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原子力発電所の高経年化技術評価等に係る審査会合 

第1回 

議事録 

 

 

日時：平成２６年１月３１日（金）１０：３０～１１：１５ 

場所：原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

出席者 

原子力規制庁 

 大村 哲臣  審議官 

 森下 泰   安全規制調整官 

 齋藤 哲也  安全規制管理官補佐 

 平田 雅己  原子力保安検査官 

 小林 正孝  原子力安全審査官 

（独）原子力安全基盤機構 

 菅野 眞紀  検査評価部 プラント安全評価室 技術参与 

 菊池 正明  検査評価部 プラント安全評価室 上席審議役 

 大高 正廣  検査評価部 プラント安全評価室 グループ長 

 中野 眞木郎 検査評価部 プラント安全評価室 主席調査役 

 池田 雅昭  検査評価部 プラント安全評価室 調査役 

 北條 智博  検査評価部 プラント安全評価室 主任研究員 

 皆川 武史  検査評価部 プラント安全評価室 主任研究員 

 高倉 賢一  検査評価部 プラント安全評価室 主事 

 竹島 菊男  検査評価部 プラント安全評価室 主事 

 金子 敏夫  検査評価部 プラント安全評価室 主事 

 鈴木 謙一  耐震安全部 審議役 

 川内 英史  耐震安全部 グループ長 

 石田 暢生  耐震安全部 主席調査役 

 渡邉 愛   耐震安全部 上席研究員 
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九州電力株式会社 

豊嶋 直幸  発電本部（原子力管理）部長 

中牟田 康  発電本部 次長 

重久 哲郎  発電本部 原子力経年対策グループ 課長 

石井 朝行  発電本部 副長 

若松 雅史  発電本部 原子力経年対策グループ 担当 

新立 将伸  発電本部 原子力経年対策グループ 担当 

吉海 亮一  発電本部 川内原子力発電所保修課 担当 

寺原 学   技術本部 調査・計画グループ長 

宮嶋 浩   技術本部 原子力グループ 課長 

坂本 博臣  技術本部 原子力グループ 担当 

藤岡 雄太  技術本部 原子力グループ 担当 

 

議事 

○大村審議官 それでは、定刻になりましたので、ただいまから原子力発電所の高経年化

技術評価等に係る審査会合第1回会合を開催いたします。 

 本会合は、原子炉等規制法におきまして、運転開始後30年を経過する実用発電用原子炉

について、原子炉設置者に対して、10年ごとに機器・構造物の劣化評価、それから長期保

守管理方針の作成を義務づけているということであります。本会合は、事業者から提出さ

れた運転を前提とした評価を行うプラントに対する審査を行うという会合でございます。 

 本日は、第1回会合ということで、昨年12月に九州電力から提出されました川内原子力

発電所1号炉に係ります高経年化技術評価について、事業者から概要を説明いただくとい

う予定にしております。 

 本日、第1回ということで、規制庁及び原子力安全基盤機構の出席者を紹介させていた

だきます。 

 まず、私は本審査会合の進行を進めさせていただきますお、規制庁審議官の大村です。

どうぞよろしくお願いします。 

 それから、私の右から、規制庁で高経年化対策担当の森下安全規制調整官、齋藤管理官

補佐、平田保安検査官、それから小林安全審査官です。 

 それから、原子力安全基盤機構から検査評価部の大高グループ長ほか9名の方々、それ
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から耐震安全部から鈴木審議役ほか3名が出席をしております。 

 申請者であります九州電力につきましては、紹介を省略させていただきますが、お手元

に座席表等あると思いますので、御参照いただければと。 

 それから、この後の御発言ですけども、議事録をとる際に間違いがないようにというこ

とで、発言のたびに、恐縮ですけど、名前をおっしゃってください。これは、規制庁のほ

うもよろしく、JNESのほうもよろしくお願いをします。 

 それではまず、この審査会合の位置づけ、それから本日の会合の進め方などにつきまし

て、説明をお願いしたいと思います。説明者は森下調整官、よろしくお願いします。 

○森下調整官 規制庁の森下です。 

 それでは、まず、本日お配りしています配付資料の確認からしたいと思います。表紙の

資料の次からですけれども、出席者のリスト、それから座席表、九州電力のほうで本日用

意していただいています資料1、それから規制庁、当方のほうで用意しました資料といた

しましては三つございますが、参考資料1、これは昨年の12月11日の原子力規制委員会の

決定文書という1枚紙、参考資料2といたしまして、実用発電用原子炉施設における高経年

化対策の実施ガイド、参考資料3になりますけれども、同じく高経年化対策の審査ガイド

を配付しております。 

 以上の資料、お手元にない方は言っていただければと思います。 

 資料の確認が終わったところで、まず、参考資料の1を使いまして、この審査会合の位

置づけ等について説明したいと思います。 

 参考資料の1をご覧ください。「高経年化対策に係る保安規定変更認可申請に対する審査

について」ということで、昨年の12月に原子力規制委員会で決定したものでございます。

冒頭、少し審議官と繰り返しになりますけれども、30年目以降、運転を前提とした経年劣

化の評価を行っているものについて、この審査会合で扱うということでございまして、1．

の基本的進め方でございますが、原子力規制庁が審査を実施して、その結果を原子力規制

委員会へ報告し、決裁を得るということ。それから、審査に当たりましては、原子力安全

基盤機構の協力を得て行うということでございます。審査は、書面審査、それに加えまし

て、今後、現地調査も行うことを予定しております。 

 それから、2．の審査会合の進め方ですけども、先ほど、冒頭、大村審議官から紹介あ

りましたけれども、大村審議官以下のチームによる審査会合で行うということ。それから、

本日ももう、そのような公開の仕方になっておりますけれども、この審査会合は、一般傍
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聴及びネット中継によって公開し、資料も原則公開いたします。それから、審査の過程に

おいて、外部の専門家の意見を聞く場合がございます。下に（注）のところに書いており

ますけれども、議事進行の妨げになるような発言をされた傍聴者については退場を求め、

次回以降の傍聴を認めないということがございます。また、議場が混乱するような事態が

発生した場合には、以降の一般傍聴を行うかについても検討するということでございます。 

 それから、この審査会合と並行しまして、ヒアリングも実施したいと思っておりまして、

審査会合に加え、事業者から申請された申請書の事実確認等を行うためのヒアリングを実

施するということで、これまでにも何回か、もうこの会合に臨む前にさせていただいてお

ります。それから、そのヒアリングの結果については、議事概要を公開するとともに、資

料も原則公開するということで、これもこれまでに九州電力に対して行ったヒアリングに

ついては、公開をもう既にしております。 

 以上が審査会合の全体の位置づけ、進め方でございます。 

 それから、先ほど御紹介しました参考資料の2と3でございますけれども、参考資料2、

高経年化対策の実施ガイドというのは、事業者に対して高経年化評価を行う際の実施の手

続について取りまとめたものでございます。それから、参考資料3の審査ガイドというの

は、我々が審査を行う際の審査の視点、着眼点というものをまとめたものでございます。

審査は基本的にこれらガイドに従って行うということになります。 

 それから、先ほどヒアリングについて触れましたけれども、ヒアリングを行った結果の

議事録でございますけれども、ここで申し上げますけれども、事業者の方で作成した記録

については有効性はありません。我々が公開したヒアリングの議事概要について、意見が

事業者の方からある場合は、一定の期間を設けておりますので、意見を申し出てください。 

 以上がヒアリングに対する注意事項でございます。 

 それから、本日の審査会合の進め方でございますけれども、まずは、資料1、九州電力

で用意した資料について、45分間程度で事業者の方から説明をお願いいたします。それか

ら、その後、残った時間で質疑ができたらと思っております。 

 それが本日の進め方ですけれども、今後の我々の審査を行う際の審査のポイント、先ほ

どガイドに従って行うと申し上げましたけれども、具体的に申し上げますと、大きく七つ

の観点から審査を行っていこうと考えております。七つ述べさせていただきます。 

 1番目は、今回の評価、事業者が行う評価の際に、事業者の中で実施体制、それから実

施手順をきちんと確立してやっているか、それが1番目。それから、2番目ですけれども、
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この技術評価の対象となる機器や構造物を全てきちんと抽出しているかどうか、それが2

番目。3番目は、そのような機器につきまして、発生が否定できない経年劣化事象という

ものを全て抽出して、その発生や進展をきちんと適格に評価しているかどうか、これが3

番目の審査のポイント。それから、4番目といたしましては、現在事業者が行っている保

全・点検、この妥当性が、点検頻度とか補修、取り替えなどの実績を基にきちんと適切に

評価されているかどうか。 

 それから、次は耐震の関係になりますけれども、耐震安全性の評価となる経年劣化事象、

これをきちんと抽出し、それら経年劣化を考慮して耐震安全性を適切に評価しているかど

うか。それから、6番目が津波になりますけれども、津波の安全性の評価につきましても、

その関連する経年劣化事象をきちんと抽出して、その劣化事象を考慮して浸水防護施設に

属する機器、設備につきましての耐津波安全性を適切に評価しているかどうか。最後にな

りますけれども、その結果、現在の保全、点検に追加する必要のある新たな保全策をきち

んと抽出して、長期保守管理方針として策定しているかどうか。大きくこの七つの観点か

ら審査を進めていきたいと思っております。 

 以上が事務局からの説明です。 

○大村審議官 ありがとうございました。 

 高経年化技術評価につきましては、これまでもかなりのプラントで実績があるというこ

と、それからプラントごと、かなり共通点もあるということがあります。そういうのを踏

まえて、これまでの経験をもとに実施ガイド、それから審査ガイドという形で、かなりし

っかりしたものをつくっているというふうに考えております。したがいまして、審査会合

におきましても、こういうガイド、マニュアル等に従って、これはしっかりと確実に評価、

確認をしていくと、これが中心になるかと思いますので、よろしくお願いをします。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 まず、九州電力から川内1号機に関する申請について、今日は概要の説明ということで

すので、説明をお願いをします。 

○九州電力（豊嶋） 九州電力発電本部の原子力管理部長の豊嶋でございます。 

 本日は、ただいま紹介いただきました、川内原子力発電所の1号機の高経年化技術評価

について説明させていただきます。 

 川内原子力発電所1号機は、昭和57年7月に営業を開始しまして、本年7月には30年を迎

えます。先ほどございましたように、したがいまして、原子炉等規制法に基づき30年目の
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高経年化技術評価を実施しまして、昨年12月18日に今後の保守管理方針を作成し、保安規

定の変更申請をしてございます。今回その評価について説明させていただくわけでござい

ますけども、今後の審査に当たりましては、しっかり対応させていただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ではありますけども評価内容につきまして、発電本部の重久のほうから

説明させていただきます。 

○九州電力（重久） 発電本部の重久です。 

 それでは、川内原子力発電所1号炉高経年化技術評価ということで、30年目の評価にな

りますが、概要を資料1に基づきまして説明させていただきます。 

 まず、資料1を1枚めくっていただきますと目次でございます。 

 次のページでございますが、概要と保全実績ということで、もう1枚めくっていただき

まして、3ページでございます。 

 1号炉の概要を記載してございます。主要仕様でございますが、電気出力は890MW、原子

炉の型式としましては加圧水型軽水炉でございます。原子炉熱出力につきましては約

2,660MW、燃料は低濃縮ウランでございます。燃料集合体として157体が装荷されてござい

ます。減速材は軽水で、タービンにつきましては串型4車室6分流排気再熱再生式でござい

ます。 

 1号機の主な経緯としましては、原子炉設置許可日が昭和52年12月でございます。54年1

月に建設工事を開始いたしまして、先ほどもありましたが、昭和59年7月4日に営業運転を

開始してございます。右に図面と写真ございますが、図面でいきますと、上の海のほうか

ら撮ったものが下の写真でございまして、右側が1号炉でございます。 

 次のページめくっていただきまして、4ページでございます。1号炉の運転状況の推移で

ございます。赤の棒グラフが発電電力量、折れ線グラフが設備利用率で、横に点線で描い

てございますが、設備利用率の平均の値でございます。運転開始以降、平成24年度までの

平均値としまして77.5％の設備利用率でございます。これらの評価を見ましても、発電電

力量、設備利用率の推移からは、供用期間の長期化に伴いまして発電電力量、設備利用率

が低下するような傾向は認められておりません。この中で、四角で囲ったものが注記して

ございますが、これにつきましては、利用率を下回ったときの定期検査の工程に影響を与

えた点検、主要な点検を記載してございます。 

 次のページをお願いします。5ページでございます。ここは、計画外停止回数の年度推
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移を記載してございます。青が手動停止、赤が自動停止回数でございます。計画外停止回

数につきましては、手動停止が2回、自動停止が1回でございまして、3回の計画外停止が

ございます。これらの推移を見ましても、供用期間の長期化に伴いまして計画外停止回数

が増加するといったような傾向は認められておりません。 

 次のページをお願いいたします。6ページでございます。これは、運転開始以降、1号機

にしました主要更新工事、改善の状況を示した表でございます。まず、平成17年、17回定

検時でございますが、低圧タービン、高圧タービンの取り替えを実施してございます。次

に、19年度でございますが、これは18回定検時でございますが、主要変圧器、所内変圧器

の取り替えを実施してございます。また、炉外核計装盤も取り替えを実施してございます。

あわせまして、余剰抽出ラインの配管の取り替えも実施してございます。 

 続きまして、平成20年の第19回定期検査時でございますが、これは低温側注入ラインの

配管、弁の取り替えを実施してございます。あと、蒸気発生器の取り替えでございますが、

これも最新型の蒸気発生器に取り替えを実施してございます。その下でございますが、原

子炉容器の上ぶた及び附属品であります制御棒クラスタ駆動装置等の取り替えを実施して

ございます。一番下でございますが、平成21年度第20回定期検査時に、計装用電源装置の

取り替えを実施してございます。これらの取り替えにつきましては、全て予防保全とか、

保守性、信頼性の向上の観点から取り替えを実施してございます。 

 次のページをお願いします。こちらにつきましては、今御説明しました取り替え工事の

内容を図面に示したものでございます。 

 次のページをお願いいたします。ここからが技術評価になります。 

 次のページをお願いいたします。ここに示していますが、今回の技術評価、長期保守管

理方針を作成するに当たりまして実施した体制でございます。まず、中央に記載してござ

いますが、発電本部の原子力管理部長を統括責任者といたしまして、発電本部、左側に記

載の技術本部、また、右側に記載の川内原子力発電所の組織で、評価の実施に関わる役割

を設定して評価を実施してございます。点線で記載してございますが、社内で独立した組

織でございます原子力・保安監査部が内部監査を実施してございます。また、評価に当た

りましては、評価者の力量を設定しまして、管理を実施して評価してございます。 

 次のページでございます。技術評価の実施工程でございます。評価の実施に当たりまし

ては、高経年化対策実施ガイド、先ほどありましたガイドでございますが、ガイドや原子

力規制委員会の指示文書に基づきまして、運転開始後30年を経過する日の6カ月前までに
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保安規定変更認可申請を行うべく工程を管理して実施してございます。 

 まず、平成23年6月でございますが、6月16日に実施計画書、実施説明書を作成しまして

評価を開始してございます。評価をしまして、昨年の11月22日に発電所及び本店の関係箇

所にて評価書の確認作業を終わってございます。そして、昨年12月16日に社内の会議体で

ございます原子力発電安全委員会において審議いたしまして、統括責任者の承認後、12月

18日に保安規定の変更認可申請を実施してございます。また、原子力・保安監査部による

プロセス確認のための内部監査を実施しておりまして、昨年の11月13日に全て完了してご

ざいます。 

 次のページをお願いいたします。ここからが実際の評価になります。評価のフローを右

のほうに示してございます。この評価のフローにつきましては、当社の社内マニュアルに

定めまして、このフローに基づいて評価を実施してございます。この評価につきまして、

簡単に概略、説明させていただきますと、まず一番上の四角のところに対象となる設備の

抽出ということで、重要度分類指針に定めますクラス1、2及びクラス3並びに常設重大事

故等対処設備に属する機器・構造物を対象としてございます。 

 それらに基づきまして、機器単位で長期にわたり使用するかということで、使用しない

ものとして、原子燃料なんかが該当しますが、そういうものを除いて評価対象ということ

で、下のほうに記載してございます。それについて、設備ごとにグループ化しまして、点

線で囲ってございますが、そこで技術評価を実施します。 

 評価に当たりましては、左側に書いてございますが、保全・運転情報の最新知見という

ことで、評価に当たりましては、最新知見を考慮しまして評価を実施してございます。ま

た、そこで技術評価した結果に基づきまして、影響があるかないかということで、耐震と

耐津波の安全性評価をあわせまして評価を実施してございます。それらの評価をもとに、

評価の今回の報告書と長期保守管理方針を策定しまして、保安規定に反映ということで変

更申請を実施してございます。 

 詳細については、次ページ以降にございますので、説明させていただきます。 

 次のページをお願いいたします。このページで、左側でございますが、こちらは先ほど

の前のページでいいますと、四角で囲んだところでございますが、ここをちょっと細かく

記載したところでございます。右でございますけど、こちらは冷温停止状態維持評価対象

設備の抽出フローでございます。こちらにつきましてはどこが違うかと申しますと、まず、

一番上から対象設備と長期にわたり使用するかというところは、先ほどのフローと一緒で
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ございます。三つ目のひし形の部分で、冷温停止状態維持、または保安規定遵守のために

必要な設備かというところで、ここで冷温停止設備の抽出を行ってございます。ここで*2

がついていますけど、下に注記がございますが、どういったものかといいますと、原子炉

施設の保安規定において定めてございます運転モードの5と6ということで、これは低温停

止時に必要な機器でございますが、及び照射済み燃料の移動に対して要求される設備、そ

れと運転モードによらず要求される設備としまして、廃棄物設備とか、こういうのに関わ

る設備等をここで抽出してございます。冷温停止状態に必要な対象設備を抽出しまして、

その後、評価ということで、こちらは先ほどのフローと同じフローになっていきます。 

 では、次のページをお願いいたします。技術評価対象機器の選定でございます。対象機

器は、先ほど申しましたとおり、実用炉規則第82条第1項で定める機器・構造物としてお

りまして、これにつきましては、高経年化対策実施ガイドに定める機器・構造物を対象と

してございます。具体的に言いますと、原子力安全委員会が決定の重要度分類指針に定め

るクラス1、2及び3の機器を有する機器・構造物、それとガイドの要件でございます常設

重大事故等対処設備に属する機器・構造物を対象としてございまして、これにつきまして

は、発電所で運用してございます系統図等をもとに抽出してございます。 

 ここで書いてございます重大事故等対処設備の抽出に当たりましては、昨年7月になり

ますが、申請させていただいています設置変更許可申請書に基づきまして抽出してござい

ます。これにつきましては、現在、新規制基準適合性審査の中で審査が進められておりま

すので、審査の過程で対象に変更がございましたら、こちらのPLM評価（高経年化技術評

価）につきましてもその反映を今後実施することとしてございます。 

 ここの対象機器につきましても、先ほど申しましたとおり、運転を断続的に行うことを

前提とした評価及び冷温停止状態の維持を前提とした評価のおのおのについて機器を抽出

してございます。なお、そこに書いてございますが、供用に伴う消耗があらかじめ想定さ

れ、設計時に取り替えを前提とする部品、または機器分解点検時等に伴いまして必然的に

取り替えている部品、これはパッキンとかガスケットが該当しますが、これにつきまして

は消耗品としまして、技術評価の対象から除外してございます。また、耐用期間中に計画

的に取り替えるということを前提としている部品としまして、これは定期取り替え品と呼

んでございますが、これにつきましても、技術評価の対象から除外してございます。 

 では、次のページをお願いいたします。次に、抽出しました機器・構造物につきまして、

グループ化と代表機器の選定を実施してございます。これは先ほどの抽出フローでいきま
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すと、真ん中辺でございますグループ化というところに該当いたします。評価に当たりま

しては、そこに記載してございますが、ポンプ、熱交換器等々、電源設備までございます

が、この15分類の設備に分類して評価を実施してございます。 

 また、評価対象機器は合理的に取りまとめるために、構造、使用環境、材質等によりま

して、日本原子力学会標準でございます高経年化対策実施基準の経年劣化メカニズムまと

め表を参考にしまして、対象機器をグループ化しまして、その中から代表機器を選定して

ございます。それらのグループ化及び代表機器の選定につきましても、断続的運転、冷温

停止状態維持評価のおのおのについて実施してございます。 

 次のページをお願いいたします。こちらは、技術評価をするに当たりまして、国内外の

新たな運転経験とか、最新知見の反映も実施してございまして、先ほどのフロー図でいき

ますと、点線で描いたところの左側に保全・運転情報最新知見ということで、評価のとこ

ろに矢印が記載してございますが、ここの部分でございます。技術評価の実施に当たりま

しては、当社の至近の先行プラントでございます玄海原子力発電所2号炉の高経年化技術

評価書、これを参考にいたしますとともに、それ以降、平成21年4月から25年7月までの国

内外の運転経験及び最新知見を確認しまして、高経年化への影響を判断して反映を実施し

てございます。具体的には、そこに書いてございます国内の運転経験、国外の運転経験な

んかと、指示文書等を対象にして反映をしてございます。 

 次のページをお願いいたします。16ページでございます。ここは、経年劣化事象の抽出

ということで、これも先ほどのフローで申しますと、点線で囲んだ中になりますが、経年

劣化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出というところになります。先ほど申しましたと

おり、グループ化して選定した機器・構造物の経年劣化事象の抽出方法でございます。 

 高経年化技術評価を行うに当たりましては、選定された評価対象機器の使用条件、これ

は構造とか型式、使用環境、材質等でございますが、これらを考慮しまして、先ほどもあ

りましたが、原子力学会標準の高経年化実施基準の経年劣化メカニズムまとめ表、これら

を参考にしまして、経年劣化事象と部位の組み合わせを抽出してございます。経年劣化上

着目すべき劣化事象ということで抽出をしてございます。 

 また、抽出された経年劣化事象と部位の組み合わせのうちですが、その下に書いてござ

いますa、bに該当する場合は、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象とし

まして除外してございます。一つは、aとしまして、想定した劣化傾向と実際の劣化傾向

の乖離が考えがたい経年劣化事象でありまして、想定した劣化傾向等に基づき適切な保安
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活動を行っているもの。あと、bとしまして、現在までの運転経験や使用条件から得られ

た材料試験データとの比較等によりまして、今後も経年劣化の進展が考えられない、また

は、進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象でございます。これにつきまして

は、着目すべき事象ではないということで除外をしてございます。 

 次のページをお願いいたします。17ページでございます。ここは、経年劣化事象に対す

る技術評価でございます。選定されました評価対象機器につきまして、経年劣化事象の抽

出で抽出した高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の部位の組み合わせに対する技術評

価を実施してございますが、そこに書いてございますように、(1)～(4)の手順で評価を実

施してございます。 

 まず、健全性評価としましては、機器ごとに抽出しました部位、経年劣化事象の組み合

わせごとに、運転開始後60年間の期間を設定しまして、傾向管理データによる評価及び解

析等の定量評価、過去の点検実績、また、一般産業で得られている知見等によりまして健

全性の評価を実施してございます。また、(2)番でございますが、現状保全としまして、

評価対象部位に対して実施している点検内容、日常点検やってございますし、定期点検も

実施してございますが、それらの点検内容、あと、関連する機能試験の内容、あと、補修、

取り替え等の現状保全の内容について整理してございます。 

 これらの(1)、(2)を合わせまして、総合評価としまして、現状保全の内容の妥当性等々

を評価してございます。具体的には、健全性評価結果と整合のとれた点検等が発電所にお

ける保全活動で実施されているか、当該の経年劣化事象の検知が可能か等の評価を実施し

てございます。そして、これらの評価全てを勘案しまして、高経年化への対応ということ

で、現状保全の継続が必要となる項目、今後新たに必要となる点検、検査項目、技術課題

等を抽出しまして、今後必要な対策を講じることとしてございます。なお、評価に当たり

ましては、断続的運転評価及び冷温停止状態維持評価のおのおのについて実施してござい

ます。 

 次のページをお願いいたします。こちらが耐震／耐津波安全性評価の対象機器の抽出と、

あと手順でございます。こちらは先ほどのフロー図で申しますと、技術評価で評価した着

目すべき劣化事象、これらについて、左側の下のほうに矢印が行っていますが、耐震・津

波安全性評価と書いてございます。ここで該当する部分でございます。 

 まず、耐震、津波安全性評価をするに当たりまして、対象機器・構造物の抽出でござい

ます。耐震安全性評価につきましては、技術評価対象機器と同じ機器としてございます。
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あと、耐津波安全性評価につきましては、浸水防護施設に属する施設のうち取水構造物、

水密扉を対象としてございます。これは、昨年7月に申請してございます工事計画認可申

請書に記載してございます浸水防護施設の対象としてございます。 

 耐震安全性評価の経年劣化事象の抽出でございますが、技術評価、先ほど申しました技

術評価における評価結果を取り入れまして、経年劣化事象を整理しまして、そこに記載し

てございますa、bの、bの事象についてのみ耐震安全性評価を実施してございます。 

 aは、現在発生しておらず、今後も発生の可能性がないもの、または小さいもの、これ

につきましては対象外としてございまして、bで、現在発生しているか、または将来にわ

たって起こることが否定できないもの、これにつきまして経年劣化事象として評価してご

ざいまして、これらの事象が、bで書いている事象が顕在化した場合、機器の振動特性、

震動応答特性、または構造、強度上の影響が有意であるか、または軽微、もしくは無視で

きるかを検討いたしまして、耐震安全上考慮する必要がある経年劣化事象の抽出を実施し

てございまして、抽出された経年劣化事象ごとに耐震安全性評価を実施してございます。

評価の実施につきましては、方法につきましては、そこに、下のほうに記載してございま

すa～fに準じまして評価を実施してございます。また、評価に当たりましては、JEAG4601

に準じて実施してございます。 

 次のページをお願いいたします。こちらが耐津波の安全性評価でございます。経年劣化

事象の抽出でございますが、これも技術評価における評価結果を取り入れてということが

書いてございますが、ここは耐震と同じ考え方でございます。こちらもaとb書いてござい

ますが、先ほどの耐震と同じでございます。記載のbを対象としてございまして、bの経年

劣化事象について、これらの事象が顕在化した場合、施設の強度及び止水性上、影響が有

意であるか、あるいは軽微、もしくは無視できるかを検討いたしまして、耐津波安全上考

慮する必要がある経年劣化事象の抽出を実施しまして、抽出された経年劣化事象ごとに耐

津波安全性評価を実施してございます。 

 以上が技術評価の手順でございます。 

 続きまして、主な経年劣化事象の評価結果でございます。20ページ、21ページをお願い

いたします。21ページに記載の8事象につきまして、評価結果を記載してございまして、

御説明させていただきます。この評価結果につきましては、今後審査の中でまた詳細に確

認していただくというふうに考えてまして、これについては、また今後ヒアリング等々で

詳細に御説明させていただきたいと考えております。 
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 今回ここでは、各事象につきまして、評価例を示しまして概要を説明いたします。まず、

開いていただきますと、①としまして、低サイクル疲労割れでございます。評価対象機器

としましては、原子炉容器、蒸気発生器、1次冷却材ポンプ等ございます。ここでは、原

子炉容器を代表例として御説明いたします。 

 健全性評価でございますが、プラントの実過渡回数から60年時点の過渡回数を推定いた

しまして、60年時点での疲労累積係数を評価しております。なお、接液部を考慮しました

環境疲労評価もあわせて実施してございます。そこの右下の表に結果が記載してございま

すが、結果としましては、全て疲労累積係数が1以下であることを確認してございますの

で、許容値に対し余裕のある評価結果が得られたと考えてございます。 

 現状保全でございますが、現状保全としましては、定期的に超音波探傷検査等を実施し

まして、有意な欠陥がないことを確認してございます。また、定期検査時には漏えい試験

を行いまして、耐圧部の健全性を確認してございます。これらの健全性評価と総合評価を

勘案しまして、総合評価としましては、評価結果から疲労割れの発生の可能性はないと考

えてございます。ただし、今後実過渡回数を把握いたしまして、実過渡回数に基づき評価

を実施する必要があるというふうに考えてございます。また、現状保全でございます超音

波探傷検査等で疲労割れは検知可能でありまして、点検手法としましては適切であるとい

うふうに評価してございます。 

 高経年化への対応としましては、現状保全に加えて、高経年化対策の観点から、今後実

過渡回数に基づく評価を定期的に実施していくとしてございます。 

 次のページをお願いいたします。原子炉容器の中性子照射脆化でございます。こちらに

ついては健全性評価でございます。中性子照射結果につきましては、監視試験片を取り出

しまして、試験した結果により評価をしてございます。監視試験結果により、評価上厳し

い箇所である原子炉容器下部胴の中性子照射脆化は国内脆化予測式にマージンを見込んだ

値を逸脱しておらず、特異な脆化は認められていないということを確認してございます。 

 ここに表が描いてございますが、ここにグラフございますけど、どれも国内の脆化予測

式による予測と監視試験片の結果を示したものでございますが、許容値に入ってございま

す。ごめんなさい、有意な、特異な脆化は認められないというふうに評価してございます。 

 次のページをお願いします。次のページのグラフがございますが、こちらを見ましても、

材料の持つ粘り強さを示しますK1C曲線は、加圧熱衝撃事象の応力拡大係数K1を上回ってご

ざいまして、脆性破壊は起こらないということを確認してございます。また、下の表でご
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ざいますが、上部棚吸収エネルギー低下に対する評価を実施してございまして、そこに記

載してございますが、JEAC4206で要求してございます68J以上であることを確認してござ

います。 

 現状保全でございますが、現状保全としましては、JEAC4201に基づきまして計画的に監

視試験を実施してございます。また、定期的に超音波探傷検査を実施してございますのと、

運転管理上の制限としましても、加熱冷却時制限曲線及び耐圧漏えい試験温度を設けまし

て、それ以内になるように運用を行ってございます。 

 総合評価でございますが、中性子照射脆化が原子炉容器の健全性に影響を与えることは

ないというふうに評価してございます。また、現状保全内容も適切であるというふうに考

えてございます。 

 高経年化への対応でございますが、現状保全項目に加えて、高経年化対策の観点から、

関連温度上昇に関する精度向上が図られた脆化予測式に基づく評価を今後も実施していく

ということで、ここを掲げてございます。 

 次のページをお願いします。照射誘起型の応力腐食割れでございます。対象機器としま

しては、炉内構造物としまして、炉心バッフル、炉心そう、バッフルフォーマボルト等が

ございます。ここでは、バッフルフォーマボルトを例に紹介いたします。 

 健全性評価でございますが、バッフルフォーマボルトにつきましては、評価ガイドに基

づいた評価を実施した結果、運転開始60年時点でのバッフルフォーマボルトの予測損傷本

数は0本となりまして、照射誘起型応力腐食割れが発生する可能性は低いことを確認して

ございます。これによりまして、バッフルフォーマボルトの照射誘起型応力腐食割れが炉

心の健全性に影響を与える可能性はないと考えてございます。現状保全でございますが、

現状保全としましては、定期的に可能な範囲につきまして、水中カメラによる目視確認を

全数実施してございます。有意のないことを確認してございます。 

 総合評価としまして、損傷発生予測の結果、運転開始後60年時点までの損傷が発生する

可能性は小さいというふうに評価してございまして、さらに、万一、一部のボルトが損傷

しても、損傷ボルトの本数の増加は緩やかでございまして、炉心の健全性に影響する、健

全性は確保可能であるというふうに考えてございます。高経年化への対応としましては、

現状保全項目に高経年化対策の観点から追加すべきものはないというふうに判断してござ

います。 

 次のページをお願いいたします。④で、熱時効でございます。対象機器としましては、
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1次冷却材、1次冷却材ポンプケーシングが対象機器でございまして、評価例としまして、

1次冷却材管について記載してございます。 

 健全性評価としまして、評価のフローを右のフロー図のほうに記載してございます。運

転開始後60年時点までの疲労亀裂を想定しまして、破壊力(Japp)と破壊抵抗値(Jmat)でご

ざいますが、この交点において、Jmatの傾きがJappの傾きを上回っておりますので、配管

は不安定破壊することなく、母管及び管台の熱時効は、健全性評価上問題ないというふう

に評価してございます。現状保全でございますが、定期的に溶接部の超音波探傷検査を実

施しまして、評価で想定しました亀裂のないことを確認してございます。 

 総合評価としましては、現時点の知見におきましては、高経年化上問題となる可能性は

ないというふうに評価してございまして、また、現状保全につきましては、点検手法とし

ましては適切であるというふうに評価してございます。高経年化への対応としまして、現

状保全項目に高経年化対策上の観点から追加すべきものはないというふうに判断してござ

います。 

 次のページをお願いします。絶縁特性の低下でございます。評価対象機器としましては、

ポンプモータ、電気ペネトレーション、ケーブル、あと、ファンモータ等がございます。

評価例としまして低圧ケーブル、ここでは難燃PHケーブルでございますが、評価結果を示

してございます。 

 左側にフローが書いてございますが、これは電気学会推奨案に基づくケーブルの試験手

順を示したものでございます。また、右の表でございますが、これは電気学会推奨案に基

づく試験の試験条件と川内1号炉の実機環境に基づき想定しました劣化条件との比較を示

してございます。この比較表の、次のページにもありますが、比較した結果でございます

が、両者を比較した結果、試験条件は、川内1号炉の実機環境に基づいて、60年間の運転

期間を想定した劣化条件でございます。 

 表の右側に記載した条件でございますが、これを試験条件が包絡してございますから、

健全性評価としましては、運転開始後60年時点においても絶縁機能を維持できるというふ

うに評価してございます。現状保全でございますが、定期的に絶縁抵抗測定、系統機器の

動作確認、または計器の指示値確認等を行いまして、異常のないことを確認してございま

す。 

 総合評価でございますが、絶縁体の絶縁低下により、機器の健全性に影響を与える可能

性はないというふうに評価してございまして、絶縁低下は、現状保全に書いてございます
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点検項目で検知可能でございまして、点検手法としては適切であるというふうに評価して

ございます。高経年化への対応でございますが、現状保全項目に加えまして、高経年化対

策の観点から追加すべきものはないというふうに判断してございます。 

 次のページを、29ページをお願いします。ここでは、コンクリートの強度低下及び遮蔽

能力低下の評価でございます。コンクリートの強度低下、遮蔽能力の低下としましては、

60年間の供用ですが、想定しまして、熱、放射線照射、中性子、塩分浸透等を評価してご

ざいます。健全性評価でございますが、1のコンクリートの強度低下でございますが、熱、

放射線、中性子及び塩分浸透について評価した結果を表に示してございますが、全て制限

値以下でございまして、問題のないことを確認してございます。 

 また、下の2の表でございますが、コンクリートの遮蔽能力低下につきましても、熱に

よる影響を評価してございまして、評価の結果、こちらも制限値以下であることを確認し

てございます。現状保全でございますが、定期的にコンクリートの表面の目視点検、また、

必要に応じまして塗装の塗り替え等の補修を実施してございます。また、破壊試験や非破

壊試験等を実施してございます。 

 総合評価としましては、現状保全を継続することによりましてコンクリートの健全性の

維持は可能というふうに評価してございます。高経年化への対応でございますが、現状保

全を継続し、高経年化の観点から追加すべき、継続することで高経年化の観点から追加す

べき項目はなしということで評価してございます。 

 次のページをお願いします。30ページ、耐震安全性評価でございます。そこに耐震安全

性評価の結果を表に表してございます。先ほど、前段で技術評価を実施してございますが、

技術評価結果から想定される経年劣化を仮定しまして、耐震安全性評価を実施してござい

ます。各劣化事象を考慮しまして、地震発生時の影響を評価した結果、表の右側、評価結

果（例）の概要と書いてございますが、左の劣化事象をもとに評価した結果、全て問題は

ないということを確認してございます。一番下に書いてございますが、評価の結果、耐震

安全性の観点から高経年化対策に追加すべき事項はないというふうに評価してございまし

て、この表の2番目、腐食でございますが、これについて、評価の概要を次のページに示

してございます。 

 こちらが、例ということで、配管の減肉について記載してございまして、配管減肉が起

こり得るエルボ部とか、レジューサ部、オリフィス部等の偏流発生部位及びその下流部が

周方向に減肉したと想定しまして評価しております。この図、描いてございますが、曲が
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りくねって、流れが乱れる部分、ここに描いてございますが、ピンクの部分が減肉したと

想定して評価した結果でございます。評価した結果は右の表に記載してございます。いず

れも地震の発生応力を算出し、応力比でございます、応力比、または、下に書いてござい

ますが、疲労累積係数を確認した結果、この表に示しますように、許容値である1を上回

っていないということを確認してございます。配管減肉の一例でございます。 

 次のページをお願いいたします。耐津波安全性評価でございます。対象構造物としまし

ては、耐震防護施設に属する施設ということで、取水構造物、水密ぶたを対象としてござ

います。耐震安全性上着目すべき経年劣化事象でございますが、取水構造物、水密扉にお

ける経年劣化事象として、鉄骨の腐食による強度低下につきましては、将来にわたって起

こることが否定できないものの、下記に示す技術評価としまして、健全性の確保は可能で

あるというふうに評価してございます。 

 一つは、目視点検による健全性確認を実施していること。あと、鉄骨の腐食発生の可能

性は小さいこと。仮に鉄骨の腐食が発生したとしても、現状保全により健全性の確保は可

能であること。これらから、強度及び止水上、軽微、もしくは無視できるものと判断しま

して、耐津波安全性評価上は対象外ということにしてございます。 

 追加保全策としましても、現状保全を継続することによりまして、耐津波安全性を確保

できることから、追加すべき項目はないというふうに評価してございます。 

 以上が技術評価の概要でございまして、評価結果、総合的な評価結果の概要を次に示し

てございます。 

 34ページをご覧いただきたいと思います。評価としまして、健全性評価、あと現状保全

等を勘案しまして、総合評価としまして、そこに記載してございますが、断続的運転を条

件とした評価の結果、各劣化事象において健全性に影響はないということを確認してござ

います。 

 また、冷温停止状態を前提とした評価も実施してございまして、一部断続運転評価条件、

これよりも厳しいものが抽出されましたが、評価した結果、健全性に影響はないというこ

とを確認してございます。 

 二つ目でございますが、大部分の機器・構造物につきましては、現状保全を継続するこ

とによりまして、長期間の運転を仮定いたしましても、安全に運転を継続することは可能

という見通しを得ております。ただ、一部の機器・構造物につきましては、新たに講じる

必要がある保全項目が抽出されまして、2件の長期保守管理方針ということで策定してご
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ざいます。 

 次のページに、策定しました長期保守管理方針を示してございます。表に示してござい

ますが、1番目でございますが、原子炉容器胴部、これは炉心領域部でございますが、中

性子照射脆化につきましては、精度向上が図られた脆化予測式に基づく評価を実施してい

く、実施するということを一つ目としてございます。 

 二つ目としましては、1次冷却材ポンプ、ケーシング等でございますが、これらの疲労

割れにつきましては、実過渡回数に基づく疲労評価を今後実施していく、今後も何か実過

渡回数に影響を与える事象がありましたら評価していくということで、この2点を長期保

守管理方針として上げてございます。 

 実施時期につきましては、この2件とも中長期でございまして、実施期間は、下に書い

てございますが、30年を迎える平成26年7月4日から10年間としてございます。 

 最後になりますが、36ページをお願いいたします。今後の取組みでございます。今回実

施しました高経年化技術評価及び長期保守管理方針の策定につきましては、現在の最新の

知見に基づき実施したものでございます。しかし今後、そこに記載してございますa～iに

ありますような運転経験や最新知見等を踏まえ、適切な時期に再評価、または変更を実施

していくこととしてございます。 

 最後になりましたが、高経年化対策に関するこれらの活動を通じまして、今後ともプラ

ントの安全・安定運転に努めるとともに、安全性・信頼性のなお一層の向上に取り組んで

いく所存でございます。 

 以上が1号炉の今回申請させていただきました評価の概要でございます。 

 以上でございます。 

○大村審議官 資料1に基づきまして、今回の評価の概要について説明をいただきました。 

 それでは、質疑に入りたいと思いますが、今日は概要説明ということで、これからの審

査会合で個々の事象につきましては、それぞれ詳細にまた検討していきたいというふうに

思いますけども、今日のこの概要のレベルですね、このレベルで質疑、質問、それからあ

と、特に今後の審査において何かポイントとなるところ、お願い事項等ありましたらお願

いしたいと思います。 

○齋藤管理官補佐 規制庁の齋藤です。 

 先ほど資料1の13ページの評価対象機器のところで、口頭で補足いただきましたけれど

も、念のため確認したいのですけれども、昨年7月施行の新規制基準との関係についてで
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すけれども、新たに規制対象となりました重大事故等対処設備、それから浸水防護施設な

どについてですけれども、昨年7月に申請されている新規制基準適合に係る申請の中にあ

るものが、今回のこの高経年化技術評価の中でどのような扱いとなっているのかについて

説明をお願いいたします。 

○九州電力（重久） 昨年……。 

○大村審議官 お名前をおっしゃっていただくのと、それから、もうちょっと近づけて話

をしていただけますか。 

○九州電力（重久） 九州電力の重久でございます。 

 昨年7月に申請いたしました、新たに新規制基準に追加されました機器としまして、重

大事故等対処設備、それから浸水防護施設等がございますが、これらにつきましては、昨

年の提出した段階、その段階に提出してございます重大事故等対処設備につきまして、機

器を抽出しまして、その機器に対して類似性とかを評価しまして、個々の技術評価をしま

して、今回の評価書の中にその評価結果ということで取り込んでございます。 

 ただし、あくまでも昨年の7月の段階の機器について評価してございますので、今後審

査の中で、適合性審査の中でその辺に変更がございましたら、その変更をこちらのほうに

も反映するということにしてございます。 

○齋藤管理官補佐 はい、わかりました。 

○大村審議官 それ以外、よろしいでしょうか。どうぞ。 

○平田検査官 規制庁の平田です。 

 今の13ページの重大事故等対処設備に関しての確認です。重大事故等対処設備というの

は、今までの各事業者から出てきた高経年の技術評価、それから規制側が実施したそれの

審査ですね。その中では入っていなかった設備ということで、今回、川内1号機が最初の

申請になるものでございます。 

 特に一例を挙げますと、静的触媒式水素再結合装置というようなものは、構造とか、そ

れから使われている素材の材質、それから使用条件を含めて、どういう劣化モードが発生

するかというのは、まだこちらとしても明確に確認できているものではございません。 

 したがって、ちょっと今後の審査のポイントにはなりますが、重大事故等対処設備に属

する機器については、どのような劣化モードを想定して評価されたかということはしっか

り確認させていただきたいと思っております。 

 以上です。 
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○九州電力（中牟田） 中牟田でございます。 

 今のコメントを反映いたしまして、今後のヒアリング等でそこら辺、詳しく説明させて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○平田検査官 よろしくお願いいたします。 

○大村審議官 それ以外、いかがでしょうか。 

 ちょっとだけ私のほうから何点かお伺いしたいところがありますが、まず、非常に簡単

な話ですけど、6ページに主要機器の更新状況、改善の状況というのがありまして、過去

の、主なものは、これ、予防保全のために対応されているという感じでありますが、最終

のものが、この表では平成21年度ということになって、数年も前ということになりますが、

これ以降に何か対応したものは何か、かなり長い間とまっているということもありますが、

あるのか。それから、今後何か予定があるのかというのを少しお聞かせいただければあり

がたいなというのが1点。とりあえず、それだけまずお願いします。 

○九州電力（重久） 九州電力の重久でございます。 

 まず、6ページに記載している21年度以降に何か予防保全とか、主要工事やったかとい

うことでございますが、21年度のこの20回定検、次の21回定検で今とめて、そのままとま

ったままですので、これ以降に主要工事やった実績はございません。これ以降についても、

申し訳ありません、ちょっと詳しいところはここではお答え申し上げできないというか、

今のところ計画はないというふうに考えてございます。 

○大村審議官 もう1点、9ページに今回の管理方針の策定に当たる体制というのがありま

す。それで、統括責任者は発電本部、原子力管理部長ということになっておりますが、川

内原子力発電所長は、これ、現場の責任者ですので、それは当然として、この技術本部の

土木建築部長とかありますけども、この発電本部と技術本部の今回評価に当たっての役割

分担というんでしょうか、どういう線引きなり、分担になっているのかというのを少し教

えていただければと思います。 

○九州電力（重久） 九州電力の重久でございます。 

 発電本部でございますが、発電本部は機械を主に、機械というか、電気制御部品、そう

いったものを評価してございまして、技術本部というのがコンクリート、この評価でいき

ますとコンクリートの評価を実施してございます。というのは、設備で分けてございます。

統括は発電本部のほうで統括しまして、取りまとめも実施してございます。 

○大村審議官 わかりました。 
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 あともう1点だけ、私のほうからは、最後、10ページですけれども、社内の原子力発電

安全委員会において評価書の審議を実施して、統括責任者が承認をしたと、こういう形に

なっていますけども、この原子力発電安全委員会というのは、どういう位置づけなり、責

任の範囲だったり、あとメンバーとかはどういう状況になっているのかなということ。 

 それから、統括責任者との関係は、これは前のところの体制図のほうには、特に安全委

員会の位置づけは特に書いてありませんけども、このあたりの統括責任者との関係という

のはどういう形になっているのかということについて説明いただけないでしょうか。 

○九州電力（中牟田） 中牟田でございます。 

 原子力発電安全委員会でございますけれども、本店のほうにこういうちょっと委員会を

設置するように、社内のルールで決めてございまして、これにつきましては、例えば設置

変更許可申請とか、保安規定の変更申請とか、そういう重要な案件を申請する前に、こう

いう会議体で、ちょっと社内の関係部門の意見を広く聞いた上で、間違いないかというの

を確認して、それから正式な手続をするという、そういうステップを踏んでいる会議体で

ございます。 

 メンバーですけども、委員長が、ここにおります原子力管理部長の豊嶋でございます。

その委員会のメンバーですけども、発電本部の関係する部長とか、グループ長とか、そう

いう、こういう審議する事項に応じて、基本的にはメンバー決まっているんですけれども、

そういうグループ長クラスの人間がその会議体のメンバーになってございます。この案件

につきましては、技術本部のほうもグループ長も出席いたしまして、今回の申請内容につ

いて経年対策グループというところが起案箇所としてその会議体に諮りまして、その中で

審議を行いまして、その審議した結果、特に問題なしということで今回の申請に移ったと

いうことでございます。そういう今回の保安規定の変更申請を行う前に、そういう申請内

容について一度社内で確認するという、そういう会議体でございます。 

○大村審議官 ということは、あれですね、その発電本部のこの統括責任者のもとという

か、そのもとで社内のいろんな各部署が関係して確認をする、こういう体制だという理解

してよろしいですか。 

○九州電力（中牟田） 中牟田でございます。 

 はい、そのとおりでございます。 

 すみません、あと、申し遅れましたけど、このメンバーとして、テレビ会議を通じまし

て、発電所の所長と原子炉主任技術者、この者もメンバーとして入りまして、発電所なん
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かの意見もきちんと取り入れてこの会議体で審査しているということでございます。 

 以上です。 

○大村審議官 ほかにございますか。 

 どうぞ。 

○JNES（大高グループ長） 原子力安全基盤機構検査評価部の大高でございます。 

 経年劣化の発生及び進展を的確に評価するかという観点から、20ページ以降に主な経年

劣化の評価結果の概要が示されておりますが、この健全性評価及び現状保全等の技術的妥

当性の評価の詳細については、今後の審査の中で詳細に確認させていただきます。 

 今回提出されました資料の22ページ、低サイクル疲労なんですが、この右下の表にこれ

までの疲労累積係数の評価結果の概要が書いてございますが、ここで設計・建設規格によ

る解析で※1、それから、環境疲労評価手法による解析※2と、こうやって書いてございま

すが、これの※1のほうは大気中の疲労評価ということでよろしいか、確認させていただ

きたいのですが、お願いします。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 今御質問のありました件について、※1については、大気中の解析結果ということで間

違いございません。 

○JNES（大高グループ長） 原子力安全基盤機構の大高でございます。 

 そういう意味でいいますと、大気中の疲労累積係数に対して、環境中の評価手法による

累積係数が小さく評価されているということで、この辺については、今後その評価の過程

含めて、詳細にちょっと確認させていただきまして、評価の妥当性を評価していきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○九州電力（新立） はい、今後の審査の中できちんと説明させていただきます。よろし

くお願いします。 

○JNES（鈴木審議役） では、JNES耐震安全部の鈴木でございますけども、一つコメント

させていただきます。 

 先ほどの耐震安全性評価と耐津波安全性評価のお話ございましたけども、それらの前提

条件となります基準地震動と基準津波につきましては、今後の審査の中でしっかりと確認

していきたいと思っております。 

 加えて、新規制基準との整合性についても確認していきたいと思っております。 

○九州電力（中牟田） 九州電力の中牟田です。 
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 また、ヒアリング等の場で説明させていただきたいと思います。 

以上です。 

○森下調整官 規制庁の森下です。 

 先ほどJNESの鈴木からありました基準地震動なんですけれども、新規制基準の適合のほ

うで、Ssが変わった場合には、今日、31ページとかで配管減肉のSsでの評価の例を示され

ましたけども、再度評価をしていただくことになると思いますので、申し上げておきます。 

○九州電力（中牟田） 九州電力の中牟田です。 

 了解いたしました。 

○大村審議官 別途適合性審査の話が進んでいると思いますので、これと関連する部分が

あると思いますので、それはそちらのほうでいろいろ変更なりがあれば、それは適宜反映

をいただいて、こちらでも検討するという形にしたいと思います。よろしくお願いします。 

 それ以外に何かありますでしょうか。 

 私のほうからもう……、ありますか。はい、どうぞ。 

○小林審査官 原子力規制庁の小林です。 

 実施体制の観点から、一つ御質問させていただきたいと思います。 

 まとめのところにも最新の知見の反映を踏まえてということで御説明もありましたが、

15ページで最新の知見の反映のところを見ると、見た文献等、最新の知見の見たところは

書いてあるんですが、これを実施体制の中で見ると、最新の知見の反映というものがどう

いうふうにされているのかというところの説明が少し抜けているのかなと思います。この

点について御説明いただけますでしょうか。 

○九州電力（重久） 九州電力の重久でございます。 

 最新知見をどの部署が確認したかという……。 

○小林安全審査官 規制庁、小林です。 

 体制として、どのような形で最新知見の反映というものを行っているのか、確立してい

るのかということです。 

○九州電力（中牟田） 九州電力の中牟田と申します。 

 例えば国内の事故、故障情報についてちょっと例にとって説明させていただきます。そ

こら辺の情報につきましては、例えばニューシアなんかをもとに情報を入手するんですけ

ども、それにつきましては、基本的に本店のほうでそういう情報を入手いたします、まず。 

 まず、本店の中でどういう内容かというのを検討した上で、これを発電所のほうでの検
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討が必要かという判断をした場合には、その案件につきましては、発電所のほうにまた情

報を流しまして、発電所のほうで、例えばメンテナンスの方法に何か改善を加えたりする

必要があるかとか、何かそういう検討をいたしまして、そういう検討の結果、反映が必要

があれば、そういう対策を発電所のほうで実施する、そういうことでPDCAのサイクルは回

すような仕組みで、情報の入手は基本的に本店のほうで入手して、まずは検討するという

ような手順で当社の場合は取組んでいるところでございます。 

○大村審議官 それでは、先ほどちょっと言いかけましたので。これは評価を行った結果

は、最後は長期保守管理方針の策定ということで、これは保安規定関係は認可事項という

ことになるわけですけれども、2点抽出をされていて、その中の一つに中性子照射脆化の

件が取り上げられていると。 

 その精度向上が図られた脆化予測式に基づく評価を実施するということで、ちょっとこ

のあたりが非常にふわっとして、どういう内容なのかというのが非常にわかりづらいんで

すけど、これはおいおい、その項目のときに少し詳しく恐らく説明いただけるのではない

かと思いますが、もし今の段階で、これについて、何かこういう意味なんですということ

があれば、簡単に話をしていただけるとありがたいんですけど。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 今御質問いただいた中性子照射脆化の評価については、現状認められております予測式

に従って適切に評価をしておりまして、全く問題がないと、健全性に問題ないということ

を確認しております。ただし、その評価方法というのが、現在知見の拡充とかいうことで、

いろいろと改定の動きが中で行われておりますので、今後そういう新しい評価方法だとか、

精度が向上した式とかいうものが出てきましたら、そういうのも反映して、今後適切に高

経年化の観点から評価を続けていくということを記載しているものです。 

○大村審議官 先ほど申しましたように、今後の審査のところでこのあたりをまた確認を

いたしますけども、ちょっと今の現状は、どういう研究なり、検討されているのかも含め

て、また御説明いただけるとありがたいなと思います。 

 それでは、そのほかに何か指摘事項等ありますか。 

 はい。 

○森下調整官 二つほど細かな今後の確認事項ということで伝えさせていただきます。 

 今日の資料の25ページなんですけども、IASCCについて、炉内構造物の評価で、現状保

全として定期的に可能な範囲について確認をしていて、有意な欠陥がないことを確認して
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いると書かれていますけれども、見える、可能な範囲というのはどういう範囲なのかとい

うこと。 

 それから、見えない部分を含めて、最終的に健全性は確保可能であると総合評価されて

いますので、見えない部分について特にどのような評価をした結果、そのような結論にな

っているのかということはきちんと確認をさせてください。 

 それから、もう1点は、29ページのコンクリートのところになりますけれども、放射線

照射のところのガンマ線照射のところですけれども、資料の中に、文献において有意な強

度低下が見られるとされる2×1010radを超える範囲、そういうところがありますけれども、

構造強度上問題とならないと結論づけられておりますけれども、この点についてはしっか

りと、どういう影響が評価の結果出されているのか、どうして構造強度上問題とならない

という判断をしたのかというのについてはしっかり確認をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○九州電力（中牟田） はい、わかりました。また今後御説明させていただきます。 

○大村審議官 どうぞ、平田さん。 

○平田検査官 規制庁、平田です。 

 もう1点、確認事項として、資料の10ページなんですが、実施工程の中で、内部監査

（調査を含む）と書かれて、今回評価書提出までに3回、この内部監査というのをされて

おります。その前のページの体制を見ますと、独立した組織として原子力・保安監査部が

内部監査を実施しますと、この部分かと思いますが、今後審査の過程で、この原子力・保

安監査部がどのような権限を持って、どのような調査をしたのかということについては、

改めて確認させていただいて、この評価書に最終的にどのような反映が行われたかという

点について御説明いただきたいと思っております。以上です。 

○九州電力（中牟田） 九州電力の中牟田です。 

 また、その点につきましても、今後御説明させていただきます。 

○大村審議官 それ以外に何かありますか。 

 どうぞ。 

○JNES（中野主席調査役） JNESの中野と申します。 

 29ページなんですが、コンクリートの強度低下に関して、先ほどガンマ線照射のお話が

ありましたけれども、それ以外の熱の影響であるとか、それから、中性化、塩分浸透につ

きましても、実際に評価した推定式や、それから解析による評価方法、それから評価結果
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を確認して、適切な判断基準で健全性評価が行われているかを審査の中で確認していきた

いというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○九州電力（宮嶋） 技術本部の宮嶋でございます。 

 ただいまの御質問でございますが、今後のヒアリングの中で詳しく御説明させていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○大村審議官 どうぞ。 

○JNES（池田調査役） JNESの池田でございます。 

 電気計装品の絶縁低下について、資料27ページに示されているように、主に試験結果に

基づく健全性評価が行われておりますので、試験条件の妥当性等については、今後の審査

の中でしっかり確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○九州電力（重久） 九州電力の重久でございます。 

 こちらにつきましても、今後のヒアリングとか審査の中できっちり説明させていただき

ます。 

○大村審議官 どうぞ。 

○JNES（菅野技術参与） JNES検査評価部の菅野です。 

 ページ、25ページ目ですね、③の照射誘起型応力腐食割れ、IASCCがありますけども、

その健全性評価の中でバッフルフォーマボルトの評価結果では、これは運転開始60年の時

点でボルトの予測損傷本数はゼロ本だという記載がありますけども、本件につきましては、

その評価結果の妥当性について、審査ガイド並びに最新の国内外の知見を踏まえて、しっ

かりと確認していきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。以上

でございます。 

○九州電力（中牟田） 発電本部、中牟田です。 

 また、その件につきましても、御説明させていただきます。 

○大村審議官 そのほか、何かございますか。 

 今回高経年化の評価ということで、その対象機器が非常に膨大だということで、ちょっ

と今後の審査のこの会合のやり方にも関係するんですけども、この場で非常に膨大なもの

を個々に確認をしていくというのは、これは時間的な制約もあり、あまり現実的ではない

なという感じはします。ただ、一方で、この高経年化技術評価というのは、かなりの網羅

性、それからあと、個々のものについての今の保全の状況であるとか、あと評価、さまざ

ま非常にディテールなところの確認まで必要だということになりますので、特にやっぱり
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対象機器の選定、これで対象になるかならないかによって全く扱いが違いますので、その

選定の考え方、それから、特にその選定をしたときのやはり具体的な考え方、それからデ

ータ的なことですね、それを。それからあと、実際にこれ評価をするときの基本的な考え

方とか、方法とか、あと、その結果とか、こういうのを示していただくということは非常

に大事なことではないかと思います。ただ、先ほど申しましたように、個々のものについ

て、全部ここで確認をするというのもなかなか難しいということですので、その中で、評

価書もそういうふうになっておりましたけども、やっぱり条件の厳しいものであるとか、

リスクが比較的高いものであるとか、いろいろなそういうような観点で、これを事例とし

てしっかりと、これはディテールに至るまで説明をいただくと。ほかのものは、それにあ

る程度考え方とか、評価の中身が包含されるものであれば、それを水平展開という形で、

資料としては提示いただくのはいいと思いますけども、そういう形で全体をカバーしてい

くと、こういうやり方をしていくのがいいのではないかというふうに思います。 

 それから、別途、事実確認のヒアリングということがありますので、個々の機器のまた

ディテールの確認につきましては、ここで基本的なところを押さえた上で、そこでまた確

認をするということもあろうかと思いますので、そのあたりは少し臨機応変に、柔軟に対

応していきたいというふうに考えています。 

 それでは、それ以外に何か指摘とか、ありますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、本日の議事を終了したいと思います。 

 それから、最後にじゃあ、事務連絡、何かありましたら、事務局からお願いします。 

○森下調整官 規制庁の森下です。 

 次回の日程につきましては、まず、今後調整をさせていただいた上で決定したいと思い

ます。 

 それから、次回の以降の会合につきましては、我々としては先ほどの劣化事象、照射脆

化とか、そういう劣化事象ごとに審議を、最も厳しい条件にあるような機器を使って審査

会合で審議を進めるようなやり方にしたいと思いますので、また詳細については調整をさ

せていただきたいと思います。 

 事務連絡は以上でございます。 

○大村審議官 それでは、以上をもちまして本日の第1回審査会合を終了いたします。 

 


