早速議題のほうに入らせていただきたいと思います。 

 議題2のスクリーニングと要対応技術情報の状況についてでございます。 

 本件につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○石井企画官 事務局をやっております、原子力規制企画課の石井でございます。 

 それでは、資料3に基づきまして、スクリーニングと要対応技術情報の状況ということで、

御説明をしてまいりたいと思います。 

 資料3の一番左側に、1次スクリーニングの検討対象、37件というのがございます。これ

は前回の炉安審・燃安審が8月1日でしたので、その前に締め切ったものがあり、7月2日～

11月6日の間のスクリーニングで扱った情報についてでございます。 

 1次スクリーニングをやりました結果、35件がスクリーニング終了で、2件を2次スクリー

ニングに上げております。2次スクリーニングのほうに上がりました2件、これがそのまま

一番右の2次スクリーニング結果の評価案技術情報検討会という青字で縁取りされたとこ

ろがございますが、ここにかかっております。 

 それから、この2件のほかに、もともとありました、その上にあります、要対応技術情報

とするために調査中の案件2件ということで、合わせて4件を審議しております。その結果、

要対応技術情報とするために、さらなる調査を必要とする案件が1件、それからスクリーニ

ング終了案件が3件ということになっております。 

 それから、参考の欄がありますが、参考の欄には、今までにスクリーニングを終えて、

要対応技術情報となって対応中のもの7件、それを資料5に示してございます。 

 それから、8月の資料にはございませんでしたが、新情報により再検討の可能性のある案

件ということで、これは後ほど説明いたしますが、トラブルの起きた当事国でもまだ原因

がよくわかっていないので、とりあえずは、スクリーニングアウトをするんだけれど、新

情報が入った場合に、再検討するということで、リストから消えてしまうとまずいので、

こういうような欄を設けてリストをつくっております。 

 以上が資料3の説明でございます。 

 続きまして、資料4のほう、2次スクリーニングの検討状況を御説明してまいります。 
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 まず、新規の2次スクリーニングの案件として二つございます。 

 1番が、IRS情報ということで、IRS情報と申しますのは、これはIAEAからの情報でござい

ます。International Reporting Systemに基づいて、IAEAから各国に配信されているもの

です。これは基本的には、メンバー限りになっておりますので、全て公にするというわけ

には参りません。 

 それで、この資料の中でも、当事国及びどこのプラントかというのは、特定されないよ

うな書き方になっております。その点、御留意いただければと思います。 

 これにつきましては、制御棒落下時間テスト中に生じた2体の制御棒クラスタの不完全な

挿入ということで、これが先ほど申し上げました、新情報により再検討の可能性のある案

件になります。とりあえず、スクリーニングアウトはするんだけれども、後で新情報が入

ったら再検討するという案件でございます。 

 それから、二つ目。これはIN2014-04という、これはNRCからの情報でございます。NRC

の情報は、ホームページ上でオープンになっておりますので、これは全くオープンな情報

です。格納容器貫通部、メカニカルシール、及びその他の機器においてテフロン材が劣化

する可能性ということで、これについて審議した結果が書いてございます。詳しい内容は、

後ほど資料4-2のほうで御説明をしたいと思います。 

 それから、その下に行きまして、前回までの審査会で、要対応技術情報とするために更

なる調査を必要とした案件として二つございます。 

 一つが、IN2011-22というもので、これもNRCの情報でございます。「計装制御モジュー

ルのハードウェア、コンフィグレーション及び手順書の問題」ということです。これにつ

きましても、資料4-3で、詳しく説明いたしますので、ここでの説明は省略させていただき

ます。 

 それから、その下、一番下になりますが、RIS2011-12、これもNRCからの情報になります。

発電所の配電系統電圧の妥当性ということで、これについては、継続検討ということにな

っております。事象の概要ですが、当該RISは、不足電圧継電器の設計及び送電網を含む発

電所内外の電力系統の解析に関連する問題を周知したものです。 

 どういう話かといいますと、もともと発電所には、不足電圧継電器というものがついて

おりまして、電源がなくなった場合、特に非常用の電源がなくなった場合、不足電圧継電

器が検知をして、普段は外部の送電線から非常用系の電源をもらっているんですが、不足

電圧継電器が電源がなくなったことを検知したならば、非常用ディーゼル発電機が起動し
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て、そちらに切りかわるというシステムになってございます。 

 それがこの事象では、電圧が中途半端に下がった事象で、劣化電圧事象というふうに米

国では呼んでおりますが、ぱたっと全部なくなったわけではなくて、80％とか90％とか、

中途半端な状態まで電圧がドロップした事象です。不足電圧継電器というのは、一般的に

70％ぐらいにセットされておりますので、70％まで下がらない限り、ディーゼル発電機へ

の切り替えが起きない、それが90％、80％にとどまった場合、ディーゼル発電機は起動し

ない。でも、非常用機器のポンプが起動した場合には、支障があって、電圧が低いために

トリップしてしまうというようなことが生じてしまったというものがこの事例でございま

す。 

 米国では、これに対応するために、不足電圧継電器70％の上、90％ぐらいのところに劣

化電圧継電器、Degraded Relaying Systemというものをつけております。これについて、

日本もその必要があるのではないかということで、検討を重ねている状況です。 

 いろいろ調べてみますと、欧州では、こういう規制要件はありません。米国だけで、欧

州で一部のプラントで自主的にこれをつけているプラントはありますが、規制要件として

はおりません。国によってもいろいろ考え方が違っていて、それから、送電網の状況もま

た違いますので、もう少し検討して、日本でやる必要があるかどうかというのを見極めた

いと思っております。 

 従いまして、これについては、ペンディングということで、今回資料は御用意しており

ません。 

 以上が資料3、資料4の説明になります。 

○代谷会長 御説明ありがとうございました。 

 資料の3では、7月2日～11月6日までの間に行ったスクリーニングの状況について、資料4

では、現在検討を行っている2次スクリーニングの状況についてということで、規制庁のほ

うから御説明がございました。 

 今回、結果としては、要対応技術情報とする案件はなくて、要対応技術情報とするため

に更なる調査を必要とする案件が1件、2次スクリーニング終了案件ということが3件という

ことでございました。 

 ここまでで特に御質問等がなければ、2次スクリーニング終了案件の3件について、順次

内容の説明をお願いしたいと思いますが。 

 勝田委員どうぞ。 
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○勝田委員 説明ありがとうございます。簡単な質問なんですが、教えてください。 

 2点ですね。IRS情報について、クローズドという話ではあるんですが、それについてこ

の情報の、何というんでしょうかね、例えば、いい点も悪い点もあるかと思います。クロ

ーズドだからこそ、これは自由な情報が出ていると考えるのか、やっぱりクローズドだか

らこそちょっと限界があるとか、もしそういう何か情報があるんだったら教えてください。 

 2点目は、もしかしたら前回説明があったかもしれないんですが、この表の中に目標判断

時期というのが、右から2番目にあって、これはどういう根拠で決めたのかちょっと教えて

ください。例えば、優先度によってこの判断基準が変わるのか、あるいはただ単に事務的

な話なのか。 

 以上です。 

○石井企画官 では、まずIRS情報のほうを御説明させていただきます。 

 IRSのほうは、基本的には、各国からの自主申告になっております。IAEAの事務局に対し

て、各国の情報を全くオープンにはしないで、各国の規制機関とそれから事業者だけで共

有しますよということで、自由に出してくださいということで、IAEAと取り決めをして、

各国がある程度、秘匿されるということを条件に提出しているものですので、情報を出し

やすくしてもらうという意味からすると、ある程度クローズドにせざるを得ないのかなと

思っております。全くオープンというのは、ちょっと難しいかなと思います。 

 逆に、クローズドなので安心して出してくださいということで、いろんな情報が集めら

れるということですので、それを各国の規制機関なり、事業者が見て、自分たちに必要な

ものは対応していくという対応がとれますので、今のやり方で致し方ないというか、この

ほうがよろしいかと思っております。 

○佐藤課長 それで、補足させていただきますと、ですから、そういうやや情報が限定的

な範囲で、今回例えば、また後ほど御説明する資料の4-1になるんですけども、資料のつく

り方もやや少し制約的になっておりますけれども、私どもとしては、これが安全の本質に

関わるような問題であれば、これは当然、当該国なりにそうした情報のさらなる共有を働

きかけて、それをオープンにするという、そういう姿勢であることは御承知、御理解いた

だければというふうに思います。 

○石井企画官 それから、目標判断時期でございますが、これは基本的には、急ぐ案件か

どうか。早目にやらなければ、判断して、規制対応しなければいけないかどうかというの

が、まず第一にあります。それで優先度というものをつけております。 
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 優先度が、さほど危急的にやらなければいけないものでないのであれば、後は事務局の

ほうで、どれぐらいで片づけられるかということで、事務的な判断で目標判断時期という

ものを決めております。 

 今回は、優先度という意味で言いますと、全てBランクで、すぐ対応しなければいけない

というものは、あまりないというふうに判断をしております。 

○代谷会長 よろしゅうございますでしょうか。 

○勝田委員 はい。 

○代谷会長 そのほか何かございますでしょうか。 

 特になければ、今ちょっと御質問もございましたが、4-1の「制御棒落下時間テスト中に

生じた2体の制御棒クラスタの不完全な挿入」についてということで、規制庁のほうから御

説明をお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○石井企画官 では、資料4-1、「制御棒落下時間テスト中に生じた2体の制御棒クラスタ

の不完全な挿入」について御説明をしてまいりたいと思います。 

 まず1番の、事象の概要ですが、これは通常に運転を終了していて、特段トラブルがあっ

たわけではないんですが、停止後に制御棒の落下時間の測定テストを実施しました。した

ところ、2体のクラスタ、これは制御棒です。制御棒が完全にダッシュポットに挿入されな

かったと。それから、6体については、運転規則で定められる落下時間の制限の基準の時間

がありますが、基準時間内におさまらなかったという事象でございます。 

 それから、2.当該事象の調査状況でございますが、これは事業者の原因分析により、燃

料集合体の変形が制御棒クラスタの落下速度に影響を与えていることが判明しました。 

 この結果を受けて、全ての燃料集合体の変形を測定したところ、20mmを超える大きな変

形が6体確認されました。それから、燃料集合体の変形は、これまでの知見と同様に炉心の

中央領域で大きく「C型」、普通は図1にあるようなC型が多いんですが、「S」とか、「W」

とか、若干複雑な変形も見られたということでございます。 

 ただ、その原因については、まだ調べ切れておらず、特定されておりません。まだ調査

を進めてデータを蓄積しているような状態だと。これは集合体の構造設計、それから材料

特性、それから部材の組み合わせによって、こういうものは複雑に絡み合って発生してい

ると思われるというところでございます。 

 それから、この全てではないんですが、トラブルが多く起こっている燃料については、
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日本の燃料と比べて若干長尺の燃料を使っております。日本の燃料は、大体12フィートの

燃料なんですが、14フィートという、トラブルを起こしているもの全てが14フィートとい

うわけではないですが、14フィートのものが多いというふうな情報も来ております。 

 それから、3.で国内の状況ですが、国内でも過去に、制御棒や燃料集合体の曲りは発見

されているが、破損に至った例はありません。 

 PWRにおいては、大昔、美浜2号機で燃料棒の曲りが発見されて以来、いろいろ原因分析

をして、いろいろな対策をやっております。 

 支持格子のばね力を弱めるだとか、拘束力を弱めるだとか、それから、支持格子の段数

を増加するだとか、後は基本的に燃料の被覆管というのは、ジルコニウムの合金が使われ

ておりますが、それも改良を何回か重ねまして、今は基本的にはPWRは、ジルカロイ－4と

呼ばれているもの、それからBWRでは、ジルカロイ-2と呼ばれているもの、こういうような

ものを使って燃料棒をつくっております。 

 最近では、こういう燃料棒の曲りというものは、発見されておりません。若干の曲りは

あるのかもしれませんが、少なくとも制御棒が入らないような曲りというものは、もう数

十年報告はされていないというところでございます。 

 それから、3.の下のほうになりますが、国内の発電プラントにおける制御棒の挿入性に

関連する検査は、次のようになっていますということで、国の定期検査で、燃料集合体を

検査対象として、抜き取り検査を実施して、曲りや変形などを一応確認をしております。 

 全数ではないんですが、燃料集合体、かなり数がありますので、毎点検ごと全数という

わけではありませんが、燃焼度に応じて代表的な集合体を選び出して、抜き取り検査で健

全性を確認しております。 

 それから、制御棒の挿入性に関しては、国内では保安規定に基づき定検停止時に制御棒

のスクラム機能の確認を行っているということで、定検中に制御棒のテストというものを

やっていまして、ちゃんと規定時間内に制御棒が挿入されるということを全数、こちらの

ほうは全数です。全数確認してからプラントを起動しているということになっております。 

 それから、4.に関連する海外情報ということで、今回発見された当事国だけの話ではな

くて、もうちょっとほかの国でもありますよという情報が一応書いてございます。 

 ①で、2012年の燃料に関する国際会議TopFuel 2012で、韓国のPWRの燃料の集合体の曲り

が報告されています。これもいろんな要因が複合して起きていて、はっきりした理由とい

うのは、まだよくわかっていないというところがございます。 
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 それから②では、上記と同じTopFuel 2012で、ENUSAから新しい材料なんですが、RFAと

いう新しい燃料の部材を採用した燃料集合体の曲りについての報告がありました。ENUSA

というのは、スペインのウラン燃料公社ということで、スペインの燃料のメーカーでござ

います。そこで、ここの新しい燃料集合体の材料には、ZIRLOと呼ばれている、これもジル

コニウムの合金になりますが、こういうものが用いられておりました。ですから、日本と

は、ちょっと事情が違うということです。 

 一番最後の行ですが、また、ENUSA、WH、それからEDFの共同で、燃料集合体曲りのオン

サイト測定システム（DAMAC）が開発されて、RFAを対象としてデータが蓄積されつつある

ということで、各国ともこういう曲りについては、まだ調査が完了しておりませんで、デ

ータを蓄積して調査をしている段階だということでございます。 

 5．の2次スクリーニングの結果及び技術情報検討会以降の対応でございますが、本事象

は、集合体の構造設計、材料特性、部材の組み合わせ等が複雑に絡み合った燃料集合体の

曲りが原因であると予想される。 

 国内では、直ちに規制に反映するべき事項はなく、本件は2次スクリーニングで検討終了

としたい。 

 ただし、燃料集合体の曲りは、制御棒の挿入性というプラントの安全性に絡む問題であ

ることから、本事例に関する情報や知見を、燃料に関する国際会議等を通じて引き続き収

集し、国内への影響等について検討していくこととする。 

 また、国内への影響について、影響はあるということがわかった場合には、技術情報検

討会へ報告して、すぐに対応していきたいというふうに思っております。 

 とりあえず、これはスクリーニング終了という案件にしたいと思っております。 

○代谷会長 御説明ありがとうございました。 

 資料のこの4-1では、今回規制庁の事務局のほうから、2次スクリーニングで終了とする

案件として上げられたものでございまして、燃料集合体の曲りによって制御棒クラスタが

完全に挿入されないという事例に鑑みて、国内の状況等について示されてございます。 

 この件について、御質問、御意見等がございましたらよろしくお願いします。 

 じゃあ山中委員。 

○山中委員 大阪大学の山中でございます。 

 スクリーニングの結論は、これで結構かと思うんですけれども、1点ちょっと質問させて

いただきたいんですが、国内のBWRの燃料集合体で、ウォータ・ロッドが変形したという、
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燃料集合体の変形の報告があるかと思うんですけども、これについて触れられていないの

は、要因として、運転中の要因でないからそういうことは触れる必要もないということで、

触れられてないのかなという解釈を私はしたんですが、その辺りそれでよろしゅうござい

ますでしょうか。 

○石井企画官 はい、そのように解釈していただいて結構です。 

 それから、BWRの場合は、制御棒は燃料集合体の外側にあって、制御棒の挿入性には全く

影響を及ぼさない事象ですので、ここでは特段取り上げておりません。制御棒が入るか入

らないかというのが、非常に大きな問題ですので、ここでは、あえてそれを特出しで出す

ということはしなかったということでございます。 

○山中委員 了解いたしました。 

○代谷会長 関村委員。 

○関村委員 関村でございます。御説明ありがとうございました。 

 今の山中委員の御質問と重なる点も含めまして、3点ぐらいちょっとコメント、質問をさ

せていただければと思うんですが。 

 まず、運転中の、あるいは燃焼度の影響はないということに関連して、どういう事実関

係が公開されているのかということについては、お聞かせいただければというふうに思い

ます。 

 それから、もう1点、集合体の構造設計、材料特性、部材の組み合わせ等が複雑に絡み合

って発生している。これは曲りとしては、そういうことでよろしいのかなと思うんですが、

制御棒の挿入性という観点から、要するに、安全の観点から考えていく場合には、それ以

外の要因をどういうふうに総合的に考えていただいているのかということについても、ち

ょっとお伺いしたいと思います。 

 どういうことを申し上げているかというと、例えば、PWRであれば、制御棒案内管の磨耗

に関する件というのは、燃料集合体そのものの特性ではないんですが、案内管で磨耗が起

こることによって、制御棒が入る角度に関してもあるばらつきがあると、その場合におい

ても、挿入性が確保されるということと、加えて、このような曲りが複合的に起こること

によって制御棒が入らない場合があると。これについて、情報が今どういうふうになって

いるのかということについてお伺いしたいのが2点目でございます。 

 3点目でございますが、今後、この事例に関わるような情報や知見を得ていくということ

に関して、燃料に関する国際会議等を通じてとおっしゃっているんですが、それは燃料集
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合体そのものの曲りに関しては、そのとおりだというふうに思います。しかしながら、制

御棒そのものに関わるような課題が、燃料という分野で検討をしていらっしゃる方々とど

のような関係にあるかという議論が、ここでは必要ではないのかなというふうに思います。 

 例えば、BWRの制御棒でトラブルがあった場合に、これが事業者のほうで、いわゆる燃料

の専門の方々が使っていただけるような内容になっているのか、それとも炉内構造物とか、

機械系の分野の方々が使っていただける分野になっているのか、これが事業者によってま

ちまちであるということが経験されているんではないかなというふうに思います。 

 従って、確かに燃料のところが主なんだろうというふうに推測はいたしますが、このよ

うな事例、制御棒の挿入性という観点で、広く安全の問題を捉えるのであれば、燃料に関

する国際会議だけに限定しないで、やはり制御棒の挿入性に関わるような広い分野の知見

を今後とも収集していくということが適切であろうというふうに考えますが、この辺をど

ういうふうに進められる御意向を持っていらっしゃるかどうか、以上3点のコメントと御質

問をさせていただきましたが、よろしくお願いします。 

○石井企画官 ありがとうございました。 

 まず、情報の入手の方法でございますが、ここには燃料に関する国際会議等を通じてと

いうように書いてございますが、別に燃料に関する国際会議に限って情報を収集するとい

う意味ではございませんで、この燃料に関する国際会議が、やはり一番早く情報が入って

くるということでここに例示として書かれております。 

 特に、TopFuelなんかもそうなんですが、OECDの関係の会議でこういうものが開示される

ことが多いので、そちらのほうに、まず注目をしたいということで、それ以外の情報が入

ってきたならば、もちろん燃料以外、炉内の炉内構造物に関するようなワーキングとかも

ありますので、そちらのほうで情報が入れば、当然のことながら、そちらからの情報を仕

入れるということで考えております。 

 幸いですね、この3月にJNESのほうと合体しまして、JNESのほうで、こういう国際会議に

いろいろ出ておりました。それから、燃料の会議のほか、いろいろな部材に関する会議に

も出ております。規制庁の技術基盤グループというところにJNESの研究部隊は吸収された

わけですが、技術基盤グループからの情報が入り次第、こちらとしても対応を取っていき

たいというふうに考えております。 

 それから、あと、ここで書かれている情報以外のもう少し詳しい情報はないのかという

お話ですが、TopFuelの会議とかでも、もうちょっと詳しいのはありますが、具体的にどこ
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の部分がおかしくなった、どの集合体のどこの部分がおかしくなったとか、そういう細か

い話はありますが、結果として、何が悪かった、何が原因だったのかというようなことを

書いているような資料はありませんし、発表もまだ全て調査中というようなことになって

おりますので、その辺は細かいところまでは、ちょっとわかっていないというところでご

ざいます。 

 この程度でよろしいでしょうか。 

○山田審議官 関村先生の御指摘は、本件は、燃料の健全性についてという問題だけでは

なくて、制御棒の挿入性という観点が、その安全上の意味であろうということで、その観

点から、しっかり情報収集なり確認をしていくべきではないかということかと思います。 

 本件につきましては、燃料の曲りということで御説明させていただきましたけれども、

御指摘のとおり、安全上の意味としては、制御棒の挿入性、原子炉停止できるかどうかと

いうところですので、今後、制御棒の挿入性という観点からすると、恐らく、こういう燃

料の会議というよりも、運転経験として各国の検査なりでどういう情報が出てくるかとい

うところが中心になるかと思いますので、御指摘いただきましたとおり、燃料の国際会議

だけではなくて、運転経験を広く、全般的によく注視をしていくということにさせていた

だきたいというふうに思っております。 

○代谷会長 よろしゅうございますでしょうか。 

 勝田委員。 

○勝田委員 説明ありがとうございました。 

 幾つか基本的な質問です。まず、一つなんですが、燃料集合体の変形という言葉を使わ

れているんですが、ちょっとイメージがわからないのでもう一度説明してください。 

 海外と日本では、ちょっと長さが違うという話があったんですが、いわゆる数百kgぐら

いの大きなもので、数mぐらいのものであって、そういうのを考えると、多少のいわゆるた

わみみたいなのはあるとは思うんですが、この場合の変形というのは、本当にもういわゆ

る変形してもとに戻らない形があるのか。 

 あとは、どの部分がということですよね。制御棒そのものが、すみません。燃料棒その

ものが全体が曲がるのか、一部が曲がるのか、そういう燃料集合体の変形という、ちょっ

とイメージしやすい説明をもう一度お願いします。 

 これの問題点については、確かに制御棒の話は、今議論があったんですが、例えば、ち

ょっと過剰な反応かと思いますが、例えば、内部のほうですね、ペレットへの影響とか、
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あるいはむしろ外側の水の流れ、それがどの程度、そんなに影響はないとは思うんですが、

そこら辺はどういうふうに考えればいいのかという質問です。 

 2点目なんですが、結局この報告は、端的に言えば、設計の話なのか、それとも使い方の

話なのか、ちょっとよく最終的にそれがまだわからないというふうに言っているのか、ち

ょっとよくわからなくて、それを教えてください。 

 それに関連して、古いのと新しいのとは、どういうふうに違うのかということを教えて

ほしいと思います。 

 もう1点は、抜き取り検査の話があったんですが、簡単に説明していただいているんです

が、もう一度どの程度、例えば、何％とか、そういうのをちょっと教えてほしいと思いま

す。 

 最後、3点目なんですが、これはちょっと仕組みの話になるかもしれませんが、こういう

議論があって、問題があったというときに、この話は、例えば制御棒の製造メーカーのほ

うに規制庁は直接指示をしていくのか、それとも一旦電力会社にこういうのは頼んでいく

のか、そういう規制との関係というんですか、そういうのがちょっとよくわからなかった

のでもう一度教えてください。 

 以上です。 

○石井企画官 ありがとうございました。 

 まず、燃料の検査のやり方ですが、抜き取り検査ということで、燃料の燃焼度といって、

燃料がどれぐらい炉内にあって、中性子の照射をどれぐらい受けているかということが強

度とかにも影響してきますので、燃焼度という、どれぐらいの中性子を受けたかというも

ので、その数に応じて、その中で厳しそうなものを選んで分類分けをして、例えば、

30,000MWD/t台、20,000MWD/t台、10,000MWD/t台というようなクラス分けをして、そのクラ

ス毎に、1体なり、2体を取り出すということでございます。 

 従いまして、抜き取り検査をやっている本数というのは、ほんの数％ということになり

ます。代表的なものでやっておりますので、実際には数％でございます。 

 それから、こういう不具合が起きた場合に、メーカーに直接指導するのかということで

ございますが、これは基本的には事業者を通じてということになります。場合によっては、

メーカーも含めてということにはなるでしょうが、基本的には、事業者を通じてというこ

とになります。 

 それから、この問題が、燃料の流路、それからペレットに影響しないのかという話でご
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ざいますが、これは変形の話とも絡みますが、これ長尺14フィートと言えば、4mぐらいあ

るわけですが、その長さにおいて、基本的には、横にすると若干のたわみはあるでしょう

が、縦にして入れて、しかも、炉内にちゃんとはめ込むようにして入れておりますので、

その状態では、たわみとかはございません。 

 20mmを超える変形というのが、確認されていると書いてありますが、これも炉内から取

り出した状態なので、炉外で測るとそれぐらいあるという話で、炉内にきちんと密集して、

セットされた状態では20mmというようなそんな大きなものではなくて、多分数mmぐらいの

ずれしかないというふうに考えられます。 

 従いまして、ペレットまで影響が至るようなものではありません。 

 それから、流路につきましては、これは何とも言えないところがありますが、流路をふ

さがない限り大丈夫なわけですが、被覆管が流路をふさいで、ほとんどふさいでしまえば、

被覆管にも影響がありますので、そこの損傷はないようですので、流路、それからペレッ

トに対する影響はない、とりあえずは、制御棒の挿入性か悪くなったというところ、今回

はそこまでの話かと思います。 

 それから、これが使い方の問題なのか、設計の問題なのかという話ですが、使い方と設

計というのは、結局はセットになりますので、こういう炉心では、こういう設計にしなけ

ればいけないよということになるわけで。日本の場合も長年の運転経験から、こういう燃

料を、こういう炉心のPWRとBWRでその構造、材質が違うように、それぞれの炉心に合った

ような、その使い方に合った燃料集合体というものを設計いたします。 

 この海外事例は、ある程度というか、割と新しいプラントの話が多いです。割と新しい

プラントで、長くなった燃料集合体に対して、今まで予測しなかったようなことが起きて

いるということが、大きな話ではないかと思っております。ただ、長いというだけのせい

ではなくて、長くてもその分、緻密になっていますので、強度的にはそんなに変わりない

かなと思っておりますので、そこはちょっとよくわからないところであります。 

 とりあえず、そんなところでよろしいでしょうか。 

○勝田委員 ありがとうございました。 

 例えば、国内だと、15×15から17×17燃料になったときみたいに、例えば、そういうふう

にちょっと出力を考えていけばいくほどこういう問題が出てきているのかとか、何かちょ

っとそういう見通しは、多分ないとは思うんですが、何かそういう傾向みたいな、あるい

はそういうのはわかっていない状態なのか、そういうのをちょっともう1回確認で教えてく
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ださい。 

 2点目は、ちょっと全然違うんですが、この2番目のところ、落下速度に影響を与えてい

たということなんですが、具体的に数字といいますか、もしどの程度の速度で落ちた、本

当に倍近くかかったのか、本当に例えばマイクロのオーダーなのか、ちょっとそこら辺を

教えてください。 

○石井企画官 まず、落下時間のほうですが、詳しいデータは、ちょっとオープンにはで

きないんですが、秒オーダーです。マイクロセコンドとかそういうものではなくて、秒の

オーダーです。大体そもそも制御棒が入るのに、2秒とか3秒が許容されておりますので、

その2秒が4秒になったとか、その程度の話かと思います。 

 それから、燃料の15×15から17×17の燃料に変わったことによってとか、いろいろ燃料

の設計が変わってきて、その度にいろんな改良をしてきているわけですが。それと、先ほ

ど照射量の話もたしか出たと思うんですが、基本的には、照射量というのが大きなファク

ターにはなってきます。なってきますが、このTopFuelの会議の中で、韓国の報告で書いて

ありますが、照射量に依存しない曲りが発見されたというのがあります。 

 これは結構新しい知見で、今までは照射量というのは、非常に大きなファクターだと思

われていたんですが、そうでもないものが今回発表されたということ、日本では、こうい

うのはまだないんですが、これもまだ全く、多分材質の問題だとは思うんですが、これも

まだ調査段階でよくわからないということでございます。ちょっとわからないづくしで申

し訳ないんですけど、全て今まだまだ調査中ということでございます。 

○代谷会長 よろしゅうございますか。 

 そのほか、ございませんでしょうか。 

 今いろいろ御質問等ございましたけれども、基本的には、もう少し燃料棒の曲りだけに

限定せずに、制御棒の挿入性に関するところで広く知見を集めなさいよという御指摘があ

ったのは、非常に重要な点かと思うんです。 

 それと、また実際には、この制御棒の挿入の時間については、定期検査のときに、スク

ラムの機能ということで、時間等を測っておられるので、もし曲り等のそういうことがあ

れば、スクラム時間に影響が出てくると思うんですよね。そういうようなデータをうまく

活用しながら見ていくというところを規制庁の中でもきっちりそこのところは考えながら

見ていっていただきたいなというように思う次第です。 

 よろしゅうございますでしょうか。 
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 大まかな考え方については、これでまとまったのではないかなというように思います。 

 ですから、本日の御意見を踏まえまして、本審議会における原子力規制委員会への報告

としてまとめたいと思いますが、この件については、森山会長と私のほうに御一任いただ

ければと思います。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 じゃあ、どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続き、資料の4-2、「格納容器貫通部、メカニカルシール､及びその他の

機器においてテフロン®材が劣化する可能性」についてということで、事務局のほうから

御説明をお願いします。 

○石井企画官 それでは資料4-2、4-2はA3判に拡大した資料がございますので、A3判に拡

大した資料のほうで見ていただきたいと思います。 

 資料4-2は、テフロンの問題でございます。テフロンは、フッ素樹脂の一種でして、皆さ

んよく御存じのように、一般的にはフライパンのコーティング剤などとして用いられてい

て、結構有名なものでございます。そういうものに使われるように、耐熱性、それから耐

薬品性、非粘着性、耐磨耗性、それから摺動性というものに優れた部材でございます。こ

のために広く産業界では、このテフロンというものが用いられておりますが、弱点として、

高放射線の線量下においては、脆化がしやすいという欠点がございます。 

 それで、原子炉のプラントの中でも線量が問題にならないようなところでは、テフロン

材というのは使われてございますが、線量が高いところでテフロン材を使うのはよろしく

ないということで、米国のNRCから注意喚起としてこういう文書が出されたというところで

ございます。 

 「テフロン®」と書いてございますが、テフロンというのは、デュポン社の商標名にな

っておりますので、テフロン®という表記でNRCの文書は書かれております。 

 国内の状況のところには、テフロンという言葉は使わないで、PTFE（ポリテトラフルオ

ロエチレン）という一般名称を使っております。規制庁が書いている部分に関しては、商

標名を書くのは、ちょっとよろしくないということで、PTFEという表示で書かせてもらっ

ております。ちょっとややこしい話ですが、その辺、御留意いただければと思います。 

 それで、中身の説明に参ります。 

 これは幾つかの発電所で高放射線になる可能性のあるところで、テフロン材の使用が見

つけられたので、注意喚起をしたというものでございますが、まず事象の概要の最初にあ
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るのが、Fort Calhounの事象でございます。 

 Fort Calhounは、安全関連（クラス1E）の格納容器電線貫通部にあるテフロンシールを

確認及び交換していたが、非クラス1Eの貫通部は交換しなかったということが書かれてお

ります。ここで、クラス1Eというのは、電源のクラス分けでございまして、クラス1Eとは、

一番上級のクラス、非常用電源が該当しますが、こういう重要な電源の設計はクラス1Eで

やりなさいというふうな米国の規定でございます。その規定の中で、クラス1Eという呼び

方をしております。ここでは、単に非常用電源として使われているような大事な電源とい

うふうに考えていただきたいと思います。 

 そういう大事な電源については、いろんな注意すべきことがあるんですが、ここはクラ

ス1Eの電線貫通部、電線貫通部ですから電線が格納容器を貫通している箇所です。格納容

器の中にもケーブルを通さなければいけないわけなので、そのケーブルを通す貫通部分の

シール材にテフロンが使われていたということです。 

 クラス1Eの電線貫通部は、それは適切に管理をされて、ちゃんと交換していました。し

かしながら、非クラス1E、要は、非常用電源に関わらないような電線ケーブルについては、

そういう注意はしていなかったということでございます。 

 格納容器の貫通部の健全性というのは、電源クラスの分類で考えるべきものではなくて、

クラス1Eだろうが、非クラス1Eであろうが、ここは同じ格納容器の健全性という観点で言

うと、そこは同じような管理をして、しっかりとテフロン材が劣化しないようなものを使

うべきでしょうというのが、NRCの指導でございます。 

 結果として、このFort Calhounでは、その指導があって、テフロン材を交換をしており

ます。 

 それから、Fort Calhounの記述の真ん中辺ですが、「2013年8月、特定安全関連ポンプ（LPSI

及びCSポンプ）のメカニカルシールもテフロンを内蔵していることが確認された」と書い

てございます。このLPSIとかCSポンプというのは、非常用の炉心冷却及び格納容器を冷や

すための設備でございます。非常用の設備ですので、これはデザインベース、設計基準事

故が起きたときにもちゃんと機能を維持しなければいけないものなので、こういうところ

のシールにテフロンがあるというのは、事故が起きて、高線量になったときに、それが持

つんですかということで、これも指導をして、シールを交換をしております。 

 それから、次のVermont Yankeeの話でございますが、Vermont Yankeeの話というのは、

ここにいろいろと書いてございますが、図を見てもらったほうが早いかと思いますので、
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次のページに図が書いてございます。図が幾つか載っておりまして、添付図4、左下に添付

図4というものがございます。添付図4で、格納容器所員用エアロックという絵が書いてご

ざいます。これは垂直断面になります。これは格納容器の定期検査のときに格納容器に出

入りするための扉でございます。人が出入りするための扉が二重ドアになっております。

二重ドアになっていて、当然格納容器の一部を形成するものなので、ここにも当然シール

性が要求をされてまいります。 

 問題となったのは、シャフトの貫通部というハンドルの摺動部分にあるシャフトの貫通

部、ここのシール、それと内扉均圧弁、外扉均圧弁というものがございますが、これの中

のパッキン及びシートにテフロン材が使われていたということでございます。 

 均圧弁のところは、非常に細かい図面になっております。この均圧弁の中身は、一応そ

の隣の添付図5のところに、これボール弁のタイプですので、ボール弁の構造図が書いてご

ざいますが、シートはここの部分、パッキンはここの部分のことを指しますよということ

が書いてございますが、写真がついておりますが、こういう丸い形のシール材がここには

め込まれた格好でついております。これにテフロンが使われていたということでございま

す。 

 また、1ページ目に戻っていただきまして、このVermont Yankeeでは、この部分のシャフ

トがバルクヘッドを貫通している場所、及び均圧弁に対するステムのパッキンとシールに

テフロン材があることを確認したとあります。その損傷限度、テフロン材の損傷限度が102

～104Gyであるのに対して、DBAというのは、Design Basis Accident、設計基準事象の冷却

材喪失事故とかが起きたときの線量でございます。これが8×105Gyなので、この損傷限度を

超えてしまうでしょうと。これはまずいんじゃないですかということで、これもテフロン

材をほかの材質のものに変えております。具体的にはグラファイトで置き換えたというふ

うに書かれております。 

 その次のFermi2では、格納容器の中の計装品です。計装品のリード線、リード線の絶縁

材。絶縁材にテフロンが使われていたんですが、これもNRCの指導でこれを交換したという

ことでございます。 

 それから、Foxboro Transmittersというのは、その次に書かれてございますが、Foxboro

の話というのは、これはトランスミッタのシリーズで、これは格納容器の中でよく使われ

るようなトランスミッタにも関わらず、そういうテフロン材がやっぱり絶縁材料として使

われていた。これは事業者に対してではなくて、Foxboroのメーカーに対してそういう指導
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をしたということでございます。 

 それで、当事国の対応のところでございます。基本的には、今話したように、みんな取

り替えを要求して、取り替えてもらったということでございます。 

 当事国の要求は、右上に書いてございますが、基本的にNRCで要求しているように、一般

設計基準で事故条件のもとで、それぞれの健全性を維持しなければいけないので、ちゃん

とそれを守ってくださいとあります。それから、格納容器の電線の貫通部分については、

ちゃんと耐圧・漏えい試験をやってくださいとか、この辺はごく当たり前のことが書いて

あります。 

当事国の対応の一番下の行になりますが、これらの設備は、設計基準事故の際及びその

後に機能を維持することが要求されるということで、もともとこういうことが要求されて

いるんだから、テフロン材を使う場合には十分注意をすること、もしくはテフロン材をほ

かのものに変えなさいという指導をしているということでございます。 

国内の状況でございますが、国内でもNRCと同様の規定がございます。「実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」で以下を求めているということで、14条の2

項で、「安全設備は、設計基準事故及び当該事故に至るまでの間に想定される全ての環境

条件において、その機能を発揮することができるよう、施設しなければならない。」 

それから、第54条の1項では、重大事故、これは設計基準事故を超えるような事故、シビ

アアクシデントです。メルトダウンのようなシビアアクシデントにおいても重大事故等対

処設備は次に定めるところによらなければならないということで、「想定される重大事故

等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に

対処するために必要な機能を有効に発揮すること。」これをもともと基準として求めてお

ります。 

国内の状況はどうなのかというのを原子力安全推進協会に問い合わせました。そこで得

られた結果が①②③に書いてございます。 

①が、一部のBWRプラントで格納容器を貫通するTIPと呼ばれるものですが、TIPの「格納

容器隔離弁」である「ボール弁」の弁座シートとグランドシールの一部にPTFEが用いられ

ている。このTIPというのは、米国の事例にはその話は出てきておりませんが、TIPの話と

いうのは、めくっていただいて、次のページの左上にTIPの構成図が描いてございます。こ

のためにつくった資料ではないので、ちょっと余計なことが描いてあります。TIPの検出器

の巻き取りができなかったとか書いてございますが、これはちょっとトラブル事例のとこ
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ろから引っ張ってきただけなので、ここはあんまり気にせずに、TIPの構造だけを御理解い

ただければと思います。 

このTIPと申しますのは、TIP検出器というのが原子炉圧力容器の中に描いてありますが、

これは基本的に垂直方向の原子炉内の中性子を定期的に、1カ月に1回とか定期的にここを

出し入れして、垂直方向の分布を測る、もしくはキャリブレーションするための設備でご

ざいます。 

従いまして、運転中は炉外に格納されています。ボール弁よりも右側の容器の中に入っ

てございます。これを、このTIPを作動させるときだけボール弁をあけて、中に入れて、出

し入れをして、上下の分布を測るということでございます。このボール弁にテフロン材が

使われているということがわかったということでございます。 

また1ページ目に戻っていただきまして、今度は②です。②は、格納容器内のエアロック

の均圧弁にPTFEが使用されている。均圧弁はエアロックを介して格納容器圧力バウンダリ

のシールを構成しているということで、これは米国のVermont Yankeeと同じでございます。

均圧弁にテフロン材が使われていたということでございます。 

それから、③格納容器内部の安全上重要な機器であるPWRの1次冷却材ポンプ(RCP)におい

て、その軸封部の一部の部材にPTFEが使用されているということがわかっております。 

ただ、RCPの話につきましては、RCPの図面というのが、まためくっていただきますと、

添付図の2と3にございまして、RCPのシールについては、添付図の2でいいますと、DDCSと

描かれた部分、青色でマーキングしてありますが、DDCSと描かれた部分にテフロンが使わ

れているということでございます。 

しかしながら、ここは添付図の3のRCPの断面図及びラビリンス部詳細というところに全

体図が描いてございますが、RCPのシールの健全性については、既に安全審査の中でいろい

ろ議論をされております。議論をされておりまして、もしもここのDDCSの部分がじゃじゃ

漏れ、要するに機能しないとしても、最終的にはサーマルバリアのところのラビリンスで

流量が律則されるので、ここさえしっかりしていればいいということで、日本の安全審査

の中では、ここは問題にしなくてもいいだろうということになってはおります。これがRCP

の部材の話です。 

1ページ目に戻りまして、スクリーニングの結果と理由でございますが、実用発電用原子

炉の技術基準では安全設備の機能や原子炉格納容器の健全性に関する部分に耐環境性を考

慮した適切な材料を使用することが要求されている。この要求には、設計基準事故のみで
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なく、重大事故に対処することも含まれていますと書かれております。 

国内の実用発電用原子炉におけるPTFEの使用状況を確認したところ、米国事例で問題と

された格納容器電線貫通部には使用されていなかったが、TIPの隔離弁、格納容器の所員用

エアロック均圧弁、それからRCPで使用をされていた。RCPは、安全評価上シールの劣化を

想定しても原子炉の安全性が確保されていることが示されている。これは先ほどお話しし

ました、安全審査の中でそれは一応確認されているということでございます。 

しかしながら、TIPの隔離弁と均圧弁は、設計基準事故及び重大事故で隔離機能が要求さ

れるため、これらの条件で適合しなければ何らかの対策が必要である。国内のほうは全て

長期停止中で、運転再開までにこれらの対策をすれば良いために、今回は、今後の工事計

画書の申請段階で以下の内容を確認していきたいと考えております。 

①は、基本設計方針が、「安全設備及び重大事故等対処設備は、想定されているすべて

の環境条件においてその機能が発揮できるように施設する設計とする」となっていること。

これは、工事計画の申請書の中で、各章ごとに基本設計というものが出てまいります。そ

の基本設計の中で、しっかりとそういう環境条件をちゃんと考慮しますよということを、

まず宣言していることを確認をする。 

それから②で、基本方針が満たされていることを必要に応じてエビデンスを要求して、

確認をしていくということでございます。 

具体的には例えば、めくっていただいた添付図の4と同じような図面が、工事計画の申請

書の中で申請されてきます。その中で、材質はどういうものが使われているかとかという

ことも書かれております。それで大まかなことはわかります。わかるんですが、均圧弁の

ような細かい部品、均圧弁の中身までは、現状申請書の中では書かれておりませんので、

その辺をヒアリングの中で確認をしていこうということになっております。 

1ページ目に戻りまして、②の下、この確認により特段の新たな規制対応は不要である。

通常の審査の中でルーチンワークとしてやっていくということなので、本件は二次スクリ

ーニングで検討終了としたいということでございます。 

一番下になお書きが書いてございます。なお、運転経験情報等により得られた知見に基

づき、脆弱な部分が明らかになれば、事業者による自主的な改良を継続し、安全性を向上

させることが重要であるということが書かれておりますが、これはRCPの部材の話でござい

ます。安全審査上はオーケーなんだけれども、あまりこういうところにテフロンが使われ

ているのはよろしくないのではないでしょうかということで、自主的に対応をしていただ
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きたいということで、この一文を書いてございます。 

結論として、今やっている審査の中でルーチンワーク的に確認をしていくということで、

特段の規制対応はないということで、二次で検討終了ということにさせていただきたいと

思っております。 

説明は以上です。 

○代谷会長 ありがとうございました。 

 資料の4-2についても、二次スクリーニングで終了する案件としてあげられたものでござ

いまして、米国での原子炉格納容器の貫通部、メカニカルシール、及びその他の機器にお

いて使用されているテフロン材について劣化の可能性があるという、そういう事例に鑑み

まして、国内の状況の説明及び規制としては、現在行われている工事計画申請書の審査の

中で、テフロン材の使用の適合性について確認していくという旨の御説明がございました。 

 これについて何か御質問、御意見等がございましたら、お願いいたします。 

○関村委員 まず、テフロンというふうには、言うべきかどうかわかりませんが、ここで

はテフロンと言っていただいているので、テフロンと言いますが。テフロンの劣化という

のが、どういうメカニズムと言いますか、どういう機構によって起り得るのかということ

については、既に原子力学会が取りまとめをしている、劣化メカニズムまとめ表の中に明

確に書かれているということが、どこまで今回規制庁が御検討をいただいたのかというこ

とにつきまして、御質問をさせていただきたいのですが。テフロンが使われているところ

は、当然安全上重要な機器であっても、放射線環境等々、温度の環境等がない部分につい

ては、ここで今、原子力安全推進協会からいただいた情報以上のことを既に原子力学会が

把握をしていて、起り得る劣化のメカニズム、例えばあまり起らないかもしれないけれど

も、摩耗もちゃんと考えていきましょう、それから疲労についても考えていくべきである、

これをきちんと提示しています。 

したがって、事業者のほうは、それに対応したメンテナンスに関わるのは、プログラム

というのをきちんと持っているというふうに考えられるのじゃないかと思うんです。定期

的に取り替えるものなのか、それとも検査をしていけばいいのか、あるいは機器として機

能がちゃんと保たれているかどうかを逐次、あるインターバルで検討をしていくと。こう

いうことをやられているというふうに理解をしていたんですが、それに関する記述が、今

回の規制庁のほうの資料には一切見当たらないということが少し不思議に思いましたので。 

これにつきましては、それらの情報を今どういうふうに把握をされていて、原子力学会
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の標準も、最初は2007年につくったときはテフロンという言葉を使っていたのですが、今

の改良のバージョンでは、ポリテトラフルオロエチレンという言葉に直っておりますので、

どういうふうに検索するかということによって、600ページ、1,200ページもある資料です

ので、ここはちゃんと見ていただければというふうに思っているところでございます。 

 もう1点が、このテフロンの劣化が起こり得るという問題を設計の問題として捉えるのか、

それとも運転中の安全を確保するという立場からどのような規制庁側のアクションをされ

ているのか。この辺の考え方はちょっと今、通常の審査の中でとおっしゃったところと、

現状の運転中安全確保をするためのさまざまな保全等に関わるようなものをどうやって今

後規制庁で確認をしていただけるのか、ちょっとその辺の区別がよくわからなかったので、

お聞きしたいというふうに思います。 

 当然、先ほど申し上げた劣化に関するまとめ表でテフロンが使われている部分というの

は、設計段階においてそのような環境にはならないということを確認して使っている。ま

たは、高線量環境を設定したなら使っていない。しかし、運転中に可能性のあるような劣

化というのはいろんな形で起り得るということから、運転中の安全を確保する観点で育成

をしっかりやっていただければというふうに思うんですが、その区別をどういうふうにさ

れているかということ。 

 一方で、このような運転中安全に加えて、先ほどお話があったように、重大事故に関わ

るような機器、これについても材料の劣化が機器の機能を失わせるようなことにならない

ように、これもしっかりと検討をしなくちゃいけないというふうに考えられますが、その

区別をどういうふうにされていくのかというのをちょっとお伺いしたいと思います。 

 先ほど申し上げた原子力学会の劣化の検査のまとめ表においても、重大事故に起こり得

るような劣化の件数もピックアップしていくという作業が既に、かなりの段階、最終段階

になっているというふうに理解をしておりますので、それも実は、原子力学会のほうを参

照していただければ、見えてくる部分がある。しかし、いろんな海外の情報を取り入れる

という観点から、さらにプラスアルファのことをおっしゃっているというふうに考えてい

いのかどうかについて、お伺いしたいと思います。 

 一方で、トラブルがこういうふうにあったというふうにもし認識をするとすれば、設計

の段階でミスと言いますか、間違った部材の選択をしたということを今回考えればいいの

か。それとも、新たな劣化のメカニズムというのが経験を踏まえて発生してきたというふ

うに見ればいいのか。 
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 さらに、規制も含めた安全上重要な機器、あるいはその環境というのを重大事故を含め

て対象が広がっているので、さらにプラスアルファで見なくちゃいけないという観点から、

今回はこのようなことをしたり、あるいはその活動が既に規制庁の中でやられている活動

に包含されるので、これは今後の検討は要しないというふうにおっしゃっているのは、ち

ょっとその辺が私にとっては全くすっきりしない御説明だったので、少しお伺いしたいと

ころが幾つか出たということでコメント、御質問をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○石井企画官 ありがとうございました。 

 まず、新たな劣化のメカニズムが発見されたのかというようなお話ですが、これは別に、

新たな劣化のメカニズムではございませんで、あくまで従来から言われているというテフ

ロンの劣化についてNRCが注意喚起をしているので、日本としても同じような部材が使われ

ていることがわかっておりますので、それについて確認をしていきたいということでござ

います。 

 さらなるプラスアルファという意味で言うと、一つは、今までは設計基準事故だけを問

題にしていればよかったわけですが、今回新たな新基準では、重大事故においてもその機

能を発揮しなければいけないというものがございます。 

 従いまして、線量がもう少し高いレベルでも持つということを確認しなければいけない

ということがございますので、これは原子力学会さんのほうでまとめていただいているま

とめ表というものがあって、それに沿って事業者はちゃんとやられていると思われるんで

すが、それを確認したいということでございます。 

規制としてはそれをちゃんと、そういうプログラムを自分たちでつくって、しっかりと

管理をするようになっているか。それから、そこにテフロンを使うことの妥当性をちゃん

と確認をされているのかということを、それを審査の中で見ていきたいということでござ

います。 

 それから、これは設計の問題なのか、運転の問題なのかという御質問もございましたが、

基本的には設計段階でも重大事故、それから設計基準事故が起きたときに、どれぐらいの

線量になる、その場所がどれぐらいの線量になって、テフロン材を使っていいのかどうか

というのを検討しておかなければいけないわけですので、これも設計の段階で、事故まで

想定した線量というものをちゃんと検討をして、テフロンの使用の善し悪しをちゃんと決

めているか、そういうことを審査の中で確認していく必要があるというふうに、規制庁と
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しては判断したということでございます。 

○関村委員 ありがとうございました。 

 特に重大事故に関連して、プラスアルファのことをやられたという観点は理解ができま

したが、一方で、重大事故時の劣化という問題と通常運転のところの劣化ということに関

して、メカニズムが新たに発生しているわけではないという観点を確認していただいたの

であれば、劣化をちゃんと管理をしていく、要するに運転中の保全、検査あるいは取り替

えの頻度に関するきちんとした文書が取りまとめられていて、それに従って実際に行われ

ているかどうかというような部分とどう結びつけて、きちんとした規制の観点からのアク

ションをしていただくかというのは重要なお話でございますので、設計に関する審査とい

うところと、次のステップにおけるさまざまな規制のあり方について、うまく情報を共有

して議論を進めていただくのが効果的だというふうに思いますので、ぜひよろしくお願い

をしたいと思います。 

○山田審議官 御指摘ありがとうございました。 

そもそも御説明の際に、先生から今御指摘いただいていた運転中の話なのか、それとも

設計の話なのかというところを、必ずしも明確に御説明ができていなかったかというふう

に思います。 

 アメリカのNRCが出しているInformation Noticesについては、これは、ここも必ずしも

全て明確に区別して書かれているわけではないと思いますけれども。基本的に設計基準事

故時の線量で劣化するという話で、当初、設計段階で設計基準事故の条件がきちんと考慮

されていたかどうかというところを注意喚起されているのだというふうに思っておりまし

て、今回はそこのところ、本来はそこをしっかりと明確にした上で御説明すべきだったか

というふうに思いますけれども、今回そこのところについてアメリカで注意喚起がされて

いるので、我々としても改めて、今回の設計審査の中で注意喚起をされているところにつ

いては、しっかり確認をしていこうというところでございます。 

 先生御指摘の、運転中についても、そこのところはしっかりと区別をして、理解をした

上で取り組んでいきたいというふうに思います。 

○代谷会長 ありがとうございました。 

 そのほかございますでしょうか。 

 勝田委員。 

○勝田委員 説明ありがとうございました。2件あります。 
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 一つは参考までに、審査会合の説明がありましたので、具体的に各事業者がどういうコ

メントをしているか。先ほど、例えばサーマルバリアをしようという話がありましたが、

例えばそういう対策を各事業者が選んでいるのか、それとも金属を選んでいこうとしてい

るのか、もし何かどういう議論があるかというのを簡単に説明、あれば教えてください。

それとも、これからどんどん増えていく可能性があるか、そこら辺を教えてほしいという

のが1点です。 

 2点目は、テフロンという言葉が出ていますが、もっと広く高分子の化合物とか、そうい

うふうに考えたときに、これからどういうふうに調べていくべきなのか、それともそこま

で考えなくていいというふうに考えているのか、ちょっとそこら辺を参考までに教えてく

ださい。 

○石井企画官 ありがとうございました。 

 まず、高分子化合物全体の問題じゃないかというお話ですが、これはそうだと思ってお

ります。従いまして、審査の中で、先ほど確認するというふうに申し上げましたが、基本

的には環境条件が、そういう高放射線エリアのそういう環境条件においても、その機能が

発揮できるようにということを基本要件としてうたっておりますので、これは別にテフロ

ンに限った話ではないと思っております。ほとんどはテフロンだと思うんですが、ほかも

含めて、高分子化合物でそういう環境条件に耐えられないものはないでしょうねという確

認はしていきたいというふうに考えております。 

 あと、審査会合の中で、現状はもうヒアリングが進んでおりますので、いろいろとやっ

ております。やっておりますが、中身についてはまだ公表できる段階でございませんので、

今進んでいるというところまで……。 

○佐藤企画課長 少し補足いたしますと、審査会合の中でも、こちらの分野というのは、

具体的にどういう材質を使うかとか、そういう少し細かい話になってしまいますので、具

体的には個別に事業者をヒアリングするというようなことになります。 

そういったときには、まずは基本的に事業者がどういう対応をするのかということを彼

らに説明してもらって、それが妥当であるかということを事細かに少し確認していくとい

うことになりますので、そういうことで御理解をいただきたいと思います。 

○代谷会長 よろしゅうございますでしょうか。 

 そのほかございませんでしょうか。 

 この件、スクリーニングアウトにすると、これを、ということでよろしいですか。もっ
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と広く言うと、全ての事柄が広く展開をしていくと、スクリーニングアウトにできなくな

っちゃうという話になろうかと思います。 

関村先生からお話があったような、非常に重要な点とか、それから先ほどの高分子材料

全般のお話とかになりますと、とても、特に後ろのほうの高分子材料全般の話になると、

これ、スクリーニングアウトをすることができなくなっちゃうと思うのですよね。 

一番重要な点は、ここでスクリーニングアウトをしたから、もうこのことは全ておしま

いだというように片づけなくて、新しい知見が出たときに、どんどんとそれを取り入れる

というところが一番重要なところだと思うんですね。 

だから、実際に今回公表されたとか、これはNRCですから、そこが出されたここについて

は検討した結果、これそのものについての対応という点では、こういう形でスクリーニン

グアウトにするという、そういう整理はいいと思うんですけれども、ここで指摘されたよ

うな点については、今後もやはりウォッチしていただいて、どんどん新しい情報が出てき

たときにそれを取り入れていただくというか、検討の俎上にのせていくということが非常

に大切だというように思いますので、そこのところはよろしくお願いしたいと思います。 

一応、ここの中では幾つか意見がございましたけれども、大まかな考え方についてはス

クリーニングアウト、この件についてはスクリーニングアウトしていいだろうということ

で、あと、この件を原子力規制委員会のほうに報告をするのは、共同議長のほうにお任せ

いただきたいというように思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

○山田審議官 ちょっと一言だけ。今、代谷会長から大変重要な御指摘をいただいたと思

っていまして、スクリーニングアウトとスクリーニングのプロセスを終了するというのは、

しっかり分けて考えていきたいというふうに思います。 

○代谷会長 よろしくお願いいたします。 

 よろしゅうございますでしょうか。それでは、引き続き資料の4-3の「計装制御モジュー

ルのハードウェア、コンフィグレーション及び手順書の問題」についてということで、御

説明をお願いいたします。 

○石井企画官 それでは資料4-3、また本体のほうのA4判の資料を見ていただきたいと思い

ます。通しページで11ページになります。資料4-3、計装制御モジュールの問題についてと

いうことでございます。 

 これは、米国で、最近計測制御モジュールに関してトラブルが多発している、具体的に

言うと、2009年に2件、2010年に5件発生したものに着目をして、この注意喚起の文章を出
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したということでございます。 

 大きく四つの項目に分かれております。一つ目がプロセスコントローラの誤った調整及

び設定、二つ目が計測制御モジュールの接続部の劣化、それから電源ユニットの故障、そ

れからプラント保守手順の問題という四つに区分をして、NRCの文章の中では注意喚起を行

っております。 

 まず一つ目の(1)プロセスコントローラの誤った調整及び設定でございますが、こちらは

a、b、c、dと四つの事象が11ページ～15ページにかけて書かれておりますが、a、b、cまで

は蒸気発生器の水位制御に関わる問題でございます。 

大まかに説明いたしますと、12ページを見ていただきたいんですが、12ページの図の1

番のところで、蒸気発生器に対する給水制御系が、そこに給水制御系の、系統図が描いて

ございます。蒸気発生器に対する水の供給というのは、主給水ポンプを介して制御してい

るのは主給水制御弁というもの、それから主給水バイパス制御弁というもの、二つござい

ます。出力が低いとき、出力15％以下では、バイパス制御弁という少し口径の小さい制御

弁で制御をしておりまして、15％以上になりますと、主給水制御弁のほうに乗せ替えて制

御を行うということになっております。 

制御のやり方なんですが、単に蒸気発生器の水位だけを見ているというわけではなくて、

蒸気発生器から発生していく蒸気の流量、それから給水されてくる給水の流量、それと水

位と三つの要素で制御をしております。三つの要素を取り入れて、それをPID制御のコント

ローラを介して制御をしております。制御しておりますが、そのPIDのゲイン、制御定数の

調整がうまくいっていなかったために、蒸気発生器の水位がうまくコントロ－ルできず、

暴れてしまって、プラントトリップに至ったという事象がa、b、cの事象でございます。い

ろいろ書いてございますが、簡単に申し上げると、そういう事象でございます。 

それから、14～15ページにかけまして、Robinson-2のところの話が載っておりますが、

Robinson-2では、蒸気発生器そのものではないんですが、これは15ページに図の2がありま

して、充てんポンプというものが描いてございます。原子炉の冷却材は、原子炉と蒸気発

生器の間を1次冷却材ポンプを介して循環をさせるというのがメインのルートです。 

それに対して、充てんポンプのほうは、水質改善をするために脱塩塔を介して水質改善

して、体積制御タンクにためて、充てんポンプで送り返すというシステムになっておりま

す。これが、体積制御タンクの水位が下がってきますと、自動的に燃料取替用水タンクの

ほうに切り替わるようなインターロックになっております。これが、Robinson-2の場合は、
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プラントトリップ後の話なんですが、電気ケーブルの火災が発生してプラントがトリップ

した後の話なんですが、体積制御タンクの水位が下がってきたにもかかわらず、その水位

の（比較器）コンパレータの設定に誤りがあったために、燃料取替用水タンクに切り替わ

らなかった。切り替わらなかったがために、充てんポンプからの水が補充されない状態が

何十分間かありましたということです。 

結果として、これによって何か機器が損傷したとかということはないんですが、これも

コンパレータの設定に誤りがあったということで、計測制御上の問題だということで、NRC

はこれも含めて注意喚起をしております。これがコントローラのほうの誤った調整及び設

定という問題でございます。 

それから、16ページに行きますと、接続部の劣化という話が載っております。これは

Turkey Point-4で、加圧器圧力高誤信号が出て原子炉が自動トリップしたという事象でご

ざいます。 

これは、ELCOコネクタという非常に特殊なタイプのコネクタを圧力高信号に用いていた

ということでございまして、下に写真がございますが、金色の突起物がいっぱい出ており

ますが、この先が二またに分かれております。その間がわずか0.2mmというような、非常に

小さな部品で構成されております。日本ではプロセス計算機の入力のように、点数が多い

もの、いろんな情報を入れなければいけないものに対してこういうようなコネクタを使っ

て、集積性がよくなりますので、こういうもので入力ケーブルを処理するということをや

っております。 

0.2mmというもので、これがわずか0.2mmの間隙を、フォーク状になっていて、90度回転

させて、そこにかしめてつなぐというような構造になっておりますが、わずかでもずれる

と、これが接触不良を起こしてしまうということでございます。 

日本の場合は、こういうELCOのコネクタはプロセス計算機にしか使っておりませんで、

制御のロジックのほうには使っていないということでございます。 

それから、国内メーカーも、こういうELCOのコネクタというのは非常に注意が必要だと

いうことで、もともと注意をしているということで、これに関わるようなトラブルという

のはございません。ELCOにかかわらず、制御ケーブルコネクタ全体的にも、ここ10年ぐら

いはこういうコネクタの接触不良による法令報告対象というのは、日本では発生しており

ません。 

それから、17ページに行きまして、(3)電源ユニットの故障でございますが、こちらは給
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水制御弁の制御をしているユニットの加算器の電源、制御回路の中の電源モジュールが設

計不良であったために、多分これはコンデンサーがパンクか何かしたんだと思います、そ

ういうようなことがあって、プラントがトリップしてしまったということです。 

当事国は、これを新しいタイプに交換しましたよというだけの対応なんですが、日本で

はこれと同じ“Ensign”社の電源というものは使用されておりません。それから、こうい

う納入部品に対しては日本では適切な受入試験を実施していて、こういうような類いのト

ラブルというのは近年発生しておりませんということです。 

それから、プラント保守手順の問題というのが、その次(4)に書いてございます。これは

主給水ポンプのガバナ弁の調整不足に起因するS/G蒸気発生器の水位高による原子炉トリ

ップというもので、これは蒸気ガバナ弁の調整がうまくいっていなくて、ある開度以上に

開かないような調整になっていたということです。あるトラブルを契機に、このガバナ弁

が開かなかったがために流量低下を起こして、水位が下がり、出力を下げてバランスをと

ろうとしたところ、今度は逆に水位高に行ってしまってトリップしたということでござい

ます。基本的には、蒸気ガバナ弁のリンケージの調整不足ということでございます。 

日本では、こういうようなリンケージに関わるようなトラブルというものは、ほとんど

発生しておりません。ただ、18ページに我が国の状況が書いてございますが、18ページの

我が国の状況の①のところで、「国内でも蒸気ガバナ弁の保守不備に起因するトラブルは

生じているが、多くは制御油系への異物の混入によるものであり、米国事例のような調整

不足によるものはない」ということで、制御油系というのは、わずかなごみ、錆のような

ごみの混入でも、ちょうど油の流路を詰まらせてしまって動作不良に至ることがあります。

それで、そういうようなトラブルはありますが、リンケージ自身の調整不足とか、そうい

うものは日本では起きておりません。 

それで、3.の国内状況のまとめでございますが、これについてまとめると、以下のよう

になりますということで、プロセスコントローラの誤った調整及び設定については、具体

的な事案では、主に蒸気発生器水位制御系の調整不良に起因するトラブルであるが、国内

プラントでは、制御系に改造があった場合には、原子炉起動過程において入念な制御特性

の調整を行っている。規制庁では、この品質保証体制について、必要に応じていろんな検

査の中で確認をしています。また、デジタル制御を導入しているプラントでは、主給水バ

イパス弁と主給水制御弁の切替を自動で行ったり、制御系のPID制御定数をプラント出力に

応じて可変とする方式を導入するなどして制御性を向上させています。 
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それから、モジュールの劣化については、先ほど御説明したように、ELCOについては、

原子炉保護系のようなものには使っていないということ。それから、コネクタの取扱いに

は十分注意をしてやっていますよということ。 

それから、次の電源ユニットの故障については、“Ensign”社の電源は使用されていな

い。それから、その受け入れ試験をちゃんと実施していて、規制庁でも、その品質保証の

体制についてはいろいろな検査の中で確認をしておりますよということです。 

それから、プラント保守手順の問題についても、先ほど申し上げましたように、制御油

系への異物の混入はあるものの、米国事例のような調整不足によるものは非常に少ないと

いうことでございます。 

そのデータでございますが、非常に少ないということを示すためのデータが(2)でござい

ます。 (2)で至近10年間における我が国の計測制御系に係る法令報告対象事象の統計デー

タということで、そこに過去10年分、至近の3年間は全プラントは止まっておりますので、

そこは省きました。2001年～2010年までの法令報告対象、表1にありますように、157件に

ついて全部見て、計測制御関係のトラブルは13件だというふうに調査をしております。 

その13件の内訳なんですが、内訳は次のページにございます。保守不備が4件、偶発故障

が3件、設計不良が3件、あとは施工不良とその他になっております。保守不備の中で多い

のは、異物の混入でございます。制御油系への異物混入の問題があります。それから、偶

発故障というのは、ICチップとか、制御基板の中のICチップの偶発的な故障で、ある程度

の確率でしようがないのかなというような事象でございます。 

米国に比べて、10年間で13件で、年平均で1.3件ということで、さほど多くなく、むしろ

非常に少ないというふうに言えると思います。 

それで、20ページの4.の今後の対応ですが、I&Cのモジュールの故障はタービントリップ、

原子炉トリップのようなプラント過渡事象を引き起こし、さらに過渡事象からの復旧を複

雑にする可能性があるので、米国ではこれを注意喚起したものです。 

プラントの過渡事象を引き起こした場合、日本でも法令報告対象となるので、これを調

べましたと。10年間について調べた結果、米国情報のようなトラブルの事案は非常に少な

かったと。これは、国内においては、制御システムが異なることおよび細かな調整を行っ

ていることに依るもの考えられる。従いまして、この件については、特段の追加的な規制

対応は不要ではないかというふうに考えております。 

13件の細かいリストについては、21ページ、22ページに載っております。 
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報告は、以上になります。 

○代谷会長 ありがとうございました。 

 ちょっと時間が押してきておりますので、進めたいと思いますが。今御説明のありまし

た件につきまして、これもスクリーニングアウトするということでございますが、御質問、

御意見等がございましたら、よろしくお願いします。 

○中川委員 計測制御を専門とする者なので、ちょっと確認をさせてください。 

 我が国では、きめ細かな調整をしているから、大丈夫という。うちは大丈夫だから、外

とは関係のないという話ではなくて、多分にこういうことは起きそう、PID制御なんかは非

常に経験則などが関わってくる制御系なので、そういうところを海外にサポートをすると

か、情報発信するというようなことは、先ほどの国際会議などとも絡めて、どのような状

況になっているかという質問が、1点と。 

 それからあと、13件の中で偶発的な故障があるということなのですが、その偶発的なも

ので故障が起こった場合は、いわゆる一般的に言う「想定外の」という話に落とし込まれ

るような話になるのかなと思うのですが、こういう偶発的なことで起こったトラブルに対

しては、必ずフェイルセーフ側にその安全が保たれているかというようなことについて、

現状はどのようになっているかということを教えてください。この2点をお願いします。 

○石井企画官 ありがとうございます。 

 まず、偶発故障についてですが、これは必ずフェイルセーフ側になるように設計をされ

ておりますので、偶発故障が起きても、特段大きな問題は起きません。ただ、プラントト

リップをしたりはしますけれども、それは安全側の話になります。 

 それから、国際会議でこういうことが共有化されているかという話でございますが、一

応、運転経験情報に関する会議というのが、OECDのほうの会議で半年に1回開催されており

ます。こういうようなトラブルについても、一応紹介をされております。 

最近はこういう調整不足とかというようなものに関しては、特にヨーロッパでも長期停

止をして立ち上げているプラントというのが幾つかありまして、長期停止後の立ち上げの

ときのPID制御も含めた、そういう計測制御のコンフィギュレーション、コンフィギュレー

ションというのは調整のことなんですけれども、コンフィギュレーションが大事だという

ことを国際会議の中でも発表をされておりますので、そういう国際会議の場で一応こうい

う情報は共有されているということでございます。 

○中川委員 ありがとうございました。 
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 この資料を拝見しますと、PID制御なんかは、プラントの出力に応じて可変とする。可変

とできるノウハウがあるのであるならば、そういう、どうあるべきかというノウハウを情

報共有という、こういうことがありましたよということではなくて、何か助けてあげると

いうような、そういう連携というものはあるのでしょうかという質問です。 

○石井企画官 すみません、そこまではないです。多分それは、やるとすればメーカーレ

ベルの話になるので、規制機関としてはそこまではないです。 

 それから、PIDが可変にできるというのは、デジタル制御だけの話ですので、例えば米国

なんかは出力増強の改造はやっていますが、制御系の入替ということはあまりやっていな

いので、昔のアナログのままのプラントがほとんどです。ですので、それはちょっと、米

国では今はできない状況ということです。 

○山田審議官 ちょっと補足をさせていただきます。今回ここで出てきております計測制

御系については、通常運転を継続するための制御を行っているものでございます。従って、

ここで今トラブルを起こしておりますものは、全て原子炉停止のほうへ向かって動くもの

ということです。ただ、こういうものも多発をいたしますと、原子炉の信頼性に関わりま

すので、なるべく減らしたほうがいいというものなので、アメリカでは注意喚起をされて

いるというものでございます。 

 これに加えて、実際には何らかの原子炉の安全性に問題が起きた場合には、安全制御系

というのがございまして、こちらで制御をいたします。こちらについては、多重化・多様

化が要求をされておりますので、先生、先ほど御指摘をいただいたような偶発的な故障が

起きたとしても、多重化されたほうで必ず安全系は動作をするということにしております

ので、そういう形で安全性は確保されるという論理をとってございます。 

 それから、今申し上げましたとおり、今回ここに出ておりますようなものについては、

運転を継続するための、言ってみれば、稼働率をしっかりと確保するためのものというも

のが中心になってございますので、ここでなるべくきちんとした運転をうまくやっていこ

うというようなことについては、やはり事業者のほうの経験の共有というところに、我々

としては期待をするというところでございます。 

○中川委員 ありがとうございました。 

○代谷会長 よろしゅうございますでしょうか。 

 どうぞ、関村委員。 

○関村委員 どうもありがとうございました。 
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今回Information Noticesが出されたというのは、今おっしゃったようなレベルのトリッ

プが起こったわけですが、短い期間に連続して起こったと。米国内でも当然、どこでこう

いう事象が起こったかという情報がちゃんとありながら、ある期間の間に多発した。こう

いうことに関して、米国内で、事業者のレベルで、どういう課題があったのかというとこ

ろも含めて、この問題について日本ではどう考えるべきかという議論をすべきかなと思う

のですが。 

例えば、INES評価で情報があったにもかかわらず、注意喚起をちゃんとやっていなかっ

たら、例えばトリップが対象になると思いますので、格上げとか、そういう議論もあり得

たかと思うんですが。安全上の観点から米国、あるいはアメリカの規制側がどういうこと

を考えてきたかという論点を個々の部分に分かれるのではなくて、共通的な部分、特に安

全の問題としてどう捉えていらっしゃるかということについてお聞きしたいというのが、1

点と。 

 それから、さっきもお話がありましたけれども、アナログ系とデジタル系の本質的な違

いというものをどういうふうに捉えていくのか。米国はまさにアナログだけの世界でやっ

ていらっしゃって、日本がデジタル系をきちんと導入していくというところの違いは、ど

ういうふうに規制側としては考えていらっしゃるのか、その辺をお伺いできればと思いま

す。 

○山田審議官 まず最初の点でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、今回

ここで問題になっておりますのは、あくまでも事故の起因になり得るトランジェントの話

で、ここに安全系の事故は、故障・トラブルが重なると事故になるということでございま

すので、あくまでもそういった、確率論的に考えた場合にシビアアクシデントにつながる

ような、パスが発生するかどうかというのは、なるべく避けたほうがいいということで今

回考えております。 

従って、過去10年のトラブルのリストとかを調べて御報告をさせていただきましたけれ

ども、現時点、日本の国内では、アメリカでInformation Noticesが出されたような環境で

あるような多発をしているとか、増加をしているとか、何らかの傾向が見られるという状

況ではないというふうに理解をしておりまして、従って今回は、ここではこの段階で止め

て、一応スクリーニングアウトというふうに申し上げておりますけれども、今後何らかの

傾向が出てきた場合、例えば、これも御指摘いただいた、デジタル制御系が入ったことに

よって何らかの傾向が出てくるというようなことが見られた場合については、それについ
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てはまた分析をして、対応を考えていかなきゃいけないんじゃないかというふうに考えて

おります。 

 それから、アナログ系とデジタル制御系については、単純にデジタル系だからと言って

信頼性が高くなるかというわけではないというふうに思っております。デジタル系につい

ては、デジタル系としての利点もあれば、弱いところといいますか、気をつけなければい

けないところもあるというふうに考えておりまして、一概にアナログ系・デジタル系だか

らということで考えてはございませんけれども、先ほど申し上げましたとおり、もしデジ

タル系について何らかの傾向が出るようなことがないかと、今後しっかりとウォッチをし

ていって、それこそ運転経験の反映ということをしっかり見るということも一番大事な点

かと思っております。そういったような傾向が出てくるようであれば、今後もそれをちゃ

んと分析した上で、こちらの審議会のほうに御報告をしながら、対応を考えていきたいと

いうふうに思っております。 

○関村委員 1点だけ。米国でこういう案件が続出したということに関する根本的な原因と

いうふうに、事由ですね、それが日本ではどういうふうに考えられるかというまとめをし

ていただくのが、やっぱり適切じゃないのかなと思いますので、日本は出てきたらではな

くて、出てくる可能性がこういう面ではアメリカではあったのに対して、そこについては

どういうふうに考えられるか、それをちゃんと押さえていくべきだと、そういうことをぜ

ひお願いできればというふうに思っています。 

○代谷委員 よろしゅうございますでしょうか。今のは、安全規制のやり方についてのお

話だと思います。 

 では、勝田委員。 

○勝田委員 じゃあ、時間もないので、簡単にしたいと思います。 

 どこでもいいのですが、例えば12ページのところの核計装の構成の話なんですが、確か

に日本では大丈夫という話なんですが、例えば事故の状況を考えると、事故のときにそう

いう構成とかはわからないですが、例えば不安定な状況でも把握をしないといけないとか、

もしかしたらそういう考え方もあるかもしれなくて、それは安全系でちゃんと確保されて

いるのかどうかとか、どういうふうに考えているかということの質問が、1点です。 

 2点目は、最後のところに、国内の表があって、20ページでしょうか。保守不備、偶発故

障の説明がされましたが、例えば異物混入の原因がある程度わかっていることに対して、

混入しないような対策というのは、例えばデザイン的に行われているのかどうか。 
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ICチップの話も、ただ単に製造の話なのか、例えば放射線とか何か熱とかが悪さをして

いるのか、そこら辺についてどういうふうに情報があるかというのを教えてください。 

 以上です。 

○石井企画官 ありがとうございます。 

 まず、計測制御に起因するトラブルが起きたときに、それを運転員が捉えられるのかと

いうような、そういう御質問かと思うのですけれども。基本的には、運転員が捉えるとい

うよりは、設計でカバーすべきだと思っております。 

 きめ細かに起動過程で、各出力段階でしっかり調整していくということが一番大事なわ

けですが、万が一これに起因して安全系にも害が及んでしまった場合でも、基本的にはフ

ェイルセーフの設計になっております。プラントとしては安全ですが、プラントがトリッ

プしてしまうという意味では、稼働率が下がる方向にあります。安全サイドという意味で

は、全体的な設計としてPIDの制御がどうであろうが、プラントがトリップして安全側に収

束するようになっておりますので、そこは運転員が必ずしも全部把握できていなくても、

問題はないと思っております。 

 それから、異物混入の話ですが、異物混入の話については、フィルターの、もうちょっ

と細かい、制御油系にもう少し細かいメッシュのフィルターをつけたりだとか、そういう

ことを行って、一応改善を図ってきております。 

 それから、偶発故障についても、これは特段規制庁として何か働きかけたわけではない

のですが、偶発故障も最近は起きていないんです。多分工場のほうの品質管理も向上した

せいだと思うのですが。2000年代の初頭には幾つか起きているんですけれども、その後は

起きていませんので、多分製造メーカーの方の品質が向上しているのだと思われます。 

○代谷会長 よろしゅうございますでしょうか。 

本件についても、一応この中では、大まかな考え方についてはまとまったんではないか

なというように思うんですが。そういうことで、また本日の意見等を踏まえつつ、原子力

規制委員会のほうに報告するということでございますので、共同議長に御一任いただきた

いと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、ちょっと時間が過ぎちゃったので申し訳ないんですが、あと一つだけ残って

おります。資料5の関係ですね、これについて御説明をお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

○石井企画官 それでは資料5、通しページで23ページになります。要対応技術情報リスト
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(累積)。今までに上がってきた要対応技術のリストが7件書いてございます。基本的には、

対応を継続しているというところでございまして、いずれ今年度、もしくは来年度ぐらい

には終了したいと考えております。 

 進捗がありましたのは、24ページに電源系統の設計脆弱性というものがございます。こ

れは電源系統の1相開放の問題でございますが、これが、対応状況のところで、7月9日に原

子力規制委員会で、実用発電炉および研究開発段階炉（もんじゅ）の設置許可基準の解釈

の改正をしました。 

その後、再処理施設についても改正を行っております。それが10月の29日、再処理施設

についても同じような解釈の改正をやって、対応をしております。従いまして、1相開放の

問題につきましては、一応平成26年10月をもって終了ということになっております。 

 あとは、前回議論をしていただきました、空気と水の相互作用による消化系配管の内部

の腐食の話、スプリンクラーの話ですが、これは現在まだ調査継続中です。大もとである

JAEAさんが持っている大きな研究炉ですとか、それからあとは加工施設ですとか、大きな

ものについてはあらかた当たってありまして、今のところでは、ここで問題とされた予作

動式のスプリンクラーは使用されていないということがわかっております。 

 ただ、小さな研究炉ですとか使用施設についてどうなのかというのは、今審査の途中で、

ヒアリングの中で今確認をしている段階ですので、細かい設備についてはまだ調査継続中

ということでございます。 

○代谷会長 御説明ありがとうございました。 

資料5は、前回までに要対応技術情報とされておりました7件のフォローアップ状況のリ

ストということでございます。 

これにつきまして、何か御質問等、御意見等ございますでしょうか。よろしゅうござい

ますか。 

 じゃあ、このフォローアップについては、しっかりと進めていただくということでよろ

しゅうございますでしょうか。 

 それでは、議題2については、これで終わりたいと思います。 

 本日の議題としては以上でございますが、全体を通じて何か御意見等ございましたら。

ございませんでしょうか。 

 特にございませんようでしたら、これで本日の議事は全て終了いたしましたので、合同

審査会を終わりたいと思います。 
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○山田審議官 それでは、次回の予定でございますけれども、3月頃というふうに考えてご

ざいますけれども、改めてまた日程を調整させていただきまして、御連絡させていただき

たいと思います。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

以上 

 


