
1 

原子力発電所の高経年化技術評価等に係る審査会合 

第2回 

議事録 

 

 

             日時：平成２６年２月２４日（月）１０：３０～１６：２６ 

             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 

 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  

 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 

関西電力株式会社 

鈴木  聡  原子力事業本部 副事業本部長 兼 原子力技術部門統括 

田中 秀夫  原子力事業本部 高経年対策グループ チーフマネジャー 

山田  淳  原子力事業本部 土木建築設備グループ チーフマネジャー 
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高井 秀之  原子力事業本部 高経年対策グループ マネジャー 

木谷  博  原子力事業本部 高経年対策グループ リーダー 

内山 康志  原子力事業本部 高経年対策グループ リーダー 

北村 嘉英  原子力事業本部 高経年対策グループ リーダー 

山口 善弘  原子力事業本部 土木建築設備グループ リーダー 

渡辺孝治郎  原子力事業本部 高経年対策グループ 担当 

武田 大尚  原子力事業本部 高経年対策グループ 担当 

木村 圭佑  原子力事業本部 高経年対策グループ 担当 

岡村 博史  原子力事業本部 土木建築設備グループ 担当 

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 

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 

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、今日は、第2回会合を開催いたします。 

 本日は、平成26年1月15日に、関西電力から提出されました高浜発電所3号炉に係る高経

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。 

 それから、午後からは、九州電力川内1号炉につきまして、劣化事象ごとの説明をいた

だくと、こういう予定にしております。 

 午前は、関西電力からの説明ということですが、出席者につきましては、お手元の資料

の出席者のリスト、それから、座席表も配付しておりますので、割愛をさせていただきた

いと思います。 
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 それから、発言をする際には、これは、規制庁、JNES側、それから事業者側も、その都

度、名前を言っていただいて、発言をお願いします。これは、議事録を作成する際に、間

違いのないようにということですので、その辺、徹底をよろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 それでは、本日の会合の進め方につきまして、事務局から説明をお願いします。 

森下調整官、お願いします。 

○森下調整官 規制庁の森下です。 

 それでは、まず配付資料の確認から行いたいと思います。 

 まず、1枚目の議題等が書かれております表紙が1枚、それから、本日の出席者のリスト、

それから、議題1の関西電力高浜3号機の審査の座席表、それから、資料1になりますけれ

ども、関西電力のほうで用意された高浜3号炉の高経年化技術評価の概要です。 

 資料の2は、午後のことになりますので、現時点では省略をいたします。 

 それから、今日の進め方ですけれども、先ほどご紹介しました資料の1に沿いまして、

本日は、高浜3号の申請の概要について、関西電力からの説明を聞くということを主眼と

いいますか、メインにしたいと思いますので、説明時間45分程度でしょうか。説明を事業

者のほうからお願いいたします。その後、残りの時間を使って、質疑応答というふうにし

たいと思っております。 

 それから、午後からは、また申し上げますけれども、川内1号については、事象ごとの

審査、2回目になりますので、行うということを考えております。 

 それでは、関西電力高浜3号につきましては、今回第1回目でありますので、我々が、ガ

イド等で公開しておりますけれども、高経年化対策の我々の審査のポイントということを

まずお伝えしたいと思います。 

 全部で、主なものが7項目ございます。順に申し上げますけれども、まず1番目は、技術

評価において、社内で実施体制、それから実施手順をきちんと確立して行っているかどう

か。 

 それから、今回の評価の対象となる機器、構造物を全て漏れなく抽出しているかどうか。

これが、2番目。 

 それから、3番目ですけれども、それらの機器につきまして、発生、進展が否定できな

い経年劣化事象を全て抽出しており、その進展について、適格に評価しているかどうか。

これが、3番目の評価ポイント。 
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 それから、4番目ですけれども、現在、事業者が行っている保全の現状保全の妥当性が、

頻度、あるいは、補修等の実績をもとに、適切に評価されているかどうか。 

 それから、5番目、6番目は、耐震と耐津波になりますけれども、5番目は、耐震の安全

性評価、これにつきましても、経年劣化事象を適切に抽出し、劣化を考慮して、耐震安全

性を評価しているかどうか。 

 それから、6番目ですけれども、耐津波安全性、これについても、対象となる経年劣化

事象を適切に抽出し、劣化を考慮して、浸水防護施設に属する機器等の耐津波安全性を適

切に評価しているかどうか。 

 それから、最後ですけれども、以上の技術評価の結果、現状の保全に追加する必要のあ

る新たな保全策を長期保守管理方針として、適切に策定しているかどうか。 

 以上、7項目のポイントにしたがって、我々としては審査していきたいと思っておりま

す。 

 それから、もう一つ、伝達事項ですけれども、審査が、この公開の審査会合と、それか

ら、ヒアリングという形で進めていきますけれども、そのヒアリングに関しての議事メモ

の取り扱いについて申し述べます。 

 まずは、事業者のほうで作成した議事録については、有効性がないということを申し伝

えておきます。 

 それから、我々、規制庁のほうで公開する議事概要について、意見がある場合は、一定

の期間内に意見を申し出ていただければと思います。以上が、ヒアリング議事概要の取り

扱いでございます。 

 それから、傍聴に来られている方への伝達事項ですけれども、今日は、午前中と午後の

会合になっておりまして、途中に、お昼休みがあります。お昼休みの際に、昼食等で一旦、

建物を出られる方は、1階のロビーの受付で、入館証を一旦出るときは、返却していただ

きまして、再度、入館されるときに、もう一度、入館証を受け取るようにお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○大村審議官 それでは、早速議事に入りたいと思います。 

 まず、関西電力から、高浜3号機に関する申請について、概要の説明をお願いします。 

○関西電力（鈴木） 関西電力の原子力事業本部の鈴木でございます。 

 本日は、高浜3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。 
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 高浜3号機は、昭和60年1月に営業運転を開始しまして、来年1月で、30年を迎えるとい

うことになります。したがいまして、法令に基づきまして、30年目の高経年化技術評価を

実施しまして、今後の保守管理方針を策定して、先月の1月15日に、保安規定の変更認可

申請をさせていただいております。 

 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考えておりますので、

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れども、評価内容につきまして、高経年化対策グループ

の高井のほうから、ご説明をさせていただきます。 

○関西電力（高井） 高井でございます。 

 それでは、お手元の資料1に基づきまして、高浜発電所3号炉、高経年技術評価30年目の

概要について、ご説明いたします。 

 めくっていただきまして、1ページは、目次になってございます。 

 次、2ページお願いします。まず、はじめに、高浜発電所3号炉の概要と保全実績につい

て、ご説明いたします。 

 次、お願いいたします。発電所の概要でございます。右上に、構内配置図を示しており

ますが、高浜発電所は、東側を若狭湾、西側を内浦湾に面してございます。 

 海水は、若狭湾側の取水口から取水しまして、内浦湾側の放水口から放水するという流

れになってございます。 

 左側の主な仕様ですけれども、電気出力は、約870MW、原子炉型式は、加圧水型軽水炉

となってございます。 

 その下の経緯ですけれども、原子炉設置許可が1980年8月、建設工事開始が1980年12月、

営業運転開始が1985年1月でありまして、鈴木が申しましたとおり、来年1月に、運転開始

30年を迎えることとなります。 

 次、お願いいたします。4ページは、発電電力量と設備利用率の年度推移、これは、営

業運転開始してから、2012年度までのまとめでございます。棒グラフが、発電電力量、折

線の実線が、設備利用率、また、この間の累積の平均設備利用率、これを破線で記してご

ざいます。平均利用率は80.3％となってございます。 

 2007年から2008年にかけまして、蒸気発生器入口管台溶接部の応力腐食割れによる損傷

で、利用率が低下してございます。 

 また、2012年度は、震災による影響で停止してございますが、全体をみたら、供用期間
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の長期化に伴い、発電電力量、設備利用率が低下する明確な傾向は、認められてございま

せん。 

 次、お願いいたします。計画外停止回数の年度推移を示してございます。1988年、1999

年、2006年に1回ずつの自動停止回数がございますけれども、全体を見てみますと、供用

期間の長期化に伴い、計画外停止件数が増加する明確な傾向は、認められてございません。 

 次、お願いいたします。6ページでは、運転開始以降に実施した主な改善を表形式でま

とめてございます。 

 例えば、応力腐食割れの例、この対策の例としましては、1行目ですけれども、蒸気発

生器伝熱管予防保全対策としまして、第13回定期検査時に、製作時の伝熱管内面における

引張残留応力をショットピーニングにより、除去しまして、耐応力腐食割れ性の向上を図

っております。 

 次、疲労についての一例を挙げますと、上から2行目でございます。国内PWRプラントに

おける高サイクル熱疲労割れ事象、温度ゆらぎを踏まえまして、予防保全の観点から、第

18回定検に、安全注入系統の補助注入ラインに弁を追加しまして、シートリークのリスク

低減を図ってございます。以下、示しますように、各種の改善、対策工事を実施してござ

います。 

 次、お願いいたします。7ページは、先ほどご説明しました、6ページの内容をそのまま

発電所の概要図に落とし込んだものでございます。 

 次、お願いいたします。ここからは、高浜発電所3号炉の高経年化技術評価の内容につ

いて、ご説明させていただきます。 

 9ページをお願いします。まず、はじめに、体制でございます。原子力事業本部、原子

力技術部門統括を総括責任者としまして、原子力事業本部高浜発電所の組織で、評価の実

施に係る役割を設定してございます。 

 なお、高経年化技術評価に当たっては、評価者の力量を設定しまして、管理を実施して

ございます。 

 体制表の左側、原子力事業本部ですけれども、原子力技術部門統括が、評価書の提出の

承認を実施してございます。 

 下、高経年対策グループは、全体取りまとめ実施計画、実施手順の策定等、ここに記載

したような業務を実施してございます。 

 その下の土木建築設備グループにつきましては、コンクリート構造物及び鉄骨構造物の
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評価書の作成等を実施してございます。 

 その下、原子力発電部門の機械設備グループ、電気設備グループにつきましては、社内

方針や技術的内容の確認等の評価書の作成助勢を実施しております。 

 その下の品質保証グループにつきましては、内部監査、プロセス監査を実施してござい

ます。 

 右下ですけれども、発電所でございます。まず、事業本部とのインターフェイスは、保

全計画課が窓口となってございます。保全計画課が、発電所内の取りまとめを実施してお

りまして、その下に記載しております、各課、室は、機器の保全データの提供や事業本部

からの照会事項に対する回答等、こういった業務を実施いただいております。 

 その上ですけれども、原子力事業本部、発電所全体として、社内の原子力発電安全委員

会というのを設置してございます。これは、技術部門とは、異なる原子力発電部門統括が、

委員長となりまして、美浜、高浜、大飯の各発電所長、各原子炉主任技術者、各チーフマ

ネジャー以上の職位の者が委員となりまして、原子炉施設保安規定の変更等を審議しまし

て、確認してございます。 

 次、お願いいたします。実施工程でございます。 

 高経年化対策実施ガイド等に基づきまして、運転開始後、28年9カ月を経過する日から、

3カ月以内に、国へ保安規定変更認可申請を行うべく、工程管理を実施しました。 

 2012年10月17日に、実施計画と実施手順を策定しまして、技術評価の実施を開始しまし

た。以降、下に記載しております日付で、高浜発電所の評価書レビュー、評価者以外によ

る技術的な内容の社内の第三者評価、これは、つまり当該の評価を実施していないグルー

プ員同士によるクロスチェックのことでございます。 

 それから、品質保証グループによるプロセス確認のための内部監査を完了しまして、昨

年の12月26日に、先ほどの原子力発電安全委員会において、評価書の審議を実施、確認し

て、技術部門統括が承認してございます。その後、本年1月15日に、保安規定の変更認可

申請をさせていただいております。 

 次、お願いいたします。高浜3号炉は、運転を前提とした評価と、冷温停止を前提とし

た評価の2種類がございますが、まずは、そのうち運転を前提とした高経年化技術評価の

実施手順についてのご説明でございます。 

 この手法は、社内の高経年化対策実施手順書で明確にして、実施してございます。右側

に、その技術フローを示してございます。 
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 評価は、大別しますと、ここに、1、2、3、4、5とふらせていただきましたけれども、

この5つのステップで、実施してございますけれども、それぞれのステップの内容につき

まして、次ページ以降で、詳細にご説明いたします。 

 次、お願いいたします。まず、ステップ1の技術評価対象機器の抽出でございますけれ

ども、高経年化対策実施ガイド等にしたがいまして、発電用軽水型原子炉施設の安全機能

の重要度分類に関する審査指針において定義されております、クラス1、2、3、これを浸

水防護施設も含みますけれども、この機能を有する機器、構造物、並びに、常設重大事故

等対処設備に属する機器、構造物を対象としまして、社内でM35と呼んでいますけれども、

原子力保全総合システム、それと、系統図等をもとに抽出してございます。 

 なお、(2)で記載してございますが、消耗品とか定期取替品に該当するものは、対象か

ら除外してございます。 

 次、13ページをお願いします。ステップ2の機器のグループ化、代表機器の選定でござ

います。 

 これは、従前の高経年化技術評価書と同様に、ポンプ、熱交換器、ポンプモーターから、

電源設備の15機種に分類、カテゴリ化しまして、機種ごとに評価を実施してございます。 

 次に、評価対象機器について、合理的に評価するため、構造、使用環境、材料等により

まして、学会標準の附属書Aに基づきまして、経年劣化メカニズムまとめ表を参考に、対

象機器を分類し、グループ化しました。 

 そして、(3)として、グループ化した対象機器から、重要度、使用条件、運転状態等に

より、各グループの代表機器を選定しまして、代表機器で評価した結果をグループ内の全

機器に水平展開することといたしております。 

 次、お願いいたします。ステップ3の劣化事象の抽出でございます。右下に、抽出フロ

ーを載せておりますけれども、選定された評価対象機器の使用条件を考慮しまして、これ

も学会標準の附属書Aに基づきまして、経年劣化メカニズムまとめ表を参考に、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。 

 次に、抽出された経年劣化事象と部位の組み合わせのうちから、(2)の下に記していま

す2つの白い丸、このいずれかに該当する場合は、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、除外いたしております。 

 次の15ページをお願いします。ステップ4の経年劣化事象に対する技術評価でございま

す。右上にフローを示してございます。 
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 まず、健全性評価としまして、高経年化を考慮した場合の経年劣化事象の厳しさ度合い

についての評価、傾向管理データによる評価、最新の技術的知見に基づいた評価、解析等

の定量的評価を実施します。 

 次に、その右にあります現状保全としまして、点検内容、手法範囲、頻度、関連する機

能試験内容、補修・取替、こういったものを整理いたします。 

 これら、2つを合わせまして、総合評価を実施しまして、高経年化への対応としまして、

点検検査の充実、適正化、現状保全の継続、技術開発課題の抽出等を実施してございます。 

 次をお願いいたします。ステップ5の耐震安全性評価でございます。 

 まず、機器・構造物の抽出は、先にご説明しました技術評価対象機器と同じでございま

す。 

 次に、事象の抽出ですけれども、技術評価で抽出した全ての経年劣化事象について、こ

れらの事象は、顕在化した場合、代表機器の振動応答特性、または、構造・強度上、影響

が「有意」であるか、「軽微もしくは無視」できるかを検討しまして、「有意」なものを耐

震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出してございます。 

 評価に際しましては、以下にその基本となる項目を記してございますが、原子力発電所

耐震設計技術指針、JEAG4601-1987等に準じて実施してございます。 

 次、お願いいたします。同じく、ステップ5の耐津波安全性評価でございます。 

 機器・構造物の抽出につきましては、基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイドに

おいて、耐津波設計の対象とされている津波防護施設、浸水防護設備及び津波監視設備を

浸水防護施設としまして、これらのうち、津波による浸水高、または、波力等による影響

を受けると考えられるものを対象として抽出してございます。 

 経年劣化事象の抽出としましては、顕在化した場合に、構造・強度上、影響が「有意」

であるか、「軽微もしくは無視」できるかを検討しまして、「有意」なものを耐津波安全上

考慮する必要のある経年劣化事象としました。 

 そして、評価ですけれども、評価上考慮する必要のある経年劣化事象が想定される設備

に対しまして、評価を実施するということでございます。 

 次、お願いいたします。ここからは、もう1種類の冷温停止を前提とした「高経年化技

術評価実施手順」でございます。 

 この手法につきましても、社内の高経年化対策実施手順書で明確にして、実施してござ

います。 
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 右の図に、冷温停止を前提とした技術評価フローを示してございます。 

 評価は、運転を前提とした評価書の知見を活用しまして、冷温停止で、特に評価が必要

となる事象を抽出して、それらに関して評価を実施してございます。 

 評価は、大別しますと、フローと以下に書いていますとおり、4つのステップで実施し

ておりまして、それぞれのステップにつきまして、次ページ以降でご説明いたします。 

 次、お願いいたします。19ページでは、先ほどのステップ1の冷温停止に必要な機器の

抽出でございます。 

 上半分の右下にあります、フローの上半分の(1)に相当する部分は、運転を前提とした

評価書にある機器、構造物と同じでございます。 

 ここから下半分の(2)としまして、冷温停止状態の維持、または、保安規定遵守、※3と

してございますけれども、ここで言う、保安規定の遵守は、冷温停止ですので、原子炉の

運転モード5、モード6及び運転モードに関係なく要求される機能を対象としてございます。 

 これらの遵守のために、直接的に必要となる設備か、あるいは、そうでなくても間接的

に必要となる設備、こういったものを対象として抽出してございます。 

 次、お願いいたします。20ページは、ステップ2の冷温停止に係る着目すべき経年劣化

事象の抽出でございます。左側にフローを示してございます。 

 まず、フローに入ってきますのは、運転を前提とした評価において、抽出した着目すべ

き経年劣化事象を対象にしてございます。 

 そして、その下の最初の菱形で、冷温停止を前提とした場合に、必要となる機能に影響

する経年劣化事象でないもの、Noであれば、右側にいきまして、①冷温停止を前提とした

場合に、考慮する必要のない経年劣化事象に分類しまして、評価対象外というふうにして

ございます。これ、吹き出しで例をつけてございますが、一次冷却材ポンプの容量-揚程

確保につきましては、冷温停止でございますので、必要な要求機能ではないと。 

 しかしながら、バウンダリ機能としては、冷温停止でも、これは必要な機能だというこ

とを例示させていただいております。 

 次に、2つ目の菱形ですけれども、冷温停止時にも発生、進展が想定される経年劣化事

象でないもの、Noで右にいきますと、②としまして、現時点までの劣化評価をすべき経年

劣化事象に分類してございます。 

 そのものは、下に落ちまして、より厳しい運転を前提とした評価に包絡されております

ので、この知見を活用しまして、改めての評価は実施しないということとしてございます。 
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 例えばの例で、これも吹き出しで例示しておりますが、冷温停止の場合は、原子炉の起

動・停止に伴う大きな熱変動はございませんので、低サイクル疲労というのは、この②に

分類されることになります。 

 一方、2つ目の菱形で、冷温停止時にも発生・進展が想定される経年劣化事象である場

合、そのまま下に落ちまして、③冷温停止を考慮した劣化評価をすべき、経年劣化事象に

分類されます。 

 下の菱形に落ちていきまして、運転を前提とした場合と比べ、運転条件や環境条件が厳

しくなる恐れがある、経年劣化事象でないならば、右にいくと、先ほどの②と同様の扱い、

すなわち、運転を前提とした評価のほうが厳しい、それに包絡されていますので、改めて

の評価はしないということになります。 

 しかしながら、運転を前提とした場合と比べ、運転条件や環境が厳しくなる経年劣化事

象であれば、それは、下に落ちまして、冷温停止を前提とした評価を実施するということ

になります。 

 なお、この②と③の評価のところに、＊をつけてございますが、これは、特に、電気計

装品ではございますけれども、設計基準事故相当の暴露条件というのは、冷温停止にはご

ざいませんので、そういったものは、冷温停止からは除外するということをしてございま

す。 

 また、右側に、それ以外のフローに基づいた経年劣化事象の検討、分類した結果の例を

お示しさせていただいてございます。 

 次、お願いいたします。ステップ3の経年劣化事象に対する評価と耐震安全性評価、耐

津波安全性評価でございます。 

 これらは、ちょっと長文で書いてはございますが、基本的には、運転を前提とした評価

と同様の手法で実施してございますので、割愛させていただきます。 

 次、お願いいたします。22ページ、ここでは、国内外の新たな運転経験及び最新知見の

反映についてでございます。 

 当社は、これまでの美浜1、2、3号炉、高浜発電所の1、2号炉、大飯の1、2号炉を含み

ます先行プラントの30年目の評価書、並びに、美浜1、2号炉の40年目の評価書、これを参

考にするとともに、それらとの連続性を考慮しまして、それ以降の2011年4月から、2013

年6月の国内外の運転経験や最新知見について、高経年化の影響を判断して、反映を実施

してございます。 
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 国内の運転経験につきましては、原子力安全推進協会が運営してございます、ライブラ

リーにおいて公開しています、トラブル情報、保全品質情報、これを対象としてございま

す。 

 国外の運転経験につきましては、NRCのBulletin、Generic Letter及びInformation 

Noticeを対象にしてございます。 

 また、最新知見につきましては、実施ガイドに例示されております以下のようなもの、

これを対象にしてございます。 

 次、お願いいたします。ここからは、主な経年劣化事象の評価結果について、ご説明さ

せていただきます。 

 次、お願いいたします。主な経年劣化事象の評価結果ですけれども、まず、①から⑥に

つきましては、実施ガイドで示されております主要な事象でございます。⑦につきまして

は、長期保守管理方針に関連するもの、そして、⑧耐震、⑨耐津波、この順に、ご説明さ

せていただきます。 

 25ページをお願いします。まず、はじめに、低サイクル疲労割れでございます。対象機

器につきましては、原子炉容器、蒸気発生器、1次冷却材ポンプ等がございますが、今回

は、原子炉容器を例にご説明させていただきます。 

 健全性評価としましては、プラントの実過渡回数から、60年時点の過渡回数を推定しま

して、右上に、評価対象部位を示してございますが、ここが、劣化が進展すると想定した

場合の60年時点での疲労累積係数を評価しまして、合わせて環境を考慮した評価も実施し

てございます。 

 その結果を右下の疲労評価結果で、表形式で示してございます。いずれも、疲労累積係

数は、許容値の1以下であることを確認してございます。 

 現状保全としましては、定期的な超音波探傷検査等の非破壊検査や漏えい試験で健全性

を確認しています。また、高経年化技術評価に合わせまして、実過渡回数に基づく評価を

実施することといたしております。以上のことから、総合評価としましては、疲労割れが

問題となる可能性はなく、保全内容も適切であると評価しました。 

 高経年化への対応としては、現状保全に、高経年化対策の観点から、追加すべきものは

ないとさせていただきました。 

 次、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。 

 健全性評価としましては、左下に位置図を示してございますが、これまで実施してまい
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りました4回の監視試験結果に基づきまして、炉心領域の中性子照射につきまして、日本

電気協会JEAC4201-2007/2013追補版に基づきます、国内脆化予測法による評価を実施しま

した。 

 右上に、関連温度の予測と監視試験結果の関係をお示ししてございますけれども、母材、

溶接金属とも脆化予測にマージンを見込んだ値を逸脱しておらず、特異な傾向は認められ

ていないことを確認いたしました。 

 次、お願いいたします。健全性評価の続きでございますが、60年経過時点の加圧熱衝撃

が生じることを仮定しました評価を右上のPTS評価結果の図に、お示ししてございます。 

 左上に、破壊に対する抵抗力、K1Cというのがございます。これが、60年経過して、右

に寝てきたとしても、その下にございます、亀裂を想定した破壊力、K1を上回ってござい

ますので、不安定破壊しないということを確認しました。 

 次に、国内プラントを対象とした上部棚吸収エネルギーの予測式を用いまして、60年経

過時点での予測値を右下に、示してございます。JEAC4206で要求している68J以上を満足

していることを確認してございます。 

 現状保全としましては、JEAC4201に基づき、計画的に監視試験を実施しまして、定期的

に超音波探傷検査を実施するとともに、運転管理上の制限としまして、加熱冷却時制限曲

線及び耐圧漏えい試験温度を設けて、運用してございます。 

 以上のほうから、総合評価としましては、炉心領域部の中性子照射脆化が、機器の健全

性に影響を与えることはなく、保全内容も適切であると評価しました。 

 高経年化への対応としましては、原子炉の安全性に影響を及ぼす可能性はないと考えま

すけれども、経年劣化管理をより万全にするため、アンダーラインでお示ししましたとお

り、今後の原子炉の運転時間、照射量を勘案しまして、第5回監視試験の実施計画を策定

することを長期保守管理方針といたしました。 

 次、お願いいたします。照射誘起型応力腐食割れについてでございます。 

 評価対象機器は、炉内構造物の炉心バッフル、炉心そう、バッフルフォーマボルト等が

ございますけれども、今回は、バッフルフォーマボルトを例にご説明させていただきます。 

 健全性評価ですが、最新知見を用いた損傷予測によりまして、60年経過時点において、

ボルト損傷が発生しないことを確認いたしました。 

 現状保全としましては、第9回定期検査時に、超音波探傷検査を実施しまして、有意な

指示なしのことを確認しました。また、定期的に、水中テレビカメラによる可視範囲の目
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視確認を実施しております。 

 以上のことから、構造強度、機能の健全性に影響を与える可能性は小さく、有意な亀裂

が発生した場合にも、超音波探傷検査にて、検知可能であり、点検手法として適切である

ことを評価いたしました。高経年化への対応としましては、追加すべきものはございませ

ん。 

 次、お願いいたします。熱時効についてでございます。 

 評価対象機器としましては、一次冷却材管、一次冷却材ポンプケーシングがございます

が、ここでは、一次冷却材管を例にご説明させていただきます。 

 健全性評価としましては、右上に、亀裂進展抵抗と亀裂進展力の関係図を示してござい

ます。 

 60年経過時点までの疲労亀裂進展長さを考慮しました評価用亀裂と想定しましても、材

料の亀裂進展抵抗であるJmatと亀裂進展力Jappの交点において、Jmatの傾きがJappの傾き

を上回ることから、配管は不安定破壊することなく、健全性評価上問題とならないことを

確認してございます。 

 現状保全としましては、定期的に、溶接部の超音波検査を実施してございます。以上の

ことから、一次冷却材管の熱時効が問題となる可能性はなく、保全内容も適切であるとい

うふうに評価しました。 

 高経年化への対応でも、追加すべきものはございません。 

 次、お願いいたします。絶縁特性低下でございます。 

 評価対象機器は、電気ペネトレーション、弁電動装置、ケーブル等ございますけれども、

ここでは、低圧ケーブルを例にご説明いたします。 

 まず、左の図は、通常運転相当の劣化傾向は、緩やかで、事故時雰囲気暴露により、性

能低下は急速に進展するというイメージ図を示してございます。右側には、電気学会推奨

案の長期健全性試験手順を示してございますが、事故時雰囲気内で、機能要求のある電気

計装設備は、60年間の通常運転環境内での経年劣化による絶縁低下と、事故時雰囲気内で

の絶縁低下を摸擬した長期健全性試験にて、健全性評価を行ってございます。 

 次、お願いいたします。健全性評価につきましては、先ほどの長期健全性試験の条件と

60年間の使用条件に基づく劣化条件を並べたものが、右上の表になります。 

 全ての項目において、試験条件は、実機環境に基づく60年間の劣化条件を包絡していま

すので、運転開始後60年時点においても、絶縁機能維持できるというふうに評価すること
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ができました。 

 現状保全としましても、定期的に系統機器の動作確認、または、絶縁抵抗測定を行いま

して、異常のないことを確認しております。 

 以上のことから、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ました。 

 したがいまして、高経年化への対応としましても、追加するべきものはございません。 

 次、お願いいたします。コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下についてでございま

す。 

 健全性評価としましては、60年の供用を想定しまして、熱放射線照射、中性化、塩分浸

透、機械振動等について評価してございます。 

 強度低下につきましては、左側、遮蔽能力の低下につきましては、右上に、表形式で評

価結果の概要を示してございます。これをみると、それぞれの要因につきまして、制限値

以下であることや、構造強度上の問題とはならないことを確認いたしてございます。 

 現状保全としましては、定期的にコンクリート表面のひび割れ、塗膜の劣化等の目視確

認及び必要に応じ、塗装の塗り替え等の補修を実施してございます。 

 また、非破壊検査等を実施しまして、急激な経年劣化が生じていないことを確認してご

ざいます。 

 以上のことから、総合評価としましては、強度低下が急激に発生する可能性は、極めて

小さく、また遮蔽能力低下の可能性はないと考えられます。保全内容も適切であると、評

価しました。 

 したがいまして、高経年化への対応も追加すべきものはございません。 

 次、お願いいたします。主変圧器の絶縁特性低下でございます。 

 健全性評価としましては、主変圧器コイルの銅線には絶縁紙が施されておりまして、絶

縁紙が熱的に劣化すると、その重合度が低下していきますけれども、右下の推移グラフで、

それをお示ししてございます。 

 絶縁紙のホットスポット部の平均重合度が、取替目安としている管理値、ここでは、保

守的に、変圧器外部三相短絡事故時に絶縁紙が破損しない重合度を管理値としましたが、

ここに達するまでの変圧器の運転時間は、約1万9,000時間、年になおすと、約2.2年と評

価されまして、コイルの絶縁低下は否定できないことを確認しました。 

 現状保全としましては、定期的に絶縁抵抗測定、油中フルフラール成分量測定による平
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均重合度計算等を実施してございます。 

 以上のことから、先の現状保全は、絶縁低下検知の手法として、適切ではございますが、

コイルの絶縁低下の可能性は否定できないことから、第23回定期検査時までに、主変圧器

の取替を実施することで、将来のプラント稼働率を考慮いたしますと、運転開始後60年ま

での健全性を維持することが可能であるというふうに評価しました。 

 したがいまして、高経年化への対応としましては、現状保全に加えまして、アンダーラ

インでお示ししたとおり、第23回定期検査時までに、主変圧器を取り替えることを長期保

守管理方針といたしました。 

 次、お願いいたします。蒸気発生器の応力腐食割れでございます。 

 健全性評価としましては、管板拡管部及び拡管境界部内面からの応力腐食割れ等につい

ては、ショットピーニング等の改善策を講じることで有意な亀裂の発生は、著しく低下し

ているものの、発生の可能性は否定できません。と申しますのも、右上に、応力腐食割れ

検出本数履歴を示してございますが、第13回定期検査時に、ショットピーニングを施工し

てございます。その後、しばらくは検出されませんでしたけれども、今回の21回定期検査

で、1本検出されてございます。 

 したがいまして、万一、有意な亀裂が生じた場合は、右下に概念図を示してございます

が、検出限界の大きさの亀裂が、構造上許容される亀裂深さの限度に達するまでの時間を

評価しまして、定期検査ごとに点検を実施することにより、健全性を確保できると考えて

ございます。 

 現状保全としましては、定期的に、全数渦流探傷検査を実施してございます。 

 以上のことから、総合評価としまして、応力腐食割れの発生が否定できないことから、

潜在の可能性があるサイズの割れが存在し、これが、進展したとしても、構造上許容され

る亀裂深さには達しないことを確認する必要がありますけれども、定検ごとの全数の渦流

探傷検査にて、構造上許容される亀裂深さに達するまでに検知し、施栓等による対応が可

能であるため、点検手法としては適切であると、評価いたしました。 

 高経年化への対応としましては、これらを踏まえまして、管板拡管部等の応力腐食割れ

の発生は、否定できないことから、さらなる安全性向上のため、現状保全に加えて、アン

ダーラインでお示ししております、蒸気発生器取替を含めた保全方法を検討していくこと

を、長期保守管理方針といたしました。 

 次、お願いいたします。耐震安全性評価でございます。 
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 この評価につきましては、技術評価の結果から、経年劣化を保守的に想定しまして、評

価を実施してございます。 

 この表は、左側の各経年劣化事象に対しての評価結果の概要を右側にまとめてございま

す。 

 各評価の結果、経年劣化を考慮しましても、耐震安全性に問題はないことを確認しまし

たが、配管の腐食、流れ加速型腐食については、一部の配管で、長期保守管理方針を策定

しましたので、36ページからは、配管減肉について、ご説明いたします。 

 36ページです。左側に、減肉想定のイメージ図を示してございますが、配管減肉の起こ

り得る、エルボ、レジューサ、オリフィス等の偏流発生部位及びその渦流部位が、周軸方

向に減したと想定して、地震時の発生応力を算出しまして、許容応力を上回らないこと、

または、疲労累積係数が許容値の1を上回らないことを確認してございます。 

 右上は、耐震重要度Cクラス配管の評価結果を示してございます。いずれの評価対象配

管も、応力比は1を下回ってございます。 

 また、右下は、耐震重要度Sクラス配管の評価結果を示してございます。一次+二次での

応力比が、1を上回った場合においても、疲労累積係数が1を上回らないことを確認してご

ざいます。 

 次、お願いいたします。現状保全としましては、管理指針を定めまして、超音波を用い

た肉厚測定により、配管の肉厚管理を継続的に実施してございます。 

 耐震安全性評価としましては、全ての管理対象箇所、これ①のケースとしまして、実測

データに基づく10年後の予想肉厚、または、②のケースとしまして、必要最小肉厚まで、

周軸方向一様減肉した状態を想定し、耐震安全性評価を実施して、問題ないことを確認い

たしてございます。 

 高経年化への対応としましては、右下に、ドレン系統配管の評価結果の例をお示しして

ございますが、さらなる安全性向上のため、現状保全加えまして、①実測データに基づく

10年後の予測肉厚により、耐震安全性を確認したドレン系統配管の一部につきましては、

その耐震性が確認できる限界肉厚に到達するまでに、サポート、改造等の設備対策工事を

行いまして、これを反映した②の必要最小肉厚までの減肉を想定した耐震安全性評価を実

施することを長期保守管理方針といたしました。 

 次、お願いいたします。耐津波安全性評価でございます。 

 評価対象構造物は、表の右側にお示ししてございます。防潮ゲート、放水口側防潮堤、



18 

取水構造物がございます。 

 耐津波安全性上、着目すべき経年劣化事象につきましては、評価対象となる構造物にお

ける経年劣化事象から、現在発生しているが、または、将来にわたって起こることが否定

できないものを抽出した結果、防潮ゲート等の腐食が抽出されましたけれども、目視点検

による塗膜の管理は行うこととしていること、並びに、仮に腐食が発生しても、現状保全

によって、健全性の確保が可能であることから、構造強度上の影響は軽微ですので、評価

対象外といたしました。 

 したがいまして、高経年化への対応で、追加すべきものはございません。 

 次、お願いいたします。最後のまとめとなります。技術評価結果の概要でございます。

40ページをお願いします。 

 高経年化技術評価の結果につきましては、これまでご説明してまいりましたとおり、点

検結果等、実機経年監視データに基づく評価、解析による評価、こういったものを健全性

評価で実施してまいりました。 

 それと、定期点検、検査、日常点検など、現状の保全内容を整理、評価いたしました。 

 これらを合わせて、総合評価としましては、運転開始以来、約30年を経過した高浜発電

所3号炉のプラントを構成する機器・構造物について、高経年化対策に関する評価を実施

しましたが、大部分の機器・構造物は、現状の保全を継続していくことにより、長期間の

運転及び冷温停止状態を仮定しましても、プラントを健全に維持することは可能との見通

しを得ました。 

 また、その一方で、一部の機器・構造物は、現状の保全項目に加えまして、新たに講じ

る必要がある4件の保全項目を抽出しましたので、これを高経年化への対応としまして、

長期保守管理方針として策定いたしました。 

 次、お願いいたします。この41ページが、先ほど申しました長期保守管理方針の表でご

ざいまして、具体的な実施内容、実施方法及び実施時期をまとめてございます。 

 繰り返しになりますが、1つ目としましては、蒸気発生器の伝熱管の損傷については、

蒸気発生器取替を含めた保全方法を検討する。これを中長期の取り組みといたしました。 

 2つ目に、原子炉容器の胴部、炉心領域部の中性子照射脆化については、原子炉の運転

時間及び照射量を勘案し、第5回監視試験の実施計画を策定すること。これも、中長期の

取り組みといたしました。 

 3つ目に、配管の腐食、流れ加速型腐食については、肉厚測定による実測データに基づ
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き、耐震安全性評価を実施した炭素鋼配管、一部のドレン系統配管でございます。これに

つきましては、耐震性が確認できる板厚に到達するまでに、サポート改造等の設備対策を

行いまして、これを反映した耐震安全性評価を実施すること。これを短期の取り組みとい

たしました。 

 4つ目に、主変圧器のコイルの絶縁低下につきましては、主変圧器の取替を実施するこ

と。これも短期の取り組みといたしました。以上の4件でございます。 

 次、お願いいたします。今後の取り組みでございます。 

 今回、実施しました高浜3号炉の高経年化技術評価は、あくまでも現時点の最新知見に

基づき、実施したものでございます。したがいまして、今後、以下に示す、例えば、材料

劣化に係る安全基盤研究の成果等、こういった運転経験や最新知見等出てくると思います。

その場合には、適切な時期に、再評価及び変更を実施してまいります。 

 また、当社は、高経年化対策に関する、これらの活動を通じまして、今後とも原子力プ

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

でまいります。 

 説明は以上でございます。 

○大村審議官 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入りたいと思います。それで、今回は概要の説明ということですので、

もし質問があっても、このレベルで何か、特に確認しておきたいことということと、今後、

審査を開始しますので、その審査に当たって、いろいろ資料をつくって、ご提出いただく

ことになると思いますが、それについての注文であるとか、依頼であるとか、そういう留

意点とか、そういうのがありましたら、この機会に指摘をしておいていただきたいと思い

ます。 

 それでは、何かありますか。 

○平田検査官 規制庁、平田です。 

 3点、質問いたします。まず、資料の10ですが、10ページです。実施工程の中で、発電

所レビューと書いてありますが、QMS上は、発電所レビューというのは、たしか所長が実

施することになっていると思います。それで、資料の9ページを見ますと、発電所の実施

体制の中では、特に所長が出てこないという書き方になっておりますので、後、発電所レ

ビューになりますと、関係する原子炉主任技術者ですとか、ボイラー主任技術者、それか

ら、電気主任技術者ですね。このあたりも出席されると思うのですが、そのあたりの関係
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がどうなっているかをまずご説明いただきたいと思います。 

 それから、2点目ですが、資料の19ページ、今回は、前提が断続運転ということなので

すが、冷温停止を前提とした技術評価の実施手順の中で、下にフロー図があって、真ん中

ですかね。機器単位で、長期にわたり使用するかという選択肢がございます。ここで、長

期と書かれているのは、具体的にどのくらいの期間を想定した場合を長期としているのか

というのをご説明いただきたいと思います。 

 それから、3点目ですが、最後の質問ですけれども、25ページの資料ですね。低サイク

ル疲労割れのところで、右側に表で、原子炉容器の疲労評価結果が書かれております。こ

の中で、上部の蓋と、それから上部の胴フランジ、これは、最初のほうの説明で見ますと、

上部の蓋については、18回の定検で取り替えております。したがって、取り替えていない

上部胴のフランジ部分と、取り替えている上部蓋は、運転履歴が違うはずなのですが、疲

労の累積係数で見ますと、同じ数字になっていると。これは、たまたま数字が一緒だった

のか、それとも、違うものなのかというのを明確にしていただきたいと思います。 

以上です。 

○関西電力（田中） 3点、質問を受けたので、関西電力の田中ですけれども、ある程度

お答えしたいと思います。 

 まず先に、発電所レビューにつきましては、後から高井のほうから、現場にもいました

ので、説明させますけれども、QMSというお話をされましたけれども、それでいけば、発

電所所長というお話ですけれども、それについては、基本的には、体制表に書きましたよ

うに、保全計画課のほうで、我々としては、技術評価書のレビューですから、今、先ほど

言いましたQMSというのは、そこと違うかと思っています。それについては、詳しく高井

のほうから、後から説明させます。 

 もう1点、機器単位での長期的な停止の議論というのを冷温停止版でお話があった、P19

のほうですけれども、正直、期間と設定したというものではございません。 

 今回、本当に特殊な例という形で、今回ずっと停止しておりますので、1年以上停止し

ておりますので、そういった関係で冷温停止版を出していっています。ですので、この機

会について設定したというものではありませんということです。 

 もう1点、疲労に関してですけれども、これまた今後のヒアリングで、提示したいと思

うのですけれども、取り替えてございますけれども、数字が同じということなので、計算

はしっかりやられていますので、その違いを今後述べたいと思います。ただ、詳細は、ち
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ょっと今、手元にないので、過程等について、また後日ご説明したいと思います。 

 1点だけ、先ほどの発電所レビューについては、少し高井のほうから説明させます。 

○関西電力（高井） 高井でございます。 

 最初の発電所レビューにつきましてのご質問ですけれども、まず、発電所レビューとい

うのは、事務レベルで実施してございます。 

 私どもの高経年化対策グループ、あるいは、土木建築グループから、発電所の保全計画

課に発電所の素案のレビューを依頼するというものでございます。 

 これを受けまして、高浜発電所では、発電所レビューのやり方を決めてございます。基

本的には、その機種ごとの評価書になりますので、その設備を受け持っている保修課がチ

ェックします。そして、保全計画課がチェックします。そのチェックした結果を原子炉主

任者の合議、それと、発電所の幹部の運営統括長だと思いますけれども、課長より上の職

位の者が、レビュー結果の承認をしてございます。その承認を終わった者が、発電所レビ

ューとして、事業本部の方に戻ってくるということでございます。 

 一方、発電安全委員会は、評価書の素案を審議する場ではございませんので、でき上が

った評価書を最終的に、変更認可申請書の添付書類として出すことについての審議をしま

すので、そこは、発電安全委員会に係る評価書と、発電所レビューをする評価書は、ちょ

っとフェーズが違うものということでございます。 

以上です。 

○平田検査官 そうしますと、発電所レビューというのは、よく保安規定に書かれていま

すけれども、所長が実施するマネジメントレビューのその下の段階の発電所のレビューす

る会ではないということですね。 

○関西電力（田中） ごめんなさい。 

○平田検査官 そうしますと、この中で、発電所のレビューを行うときに、主任技術者は

見られるというお話がございましたけれども、BTとそれから電気主任技術者は、関わらな

いのでしょうか。 

○関西電力（高井） すみません。私の記憶になりますけれども、原子炉主任技術者のみ

だったと思います。またヒアリング等の場で、エビデンスも含めてご提示させていただき

ます。 

○平田検査官 わかりました。今後、またヒアリング等で、そのあたりは詳細には確認さ

せていただきます。ありがとうございます。 
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○大村審議官 それでは、ほかにありますか。 

○齋藤管理官補佐 規制庁の齋藤です。 

 昨年7月に、申請されています新規制基準適合に関する一括申請と、今回の高経年化技

術評価の関係について、確認させてください。 

 一括申請の中で、新規制への対応で盛り込まれました、重大事故等対処設備、それから、

浸水防護施設などにつきまして、今回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、説明をお願いいたします。 

○関西電力（田中） 関西電力、田中のほうからお答えします。 

 今、お話がありました審査ガイドに書いてありますように、常設重大事故等対処設備と

浸水防護設備についても、今後評価することになっておりまして、これに関しましては、

昨年7月に、新規制基準対応で、設置許可申請をしております。 

 それと、同時に7月と8月に、常設重大事故等対処設備の工事計画認可申請もやってござ

います。 

 今回、高浜3号機の高経年化技術評価に係る申請書の中身としましては、その新規制基

準の適合性審査と同時期に変更しているということから、その審査、新規制基準の結果と

いうものを高経年化評価書に全て反映できているというものではないということです。 

 ただし、先ほど申し上げましたように、申請をした工事認可を申請したものについては、

入ってございます。ただし、今、審査されておりますので、その結果をもって、その内容

についての変更等がございますでしょうから、それを適宜、高経年化技術評価書に反映し

ていきたいというふうに考えてございます。 

以上でございます。 

○齋藤管理官補佐 わかりました。 

○大村審議官 今の指摘は、重大事故対策の関係ですけれども、新規制基準への適合の審

査が別途進められているということで、いろいろ、今回の評価の前提となるような、例え

ば、基準地震動であるとか、いろいろさまざまなところは、審査によって一部、修正等も

いろいろ検討されているところもあるのではないかと思います。 

 したがって、今後、そういうところで、修正なり変更があった場合は、適宜、こちらの

評価の中にも反映をして、最終的なものとするということだと認識いたしますが、それで

よろしいでしょうか。 

○関西電力（田中） 関西電力の田中ですけれども、今お話があった1点、基準地震動に
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ついても、当然見直しをかけないといけないと、現在思っています。ちょうど、申請させ

ていただいたのが、1月なので、ちょうど12月に一度、提示を3連動で出しておりますので、

それについても反映を今後もやるということを考えていますが、何分、解析が要りますの

で、若干時間等かかりますけれども、真摯に対応していきたいと考えております。 

以上です。 

○大村審議官 それでは、ほかにありますか。 

 それでは、私のほうから、もう1点、9ページの体制のところがあります。それで、左側

のラインの一番下のところに、原子力発電部門の品質保証グループというのがあって、内

部監査で、プロセス監査をするという位置づけになっています。この内部監査の位置づけ

について、確認をしたいと思います。 

 というのは、監査ですから、独立性をもって、これをきちっとチェックするという機能

が必要だと思うのですけれども、ちょっとそのあたりが、この絵の中では、必ずしも明確

ではないと、もちろん、この後で体制につきましても、別途、次回以降、審査することに

なると思いますので、そのときにでも結構なのですけれども、この内部監査の位置づけ、

今回評価に関する独立性というものについて、どういう形になっているのか。それから、

誰に報告なり、監査の結果を報告するのか。そのあたりについて、ご説明いただけますか。 

○関西電力（田中） 関西電力の田中のほうから、概要は述べさせていただきますけれど

も、後ほど少し詳細に、内山のほうから追加をさせてもらいます。 

 今、お話があった内部監査につきましては、QMS上、対官庁に申請するもの等につきま

しては、その書類については、しっかりチェックする機能というのを決めておりまして、

それにつきましては、別途の組織として、ここに書いてありますように、発電部門の品質

保証グループのほうでやると決まってございます。それについては、発電部門で、上申を

して報告するということまでやられています。ですので、それについては、私のほうでは、

技術部門でございますので、そちらのほうとの区別はされているということで、若干、そ

ういう意味では、独立性があると思っていますし、先ほど、QMS上もしっかり位置づけて

やっておりますので、そういった意味だとご理解いただければと思います。 

 内山くん、ちょっと1点追加ありますか。よろしくお願いします。 

○関西電力（内山） 関西電力の内山でございます。1点だけ補足させていただきます。 

 この技術評価書を作成しますプロセスについて、第三者の位置づけで、プロセスを品質

保証グループで確認してもらうというプロセスを踏んでおります。 
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 これにつきましては、我々が評価書を作成する前に策定しますＰＬＭの実施手順書にお

いて、このルールを定めまして、実際、審査をする品質保証グループは、原子力技術部門

とは別の部門になります、原子力発電部門、そちらに所属する品質保証グループに実施を

していただきまして、最終的に、承認は、その原子力発電部門の統括になります、原子力

発電部門統括が承認するという、そういうプロセスを踏んでおります。 

以上でございます。 

○大村審議官 概ね、概要を理解しましたが、ちょっとそのあたりは、今後の体制のとこ

ろでしっかりと確認をしますので、そのあたりの位置づけも含めて、また改めて、しっか

り説明をいただければと思います。 

○関西電力（内山） 了解しました。 

○大村審議官 後、何かありますか。 

○森下調整官 規制庁の森下です。 

 確認事項になるのですけれども、ちょっと文章の意味が理解できなくて、41ページの長

期保守管理方針のところのNo.3のところなのですけれども、耐震性が確認できる板厚に到

達するまでにという、この表現が意味しているところがよくわからなくて、もう少し補足

いただけないでしょうか。 

○関西電力（木谷） 関西電力、木谷です。 

 ちょっと表現がわかりづらいということでございます。これは、確認できているのが、

10年後の40年時点でございますので、言いたいことは、40年時点までにということでござ

います。40年時点の板厚では、耐震性を確認できているので、40年時点までに、工事をや

るという意味でございます。 

○森下調整官 すみません。もう一声お願いします。ちょっとよくわからなくて。 

○関西電力（木谷） 具体的には、耐震性が確認できている板厚というのが、40年まで減

肉が進んだときの板厚ということです。ちょっと言い方が悪いですけれども、40年時点の

板厚に、到達する前までに、サポート、改造等の設備対策を行うという意味でございます。 

○関西電力（田中） もう少し、ちょっと説明をさせていただきますけれども、37ページ

で少し今のお言葉も含めながら書いてございまして、今、先ほどお話、木谷からさしあげ

ましたのは、①に書いてありますように、実測データに基づくということで、実際に確認

しているデータですけれども、それに基づいて、進展速度も当然ながら、3ポイント既に

年数をあけてとっていますので、進展速度もわかっていますので、その進展速度を踏まえ
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て、10年後の予測肉厚をきちんと想定できています。 

 その肉厚の想定によって、耐震評価を行って、問題ないということを確認したというこ

とを先ほど述べたということです。なので、確認できる板厚というのは、そういう意味で

あるということで、ご理解いただきたいということです。 

 少し、10年間の数字を出せたので、10年以内にと、木谷が言いましたけれども、実際に

は、長期保守管理方針としましては、短期対応としますので、5年以内に対応するという

ことでございます。 

○森下調整官 ありがとうございます。 

 ちょっとまたよく理解できていないのですけれども、今、そちらのほう、関西電力のほ

うで、実測データに基づいて、10年後の肉厚は、値を計算しているのを持っていると。そ

れで、耐震性も評価はできていると。それは、理解したのですけれども、その時期に到達

するまでに、工事を行うという、そこのロジックが理解できないのですけれども、そのと

きまでにするという技術的な意味が、その時期までにしないと何がまずいのでしょうか。 

○関西電力（田中） そのときまでに、まずいというのではなくて、37ページにも書かせ

ていただきました、さらなる安全性向上と述べましたように、現場の肉厚管理を容易にす

るというのは、必要最小肉厚で、今管理しておりますので、測定するたびに、耐震評価を

行うというよりも、サポートを追設することによって、全て最小肉厚で想定して、評価し

てもいけるようにしておくということで、耐震の補強を行うということを書いたのです。 

 なので、現場の管理をより容易にするということで、さらなる安全性向上につながると

思って、我々としてはやっていたということでございます。これは、もう既に大飯の一部

にも、30年レポートから始めた対応でございます。 

○森下調整官 ありがとうございます。 

 詳細は、また別途確認させていただくとして、要は、耐震性は確認していて、値的には

余裕がある時期にだけれども、時期までに補強の工事は行うという、そういうふうに理解

すればよろしいですか。 

○関西電力（田中） 結構でございます。 

○大村審議官 ほかに、何かありますか。 

○JNES（大高グループ長） 原子力安全基盤機構の大高です。 

 一つ、確認させてください。資料の20ページでございます。 

 冷温停止を前提とした実施手順のフローの内容ですが、フローについては、内容につい
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て理解しているのですが、具体的に③として、実例として3点選ばれておりますが、低圧

ケーブルの絶縁低下とコンクリートの中性化による強度低下、それと、充てん高圧注入ポ

ンプのフレッティング、この3点が③に選ばれていますが、フローで言いますと、③から

その下におりて、運転を前提とした場合と比べて、運転条件や環境が厳しくなる恐れが事

象ということで、Yes or Noに分類されています。 

 具体的に、例として挙げられている3点が、この下のフローのどちらに分類されるか、

もしここで見るのであれば、確認という意味で説明お願いします。 

○関西電力（内山） 関西電力の内山でございます。 

 こちらに、右の表に書いてあります3点、低圧ケーブルの絶縁低下、コンクリートの中

性化による強度低下、充てん高圧注入ポンプのフレッティング疲労割れ、この3件につき

まして、具体的に、菱形の運転を前提とした場合に比べて、運転条件や環境が厳しくなる

恐れがある事象かどうかと。Noになるやつが、上の2つになります低圧ケーブルの絶縁低

下及びコンクリート中性化による強度低下ということになります。こちらについては、冷

温停止状態になったからといって、断続運転のときに比べて厳しくなるかというと、そう

いうものではないという位置づけで、断続運転の評価をみれば、そちらに包絡されている

のでわかりますということになっております。 

 一方、充てん高圧注入ポンプのフレッティング疲労割れ、こちらは、冷温停止状態にな

りますと、充てん高圧注入ポンプが、冷温停止中ですので、流量を絞って、炉内に注入し

ていくということになりますので、注入側のほうの圧力がたってしまうということで、軸

側に応力がかかるということで、冷温停止のほうが、絞った運転をずっと継続するほうが、

フレッティング疲労割れに対しては、厳しい条件になるということを考慮しまして、冷温

停止状態は、その条件を考慮した上で、もう一度再評価をして、高経年化対策上、着目す

べき事象として、何か長期保守管理するような事象があるかどうかということを再度評価

しているということでございます。 

以上です。 

○JNES（大高グループ長） JNESの大高です。了解しました。 

○大村審議官 ほかに、ありますか。 

○JNES（菅野技術参与） JNESの菅野でございます。 

 22ページ目、最新知見の反映について2点、質問します。 

 3行目、4行目のほうに、2013年6月の国内外の運転経験ということで、報告書は今年の1
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月に出したということですが、約半年間の最新知見は反映されたのか、どういう考え方に

基づくものか、あるいは、関西電力の規定等でそのように定まっているのかというのが、

1点目の質問です。 

 2点目は、ご承知のように、IAEAで、IGALL、世界の経年劣化管理の教訓集というのをつ

くっておりまして、これは、関西電力も参加しているはずですが、この最新知見について、

いつ反映される予定なのか。IAEAは、まだ正式発行していませんが、それを例えば、世界

の最新知見ですから、長期保守管理方針等に反映する予定はなかったのか、その見解をお

願いします。 

○関西電力（田中） 関西電力の田中から、お答えいたします。 

 最新知見のほうにつきましては、弊社の場合、プラント数が多くございまして、そうい

った意味で、先ず、美浜1、2号機の40年目評価を実施したときに、そこまでに得られた知

見をまとめ、それ以降ということで、2011年4月から2013年6月までということになってご

ざいます。 

 続いて、高浜1号機の40年目のレポートも同様に走っておりましたので、この高浜3号機

についても、今年の2011年4月から2013年6月になってございます。 

 ところで、今お話があった6月以降について、1月まで半年あるではないかということで

すけれども、報告書をまとめていく段にあって、必要最小限のものというふうに考えてご

ざいましたけれども、基本的には、その6カ月間で反映するものは、今のところは、ない

と思いますけれども、一旦、実施手順書を決めて行ってございましたので、6月で一旦切

ったということでございます。 

 今後、ヒアリングの場で、ご指摘があれば、それについては、真摯に対応したいと考え

ております。 

 それと、もう1点、IAEAのレポートに関しては、これについては、今の報告書の中で対

応するという考えはございませんでした。現在、日本原子力学会のほうで、反映のための

評価等が行われておりますので、その結果を見て、しっかり反映していくということは必

要ですけれども、今のレポートの時期を考えて、今回は反映しておりません。 

以上です。 

○JNES（菅野技術参与） 理解いたしました。 

○大村審議官 それ以外に、何かありますか。 

 それでは、ないようですので、それでは、これで午前の部、議題1を終了したいと思い



28 

ます。 

 今後の進め方については、事務的によく調整させていただいて、ヒアリング等もありま

すので、それまでも少し確認等をしていきたいと思います。前回にも申し上げたのですけ

れども、非常に多岐に当たって、網羅的にやる必要がある作業ですので、この審査会合の

場では、主だったところについて、しっかりと深く確認をしていきたいと思います。それ

に連なる、諸々いろいろ、ほかの関連のところがあると思うのですけれども、それにつき

ましては、ヒアリングの場も活用して、事務的な確認は、しっかりしていくと、こういう

体制でいきたいと思いますので、よろしく対応をお願いしたいと思います。 

 それでは、午前中の会合をこれで終了いたします。 

どうもありがとうございました。 

（休憩 関西電力退室 九州電力入室） 

○大村審議官 それでは、午後の議事に入りたいと思います。 

 今日の午後は、九州電力川内原子力発電所1号機の高経年化技術評価についてというこ

とです。 

 まずは、資料の確認を森下調整官からお願いできますか。 

○森下調整官 規制庁の森下です。 

 それでは、配付資料の確認をしますけれども、九州電力の参加の皆様には、最初 1 枚の

表紙、ありますでしょうか。議題表。これが議題 2の川内 1号炉の資料になります。 

 それから、出席者リストがございますけれども、九電の参加者の方は、裏のページのほ

うに、リストがありますので。 

 それから、座席につきましても、議題 2 のほうの裏側を見ていただければ、今日の座席

配置が出ております。 

 それから、資料 1 は省略いたしまして、資料 2 になりますけれども、九州電力のほうで

用意していただいた資料 2-1-1、これは、川内 1 号の高経年化技術評価のうち共通事項、

それから、資料 2-1-2、これが、共通事項の補足説明資料、それから、資料 2-2 が、高経

年化技術評価のうちの審査会合における代表機器選定の考え方という資料、それから、資

料 2-3 が、個別の劣化事象になりますけれども、低サイクル疲労、それから、資料 2-4 が、

絶縁低下についての技術評価の説明資料、資料の確認は以上です。 

○大村審議官 ありがとうございました。 

 出席者につきましては、先ほども出席者のリスト、それから座席表がありますので、割
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愛をいたします。 

 それから、注意事項として発言の前に、お名前をおっしゃってから、発言をいただくと

いうことで徹底をいただきたいと思います。 

 それでは、まず高経年化技術評価の資料2-1-1ですね。共通事項、これにつきまして、

説明をお願いしたいと思います。 

○九州電力（中牟田） 九州電力の中牟田でございます。 

 それでは、共通事項につきまして、課長の重久のほうからご説明させていただきます。 

○九州電力（重久） 九州電力の重久でございます。 

 そうしましたら、共通事項ということで、資料2-1-1、ご説明させていただきます。 

 共通事項といたしましては、今回実施しました高経年化技術評価の共通的な部分としま

して、実施体制、機器の抽出方法、評価方法とか手順等につきまして、説明させていただ

きます。 

 1枚めくっていただきまして、目次でございます。構成としましては、実施体制の説明

と評価方法ということで、大きく分けて2つの構成になってございます。 

 次のページお願いします。2ページでございます。 

 ここでは、高経年化技術評価の実施体制と役割分担を示してございます。中央に記載し

てございます、発電本部原子力管理部長を統括責任者といたしまして、発電本部、技術本

部、川内原子力発電所の組織で評価の実施に係る役割を設定してございます。 

 真ん中に書いてございますが、発電本部原子力経年対策グループが、全体の取りまとめ

を行うとともに、実施計画書や手順書の作成、最新知見の収集、整理、評価の実施、評価

書の作成等を行っております。 

 左側に記載の技術本部原子力グループでございますが、このグループにつきましては、

コンクリート構造物及び鉄骨構造物に関わる部分に関しまして、最新知見の収集、評価の

実施、評価書の作成を行っております。 

 右側に記載してございます、発電所長、発電所、関係箇所につきましては、保全運転情

報の収集、評価書の確認等を行っております。 

 また、左下のほうに記載してございますが、プラントの設計、製作メーカーに技術評価

を委託しておりますので、そこに記載してございます。 

 また、高経年化技術評価の実施に当たりましては、ここに記載の体制、役割分担や実施

スケジュール等を具体的に定めました、高経年化技術評価実施計画書というものを策定し
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まして、実施してございます。 

 また、上部のほうに、点線で記載してございますが、経営管理本部、原子力保安監査部

が、内部監査を実施してございます。この原子力保安監査部につきましては、評価の実施

部門とは独立した組織となってございます。 

 次のページ、お願いします。 

 工程管理でございます。工程管理につきましては、高経年化対策実施ガイド、国の実施

ガイドでございますが、これや原子力規制委員会から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、高経年化技術評価を行いまして、長期保守管理

方針を策定し、保安規定変更認可申請を行うべく、工程管理を行っております。 

 工程管理は、これに基づきまして、計画的に評価を実施してございます。具体的には、

実施体制、スケジュール等を定めました実施計画書及び具体的な実施手順を定めました実

施手順書を平成26年6月に策定いたしまして、高経年化技術評価を開始してございます。 

 平成25年11月22日には、川内原子力発電所及び本店の関係箇所におきまして、評価書の

確認作業を完了いたしまして、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、本評価書の審議、また確認を行いまして、統括責任者である原子力

管理部長の承認を得まして、昨年12月18日に申請を行っております。また、経営管理本部、

原子力保安監査部による内部監査についてですが、実施プロセスの確認が3回ほど行われ

ております。 

 次のページ、お願いします。 

 文書記録の管理でございます。今回の評価を行うために必要な文書や評価結果等の記録

につきましては、社内の品質マネジメントシステムに係る文書体系の中で整備しまして、

管理してございます。 

 次の協力会社の管理でございますが、先ほどの体制表にもございましたが、技術評価に

つきましては、プラントメーカーである三菱重工業株式会社と電気設備の納入メーカーで

ございます、三菱電機株式会社、また、蒸気タービンの納入メーカーでございます、シー

メスAGに評価を委託してございます。 

 委託しましたメーカーへは、委託業務に当たって品質保証監査や品質保証計画書等によ

りまして、品質保証体制等に問題ないことを確認してございます。 

 次の評価に係る教育でございますが、今回、経年劣化の評価を実施しました発電本部原

子力経年対策グループ及び技術本部原子力グループにつきましては、力量を設定しまして、
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力量管理を実施してございます。 

 また、評価に関する知識向上のために、OJT等を実施してございます。 

 次のページ、お願いします。 

 ここからが高経年化技術評価の評価方法でございます。先ほども申しましたが、実施に

当たりましては、具体的な手順を定めました高経年化技術評価実施手順書を策定いたしま

して、この手順書に基づきまして、評価を実施してございます。 

 まず、評価の対象機器の選定でございます。対象機器は、川内1号炉の安全上重要な機

器等としまして、実用炉規則、第82条第1項で定める、機器、構造物を対象としてござい

ます。 

 具体的には、発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針、重要

度分類指針でございますが、これにおけるクラス1、2及び3の機能を有する機器、構造物

と設置許可基準規則に規定されます常設重大事故等対処設備に属する機器、構造物として

ございます。これらを系統図をもとに抽出してございます。具体的な抽出方法につきまし

ては、後ほど説明させていただきます。 

 対象機器の抽出につきましては、運転を継続的に行うことを前提とした評価と冷温停止

状態が維持されることを前提としました評価とも同じでございます。 

 また、供用に伴う消耗が予め想定され、取替を前提としている部品、消耗品と言ってい

ますが、消耗品と、計画的に取り替えることを前提とした部品、定期取替品でございます

が、これにつきましては、長期の使用をしないということで、評価の対象から除外してご

ざいます。 

 次のページ、お願いします。 

 まず、評価対象機器の抽出の具体的な方法でございます。右に、対象機器抽出フローを

示してございます。先ほども申しましたが、評価対象機器は、重要度分類指針におけるク

ラス1、2及び3の機能を有する機器、構造物、それと、常設重大事故等対処設備に属する

機器、構造物でございまして、抽出につきましては、①から③の方法で抽出しております。 

 まず、右のフロー図へいきます。①の着色系統図でございます。これは、発電所の系統

の管理等に使用しております系統図を使いまして、重要度分類指針に基づくクラス1、2、

3ごとに色分けをしまして、色分けごとに潰し込みをしてございます。その下、着色系統

図をつくりまして、その中から機器、構造物を抽出してございます。 

 ②の工事計画認可申請書及びブロック図でございます。これは、系統図に記載のないク
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ラス1、2、3の機器、構造物を抽出するために、工事計画認可申請書や計測制御設備等が

記載してございます、ブロック図等をもとに、機器、構造物を抽出してございます。 

 ③の原子炉設置変更許可申請書でございます。これは、常設重大事故等対処設備を抽出

するために、昨年7月、申請してございます原子炉設置変更許可申請書をもとに抽出して

ございます。これらから抽出しました機器、構造物につきましては、機器、構造物リスト

ということで、まとめてございます。 

 次のページをお願いします。7ページでございます。ここから、技術評価の手順でござ

います。 

 抽出しました機器、構造物の技術評価手順を右のフロー図、番号をつけていますが、①

から④に技術評価の手順を示してございます。⑤が、耐震、耐津波安全性評価でございま

す。 

 簡単にご説明させていただきますと、①は、前段で抽出しました機器、構造物の中から、

使用環境、重要度等を考慮しまして、重要度分類指針クラス1、2及び3のうちの高温高圧

機器並びに、常設重大事故等対処設備を選定してございます。 

 ②としまして、①で選定しました機器、構造物を15の設備に分類しまして、構造型式等

をもとに、グループ化してございます。 

 ③で抽出されました機器に対しまして、経年劣化事象と部位の組み合わせによりまして、

着目すべき経年劣化事象を抽出してございます。 

 ④で、③で抽出した経年劣化事象につきまして、技術評価を実施して、高経年化への対

応とすべき事項を抽出してございます。 

 ⑤は、耐震安全性評価と耐津波安全性評価でございます。 

 これらをまとめまして、報告書、長期保守管理方針を策定してございます。具体的な手

順につきましては、後ほどご説明させていただきます。 

 次のページ、8ページをお願いします。 

 ここで、フローを示してございますが、ここは、先ほど説明しました③の着目すべき経

年劣化の事象の抽出と④の経年劣化事象の評価につきまして、少し詳しく記載したフロー

でございます。後ほど手順は、ご説明させていただきます。 

 次のページ、お願いします。 

 今回の申請につきましては、運転を前提としました継続的運転評価と停止状態の維持を

前提としました冷温停止状態維持評価の各々について、評価を実施してございます。ここ
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に記載しておりますフローにつきましては、冷温停止状態維持評価に必要な機器の選定方

法を示してございます。 

 クラス1、2、3、常設重大事故等対処設備に属する機器、構造物は同じでございまして、

主要な機器、構造物の選定の前段に、冷温停止状態維持、または保安規定遵守のために必

要な設備かを選定するフローを入れてございます。具体的には、保安規定において、モー

ド5、6及び照射済み燃料の移動に対して要求される設備、並びに運転モードによらず要求

される設備、これらを抽出してございます。抽出した設備の評価につきましては、断続も

冷温停止も同じでございます。 

 次のページをお願いします。 

 技術評価におきましては、国内外の新たな運転経験や最新知見を反映してございまして、

それらの何を評価したかということをここに記載してございます。ここでは、最新知見と

してどのようなものを反映したか、説明させていただきます。 

 今回の技術評価を実施するに当たりましては、当社至近の先行プラントであります、玄

海原子力発電所2号炉の高経年化技術評価を参考にするとともに、それ以降の平成21年4月

から、平成25年7月までの国内外の運転経験及び最新知見を確認いたしまして、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。 

 ここに、国内の運転経験を記載してございますが、こちらは原子力安全推進協会が運営

してございます原子力施設情報公開ライブラリーに公開されているトラブル情報、保全品

質情報を参照して反映したものを記載してございます。 

 次のページ、お願いいたします。 

 次のページの上段でございますが、こちらには、国外の運転経験といたしまして、NRC

のBulletin、あと、GenericLetter等につきまして、これらを対象としまして、1号炉の評

価において、新たに考慮した運転経験を示してございます。 

 下段のほうには、同じく対象としました原子力規制委員会等からの主な指示文書等を示

してございます。 

 次のページ、お願いいたします。 

 ここには、新たに規格基準、安全研究として、国の定める技術基準、民間規格としまし

て、日本機械学会等の情報、基準類につきまして、これらを対象にして、新たに考慮した

情報ということで主なものをここには記載してございます。 

 これらの最新知見につきまして、経年劣化事象の抽出とか技術評価等に反映してござい
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ます。 

 次のページ、お願いいたします。 

 国内技術評価の実施手順としまして、先ほど7ページでございますが、技術評価手順で

示しますフローに従いまして、評価しておりまして、先ほどのフローの①から⑤について

説明いたします。 

 先ほども申しましたが、①としまして、主要な機器、構造物を選定してございますが、

これにつきましては、最初に対象機器を選定しました機器に対しまして、長期に使用する

か、しないかという観点で、一つ見るのと、後、重要度クラス1、2、3と使用環境としま

して、高温高圧か、これらを考慮しまして、主要な機器、構造物としまして選定してござ

います。 

 具体的には、重要度分類指針の1、2とクラス3のうち、高温高圧機器並びに、常設重大

事故等対処設備を選定してございます。 

 ②は、機器のグループ化及びグループ内代表機器の選定でございますが、ここでは、①

で選定しました主要な機器、構造物につきまして、ポンプ、熱交換器、ポンプ用電動機、

容器、配管、弁、炉内構造物、ケーブル、電気設備、タービン設備、コンクリート構造物

及び鉄骨構造物、計測制御設備、空調設備、機械設備、電源設備の15設備に分類いたしま

して、構造型式、使用環境、材質等によりまして、日本原子力学会標準であります、原子

力発電所の高経年化対策実施基準の経年劣化メカニズムまとめ表、これを参考にいたしま

して、対象機器をグループ化して、グループごとに、代表機器を選定してございます。 

 ①で選定しました主要機器、構造物につきましては、②のグループ化を行いまして、主

要リストということで、リストにしまして取りまとめてございます。 

 グループ化及びグループ内代表機器の選定につきましては、これも断続運転、冷温停止

状態維持の各々について実施してございます。 

 次のページ、お願いします。 

 ③の経年劣化の抽出でございますが、選定いたしました評価対象機器の構造型式、使用

環境、材料等を考慮いたしまして、ここでも、経年劣化のメカニズムまとめ表を参考にい

たしまして、経年劣化事象と部位の組合せを抽出してございます。 

 抽出されました経年劣化事象と部位の組合せのうち、下に書いてございます、a、bのい

ずれかに該当する場合を除きまして、高経年化対策上、着目すべき経年劣化事象というこ

とで選定しまして評価をしてございます。 
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 aにつきましては、想定された経年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、想定した経年劣化傾向等に基づきまして、適切な保全活動を行っ

ているもの。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、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。 

 経年劣化事象の抽出に当たりましては、先ほど説明しました国内外の新たな運転経験及

び最新知見を反映して抽出してございます。 

 次のページ、お願いいたします。 

 ④の経年劣化事象に対する技術評価でございます。③の経年劣化事象の抽出で抽出いた

しました、高経年化対策上、着目すべき経年劣化事象と部位の組合せに対する技術評価で

ございます。先ほども申しましたが、評価に当たりましては、最新知見とか新たな運転経

験を反映してございます。 

 まず（1）健全性評価でございますが、機器ごとに抽出しました部位、経年劣化事象の

組合せごとに、評価期間としまして、運転を開始した日から60年間、期間につきまして、

傾向管理データによる評価や解析等による定量評価、過去の点検実績、または一般産業界

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、評価は、抽出しました部位で評価点が複数ある場合は、全ての評価点について評

価いたしまして、その中で一番厳しい結果を報告書に記載してございます。 

 ②の現状保全でございますが、現状保全としましては、評価対象部位に対しまして実施

している点検内容、関連する機能試験内容、補修、取替等の保全の内容について整理して

ございます。 

 総合評価としまして、①の健全性評価、②の現状保全を組み合わせまして、現状保全の

内容の妥当性等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取れた点検

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

等を評価いたします。 

 （4）高経年化の対応としまして、1から4の結果を考慮いたしまして、高経年化への対

応といたしまして、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、技術開発課題等を抽出してございます。 

 なお、これらの評価につきましては、先ほどから申していますように、断続的運転と冷

温停止状態の各々について実施してございます。 
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 ここまでが、技術評価でございます。 

 次のページ、お願いいたします。 

 ⑤の1と書いてございますが、耐震安全性評価でございます。 

 対象機器、構造物といたしましては、技術評価機器と同じでございます。 

 耐震安全評価の手順といたしましては、耐震安全性評価の対象となる経年劣化事象を抽

出してございますが、技術評価における健全性評価や現状保全の評価結果を取り入れまし

て、経年劣化事象を整理して、bの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について、耐震安全性評価を実施してございます。 

 aの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、小さいものについ

ては、耐震安全上、影響は少ないということで除外してございます。 

 ここで、整理されました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、

機器の振動、応答特性、または構造強度上影響が有意であるか、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、考慮する必要のある経年劣化事象を抽出して、評

価してございます。耐震安全性評価といたしましては、今、抽出いたしました経年劣化事

象ごとに、耐震安全性評価を実施してございます。 

 評価となる項目を大別いたしますと、そこに記載してございますが、機器の耐震クラス

の選定、機器に作用する地震力を算定いたしまして、想定される亀裂や減肉などの経年劣

化事象のモデル化を行いまして、振動特性解析、地震応答解析を実施いたします。 

 また、地震荷重と運転中に係る内圧等、他の荷重との組合せを行いまして、許容限界と

の比較を行っております。 

 評価に際しましては、原子力発電所の耐震設計技術指針JEAG等に準じて、実施してござ

います。 

 これらの耐震安全性評価の結果をもとに、高経年化の対応といたしまして、今後、新た

に必要となる点検検査項目、技術開発課題を高経年化の対応として抽出してございます。 

 次のページ、お願いいたします。 

 ⑤の2としまして、耐津波安全性評価でございます。対象機器、構造物は、浸水防護施

設に属する施設のうち、取水構造物、水密扉としております。 

 耐津波安全性評価の手順につきましても、耐震安全性評価と同じでございまして、対象

となる経年劣化事象を抽出いたしまして、bの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について、耐津波安全性評価を実施してございます。 
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 ここで、整理された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、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、考慮する必要のある経年劣化事象として、抽出してございます。 

 耐津波安全性評価としまして、（1）で抽出しました経年劣化事象ごとに、耐津波安全性

評価を実施いたしますが、基本となる項目は、大別しますと、想定される経年劣化事象の

モデル化、津波荷重解析、許容限界との比較を行うことになります。 

 これらの耐津波安全性評価の結果をもとに、高経年化の対応といたしまして、今後新た

に必要となる点検、検査項目、技術開発課題等を抽出いたします。 

 以上が、高経年化技術評価の共通的な部分でございます。この手順にしたがいまして、

機器、構造物ごとに評価をしてございます。 

 共通事項は、以上でございます。 

○大村審議官 説明ありがとうございました。 

 それでは、本件の共通事項につきまして、何か質問、確認事項がありましたらお願いし

ます。 

○齋藤管理官補佐 規制庁の齋藤です。 

 資料の7ページに、技術評価フローがございまして、その中に、ちょうど真ん中あたり、

②、③、④に該当するあたりの四角の中に※2がございまして、※2は、断続的運転評価及

び冷温停止状態維持評価の各々について実施とございます。ちょっとめくっていただいて、

13ページ以降に、各々①から⑤までの説明があるのですけれども、②、④のところには、

断続的運転評価と冷温停止状態維持評価の各々について実施とあるのですけれども、③の

ところには、そのような記述がございません。これは単なる記述の問題で、③についても

各々にやられているというふうに、理解してよろしいでしょうか。 

○九州電力（重久） おっしゃるとおりで、記述していないだけで実施してございます。 

○齋藤管理官補佐 わかりました。 

 その点で、ちょっとお聞きしたいのですけれども、③の着目すべき劣化事象の抽出につ

いてですけれども、これは、断続的運転と冷温停止維持各々についてやられているという

ことなのですが、例えば、断続的運転状態評価と冷温停止状態維持評価で、機器の運転状

態だとか、機器が置かれる環境の状態が異なるものにつきましては、当然のことながら、

着目すべき劣化事象が異なってくるという場合もあると思うのですけれども、そういうも

のについては、結果的に、着目するものが双方の評価で違ってくるというものは出てくる



38 

というような評価になっていると思ってよろしいでしょうか。 

○九州電力（重久） 重久でございます。 

 今、おっしゃいましたとおり、着目すべき経年劣化事象につきましては、運転を前提と

した場合と停止している場合では、運転期間が機器によって違ったりしますので、それぞ

れについて、評価する項目、着目すべきものは変わってくる場合がございます。 

○齋藤管理官補佐 聞き直しますと、ある同じ機器について、ある同じ事象が、断続的運

転では着目すべきものになっているのだけれども、冷温停止維持の評価の方では着目すべ

きものになっていないということが起こり得ると思うのですが、そういう場合が出てき得

る評価になっていると思ってよろしいでしょうか。すみません。聞き直します。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 今、おっしゃられましたとおり、断続運転では抽出されたものが、冷温停止時には抽出

されない。また、その逆で、断続では抽出されないけれども、逆に冷温停止のほうが厳し

いという場合で抽出されているという実情は、実際にありまして、評価書の中にもそうい

う事象が入っております。 

○齋藤管理官補佐 わかりました。ありがとうございます。 

○大村審議官 ちょっと今の点に関して、今後の審査の進め方にもちょっと関係するので

すけれども、恐らく私のイメージでは、基本的には、断続的運転のほうが、恐らく範囲と

か、状態の厳しさというのは、総体的に厳しくなり、範囲が広いのではないかと思うので

すけれども、今、おっしゃったように、それぞれ包含されていないものもあるということ

ですので、進め方として、断続的な運転というものを中心というか、ベースに考えつつ、

冷温停止状態で、特にこのものについては、評価が必要だというものについては、付加し

て、そこの部分を見ると。こういうやり方が一番効率的かなと思うのですけれども、それ

に異存がなければ、そういうことを中心にやっていきたいというふうに思いますが、よろ

しいですか。 

○九州電力（中牟田） 九州電力、中牟田です。 

 はい、それで結構だと思っております。 

○大村審議官 それでは、それ以外に何かありますでしょうか。 

○平田検査官 規制庁、平田です。 

 1 点、ご質問します。2 ページの体制表なのですが、この表の中の左端の技術本部と、

それから技術本部の原子力グループ長に関しては、コンクリート構造物及び鉄骨構造物に
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係る役割を対象とされているというふうに、ご説明がありましたが、協力会社なのですけ

れども、三菱重工、三菱電機、シーメンスに関しては、発電本部のほうから発注が出てい

るということで、この 3 社に関しては、コンクリート構造物、鉄骨構造物に関する技術評

価は、依頼されていないというふうに理解すればよろしいでしょうか。 

○九州電力（宮嶋） 技術本部の宮嶋でございます。 

 おっしゃられるとおり、コンクリート構造物につきましては、三菱双方には委託をして

ございません。社内のほうで、コンクリート構造物と鉄骨構造物につきましては、評価を

してございまして、委託の管理等はございません。以上でございます。 

○大村審議官 それ以外に何かありますか。 

 私のほうから、ちょっと何点か、一部確認ですけれども、2ページに体制表がありまし

て、前回もちょっとこの内容は後でご説明をいただいたのですが、原子力発電安全委員会

というのが、右の下のほうにあります。これは、常設の委員会で、さまざまな検討する中

の一つとして、本件があると、こういうことなのかと理解しますけれども、それでよろし

いのかということと、工程を見ると、一番最後のほうに、最終確認ですね。これでいきま

すと、平成25年12月に1回行っているということですけれども、役割としては、各部署で

評価をして、最後取りまとまったものを関係のところで、もう一度最終的にチェックする

と、こういう役割で、今回位置づけていると、こういう理解でよろしいのかというのを教

えてください。 

○九州電力（中牟田） 九州電力、中牟田でございます。 

 まず、安全委員会の常設かどうかということにつきまして、常設の委員会でございまし

て、それを案件が出てくるたびに、必ずここで審議するという体制にしてございます。 

 それと、スケジュール表の中での最終的に安全委員会にかけたのが、一番最後というと

ころにつきましては、審議官、先におっしゃったような感じで、関係各所でずっと報告書

をつくっていきまして、必要な箇所がレビューを受けて、最終的にこの安全委員会のほう

で、最終確認をすると、そういう手続をとるようになってございます。以上でございます。 

○大村審議官 ありがとうございました。 

 それと、別の質問なのですが、3ページに、実施計画書、それから実施手順書というも

のを策定して評価をすると、この2つが今回の評価の主要な文書かなと思うのですが、こ

れについて、一応内容を確認をさせていただきたいと思っています。 

 後ほど、説明がひょっとしてあるかもしれませんが、概略とそれから実際のものについ
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ては、これはこの場で事細かに確認はできませんので、ヒアリング等も活用していただい

て、ちょっと中身については、よく妥当性について確認をさせていただきたいということ

が一つ。 

 その下に、この内部監査の話があります。この内部監査のやり方についても、これは概

略を、今日は資料もないので、次回ごく簡単に説明をいただくか、後、詳細については、

ヒアリング等でもいいのですけれども、この内部監査の実際のやり方ですね。これについ

ては、確認をする必要があるというふうに考えています。 

 それから、これに関連する話で、次の4ページに、今回の文書と記録の管理、1.3のとこ

ろで、文書体系という言葉がありますけれども、どういった文書体系でされているのか。

このあたりは、もう少し詳しい説明をいただく必要があるというふうに思っていますので、

次回以降、資料をこの文書体系について提出をいただければということと。 

 それから、その下の力量の設定、力量管理についてもあります。これも、恐らく内部で、

いろんなやり方を決められているのだと思いますので、これについても、どういうやり方

でやっているのかと。このあたりを今日は資料もないでしょうから、含めていただいても

いいのですけれども、資料としては提出いただければというふうに思います。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 今、幾つかご指摘いただいた中で、ここでは資料はないのですけれども、ちょっと簡単

に概略ご説明をさしあげます。 

 まず、1点目なのですが、実施計画書と実施手順書についてですけれども、実施計画書

については、この資料でも2ページで出てきている体制であるとか、全体の実施工程とか、

役割分担というような枠組みを説明しております。それを設定していると。その体制に基

づいて、実施手順書というのは、この資料の中でも手順のフローということで、ホールド

ポイントになるような大きな項目が書いてあるのですけれども、その中の細々した作業、

具体的な実際こういう手順を踏んでやっていきますよというような手順を定めているとい

った文書になっております。 

 ちなみに、その実施計画書、手順書と1.3番の文書体系のところなのですけれども、品

質マニュアルにしたがって、当社の社内マニュアルとして、高経年化技術評価に係る社内

要領、基準と要領というものを定めておりまして、その中で、実施計画書と実施手順書を

定めて、そういう高経年化技術評価をやっていくというような体系になっているものです。 

○九州電力（中牟田） 九州電力の中牟田です。 
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 内部監査について、ご説明いたします。内部監査につきまして、部門が2ページの体制

表のほうで見ていただきますと、内部監査を行いますのは、経営管理本部の原子力・保安

監査部というところで、実際に評価をやりましたのが、発電本部と技術本部と発電所とい

うことなのですけれども、そういう本部から独立した経営管理本部という、独立した機関

のほうで監査をやっていまして、監査をやる際にも、事前に監査の計画書というものをそ

この部門でつくりまして、その手順にのっとりまして、監査をやりまして、そこの結果を

またまとめるということをやってございますので、ちょっと詳細につきまして、また後日

説明させていただきます。大きな流れとしては、そういうことでやっているというもので

ございます。 

○九州電力（重久） 重久でございます。 

 最後にありました、評価に関わる教育の件でございますが、これにつきましても、社内

の品質マネジメントシステムの中で、文書体系をつくって、教育マニュアル、教育管理基

準というふうに呼んでいますが、その中で力量の設定をするとか、その力量に対して、な

い場合は、力量を持たせるための教育をするだとか、いろんなものをそこに定めてござい

ますので、それについてまた詳しくご説明させていただきます。 

○九州電力（中牟田） すみません、九州電力の中牟田ですけれども、内部監査につきま

して、ちょっと補足資料ということで、資料2-1-2ということで、1枚もので裏側のところ

に、原子力保安監査部の職務ということで、ちょっと模式図で書いてございますけれども、

この模式図でいきますと、実際に評価をしましたのが、発電本部と技術本部でございまし

て、そこが評価を実施した、点線で囲っているところでございます。そことは独立した形

で、経営管理本部という中の原子力・保安監査部、ここが内部監査を実施しているという

ことで、独立しているというのはこういうことでございます。以上でございます。 

○大村審議官 それでは、それ以外に何か、質問、指摘などありますでしょうか。 

○森下調整官 規制庁の森下です。 

 補足の説明をいただければと思うのですけれども、資料の 4 ページの教育についてなの

ですけれども、評価の知識向上のために、OJT 等を実施と書いてありますけれども、等と

いうのは具体的には何をされているのでしょうか。 

○九州電力（重久） 重久でございます。 

 等というのは、高経年化技術評価をするに当たって、先ほども言いましたけれども、メ

ーカーに委託してございますので、その結果について打ち合わせをしたり、もしくは、電
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力大の打ち合わせとかをやってございますので、そういう場にいきまして、高経年化に対

する知識を習得するということで、そういうようなことを等ということで、ここでは表現

してございます。 

○森下調整官 具体的にされていることはわかりましたけれども、それも評価の OJT のイ

ンクルーディングされているような感じがしますけれども、別物の高経年化評価とは、別

の関係の打ち合わせと理解したほうがいいですか。それとも、そのものの打ち合わせなの

ですか。そうであれば、OJT そのものではないかなと思ったのですけれども。何の打ち合

わせなのでしょうか。 

○九州電力（重久） 一つは、高経年化を委託したような打ち合わせもございますし、そ

れ以外に、高経年化技術評価に特化しないですけれども、設備の研修とかいうのもござい

ますので、そういうのも含めまして等としてございます。 

○森下調整官 されていることは、わかりました。 

 もう 1 点だけですけれども、これは午前中の関西電力の高浜 3 号炉のときにも同じ質問

が出たのですけれども、10 ページの最新の知見の反映ということで、九州電力では、平

成 25 年、昨年 7 月までの最新の知見の確認ということですけれども、実際の提出は昨年

の末だったと思います。その間、5 カ月くらいでしょうか。ラグがありまして、その間の

最新の知見の反映という意味では、何かされているでしょうか。あるいは、それについて

は、どうお考えになりますか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 こちらに記載しておりますとおり、平成25年7月まで、こちらについては、きちんと先

ほど出てきた実施手順書の中で、知見を整理するということの手順もありますので、そう

いう形で、書類でまとめて、最新知見を整理をして、その結果、高経年化技術評価に必要

か必要ではないかという整理をきちんとしております。 

 その後、評価書をつくるには数カ月時間を要しますので、そういう知見を整理した上で、

評価書の作成作業としております。 

 そういうふうに、紙にきちんと整理したものとしては、平成25年7月までのものをして

いるのですけれども、もちろん作業中もルーチン的に日常業務の中で、例えば、JANSIが

やっているニューシアの情報だとか、そういうものを取りに行って、知見の反映するもの

がないかどうかというのを確認しております。 

 また、社内要領の中でも、そういう知見については、必要があればすぐに、高経年化技
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術評価に反映するということを定めておりまして、それについても、高経年化技術評価を

出すタイミングでなくても、出した後のものだとか、今やっているものについても、きち

んとそういう知見を反映していくという体制をとっておりますので、そういう中でフォロ

ーしていっているというふうに考えております。 

○森下調整官 説明ありがとうございます。また、必要があれば、具体的な確認をさせて

もらうかもしれません。 

○大村審議官 それ以外に何かありますか。よろしいですか。 

 それでは、次の資料にいきたいと思います。 

 次は、資料2-2です。審査会合における代表機器選定の考え方、これの説明をお願いし

ます。 

○九州電力（中牟田） 九州電力、中牟田です。 

 それでは、資料2-2、審査会合における代表機器選定の考え方について、ご説明いたし

ます。 

 まず1ページ目、目次でございます。 

 全体構成を最初にご説明いたします。4項目ございますけれども、まず1番目の項目で、

審査会合における代表機器選定の手順ということで、ここで大まかな手順をご説明します。 

 この手順は、後ほど説明しますが、ステップ1から3ということで、大まかな手順を記し

てございまして、2項目めでステップの1についての説明、3項目めでステップの2、4項目

めでステップの3と、そういう流れでご説明を進めていきます。 

 それでは、2ページでございます。 

 1番、審査会合における代表機器選定の手順ということでございます。 

 高経年化技術評価書では、重要度クラス1設備、クラス2設備、クラス3設備、これは、

高温高圧のもの及び常設重大事故等対処設備の全てについて、評価を行ってございます。 

 審査会合におきましては、劣化事象ごとに代表機器というものを選定いたしまして、そ

の代表機器の評価内容を具体的に説明いたしますとともに、評価対象全ての評価結果につ

きましても、網羅的に説明を進めていこうとしてございます。 

 審査会合におけます、代表機器選定の手順というものをステップ1から3ということで、

高経年化技術評価書作成に係る作業フローということで、下の絵の右側のところでござい

ますけれども、作業フローとの対応と関係ということで、今からご説明いたします。 

 右側のフロー図につきまして、先ほどの共通事項のところでご説明したフロー図でござ
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いまして、それとの対応を説明いたします。 

 まず、ステップの1ということで、緑で枠を囲っているところでございます。このステ

ップの1でございますが、評価対象設備を先ほどの資料でも説明いたしましたけれども、

経年劣化メカニズムまとめ表に基づきまして、15の分類に整理いたしまして、構造、環境、

材料に応じてグループ化というものを行いまして、全ての機器について評価を実施したと

いうのが、ステップ1になります。 

 ステップ2でございますけれども、高経年化技術評価書をつくるに当たりまして、その

中では、各グループごとに、重要度や評価条件を考慮したグループ内の代表機器というも

のを選定いたしまして、そこについて、詳細に説明してございます。ただし、そのグルー

プ内代表機器以外、それに選ばれなかった機器についても、評価書の中で包括的に説明し

ているということでございます。 

 最後の赤枠のステップ3でございますけれども、グループ内代表機器のうち、該当する

劣化事象というものが想定されるものの中から、設備の重要性や評価結果等を考慮し、審

査会合における代表機器というものを選定する。 

 こういう3つのステップで選んだということでございますが、次のページ以降で、もう

ちょっと具体的な例を挙げまして、その流れをご説明させていただきます。 

 3ページでございます。 

 まず、ステップ1ということで、副題として、全ての評価対象設備について評価を実施

するということで、そのプロセスについてご説明します。 

 フロー図の中にもありましたけれども、主要リストというものをつくってございまして、

主要リストいうものは、評価対象機器を全部記載しているのですけれども、この中には、

重要度クラスの1設備、クラス2設備及びクラス3設備のうち、高温、高圧な設備並びに、

常設重大事故等対処設備というものを経年劣化メカニズムまとめ表に基づきまして、15分

類ということで、そこに具体的には下の括弧の中にありますけれども、1番がポンプ、2番

が熱交換器という形で、最後15番が電源設備、こういう15の分類に整理いたします。 

 その分類が終わった後、各分類の中でグループ化というものを行います。グループ化を

するに当たっては、構造ですね。その機器の型式などという観点、あるいは、使用環境と

いうことで、中を流れる流体がどういうものかという観点、あるいは、使われている材料

というものに応じまして、グループ化というものを行ってございます。 

 具体例といたしまして、ポンプをどういうふうにグループ化したかということについて、
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下に書いてございます。機器名と書いているところには、ポンプが海水ポンプ、充てん高

圧注入ポンプということで、7種類のポンプがございます。これをどのようにグループ化

したかということを、今からご説明しますけれども、この表の下のところに説明文がござ

います。 

 上記の例では、ポンプの型式というものが、たて置斜流式か、よこ置うず巻式かと、そ

ういう観点、後、内部流体につきましては、中を流れる流体が、海水か1次冷却材ほう酸

水か、あるいは、純水、これは防錆材を添加した純水なのですが、そういう観点で分けら

れます。 

 あとケーシングの材料につきましても、ステンレス鋼の鋳鋼か、低合金鋼か、炭素鋼の

鋳鋼かと、そういうことで仕分けを行いまして、結果的には7種類のポンプが書いてござ

いますけれども、4つのグループ、グループ1、2、3、4ということで、表の一番左のとこ

ろに書いてございますけれども、4つのポンプのグループというものをつくったというス

テップでございます。 

 続きまして、4ページ、ステップ1の説明のまだ途中なのですけれども、そういたしまし

て、グループ内の全ての設備について評価を実施してございます。 

 評価の中身につきまして、先ほど、今日ちょっとダブるところもございますけれども、

（1）として、劣化事象を抽出するというステップ、どんな部位にどんな劣化が生じるか。

（2）といたしまして、技術評価として、1番として、健全性評価、科学的知見や解析等に

よる評価を行います。2番目として、現状保全ということで、現在行っている保全内容は

どうか。3番目として、総合評価ということで、①、②から設備の健全性や保全の有効性

を総合的に評価するということでございます。それから、（3）として、高経年化への対応

ということで、今のままでよいのか、あるいは追加する保全はないかと、こういう観点で

検討した。こういうもの全ての設備について評価を実施したというのが、ステップ1にな

ります。 

 続きまして、5ページ、ここがステップ2になります。副題として、ステップ2は、評価

対象設備の中から、グループ内代表機器を選定するという手順になります。 

 高経年化技術評価書というものをまとめてございますけれども、これをまとめるに当た

りましては、先ほどのグループ化した設備について、設備の重要度、重要度の高いもの、

使用条件、温度、圧力が厳しいものを考慮いたしまして、そのグループの中のグループ内

代表機器というものを選定いたしてございまして、グループ内の代表機器、それに選定さ
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れたものについては、評価書の中で図面とか材料表を示しながら、詳細に説明してござい

ます。 

 それ以外、グループ内の代表機器以外につきましては、代表以外の全ての機器につきま

して、評価書の中で包括的に説明すると。ちょっとこういうことで、強弱をつけた形で、

説明はしているのですけれども、全ての機器の評価結果を書いているということでござい

ます。 

 先ほどの例の続きでございまして、ポンプについて、どのようにしてグループ内の代表

機器を選んだかと、そのプロセスについてご説明いたします。 

 先ほどの例にありました、海水ポンプから原子炉補機冷却水ポンプまでの7種類のポン

プについて、どういう考え方でやったかというものを書いてございまして、表の下のとこ

ろに説明文がございますけれども、まず、グループ3というのは、ここに4つ、余熱除去ポ

ンプ、格納容器スプレイポンプ、燃料取替用水ポンプ、ほう酸ポンプという4つのポンプ

の中から、重要度が高くて、使用条件、温度、圧力が厳しい余熱除去ポンプというものを

グループ内の代表機器として選定してございます。 

 グループ1、2と4につきましては、それぞれグループの中に、ポンプが1種類しかござい

ません。これを我々、単独機器という呼び方をしているのですけれども、そういうふうに、

1種類のポンプしか存在しませんので、必然的に、グループ1であれば、海水ポンプ、グル

ープ2であれば、充てん高圧注入ポンプ、グループ4であれば、原子炉補機冷却水ポンプと

いうものを代表機器として選定して、評価を行ったということでございます。 

 続きまして、最後6ページでございます。 

 ここは、ステップの3ということで、審査会合における代表機器の選定の手順について、

ご説明いたします。 

 これまで説明いたしましたように、高経年化技術評価書のグループ内、代表機器の中か

ら、さらに劣化事象という切り口から、劣化事象ごとに、審査会合における代表機器を選

定いたしまして、劣化事象の評価内容、評価結果を具体的に説明いたします。 

 審査会合における代表機器は、設備の重要性が高いとか、評価結果が厳しいなどの観点

から選定してございます。また、審査会合における代表機器以外につきましても、評価結

果を網羅的に説明しようとしてございます。 

 下のほうに、低サイクル疲労という劣化事象を例にとって、審査会合における代表機器

の選定の考え方というのを示してございます。 
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 下の表でございますけれども、最初に説明しました15分類ごとに、1番がポンプ、2番が

熱交換器、4番が容器、こういう感じで分類の中に、それぞれグループ内の代表機器とい

うものを書いてございます。ポンプであれば、先ほど選びました海水ポンプ、充てん高圧

注入ポンプ、余熱除去ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプ、それ以外のポンプもあるのです

けれども、そういう形で、それぞれ選ばれたグループ内代表機器を列挙してございます。 

 熱交換器も、再生交換器、余熱除去冷却器、容器であれば、原子炉容器本体、加圧器本

体、格納容器本体とか、そういうふうに選んでいるのですけれども、この中で低サイクル

疲労というものが想定されるのはどれかという観点で、それが想定されるものを緑色の字

で書いてございます。 

 ポンプの中でいくと、余熱除去ポンプと1次冷却材ポンプが、低サイクル疲労が想定さ

れますので、低サイクル疲労という欄のところに、緑色で想定ありと書いてございますけ

れども、そういうに2つが選ばれたということでございます。 

 熱交換器であれば、再生熱交換器と余熱除去冷却器が想定されると。容器であれば、原

子炉容器本体と加圧器本体が想定されると、こういう形で、低サイクル疲労という切り口

でいくと、緑色の機器がまず想定されますよということでございます。 

 この中で選ばれたものの中から、設備の重要性が高いとか、評価結果が厳しいなどの観

点から、審査会合における代表機器を選定いたしまして、具体的な評価をこれ以降、順次

行おうとしているということでございまして、この低サイクル疲労を例にとりますと、設

備の重要性を考慮して、原子炉容器本体というものを審査会合における代表機器として、

選定してございまして、これ以降、資料2-3の低サイクル疲労の中で、原子炉容器を具体

的な機器として、詳細に説明しようと、そういうことで今、準備をしているところでござ

います。説明は以上です。 

○大村審議官 説明ありがとうございました。 

 この選定機器の考え方については、ステップ1、ステップ2とあって、私の理解では、ス

テップ1、2は、評価書、提出いただいたものの中をこういう整理で構成されているという

ことですが、この審査会合においては、機器ごとにやると、非常に多岐にわたって時間を

要しますので、劣化事象ごとに、これは審査をしていこうという方針ですので、縦と横の

関係がありますから、そのあたりを整理したものというふうに理解します。そういうこと

です。 

 具体的には、この後、劣化事象に当たりますけれども、そのときにどういう説明をいた
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だくときの機器については、どういう理由で、どういう観点から、これを選定したのかと

いうことは、ちょっとよく説明をいただいて、それで漏れているような、他の機器でも特

徴的なものがありますので、それはまた、別途追加でご説明をいただくということが第一

かなというふうに思います。 

 この資料につきまして、何か質問なり確認はありますか。 

○平田検査官 規制庁、平田です。 

 2 点確認したいのですが、まず 2 ページのステップ 1 の中に、右側に作業フローがござ

いまして、上から 2 番目の菱形の枠内なのですけれども、機器単位で長期にわたり使用す

るかという、一つのチェックポイントが書いてあります。ここで書いてある長期というの

は、具体的にどの期間を想定されているかを確認したいので、お願いします。まず 1 点目

がそれです。 

 それから、2 点目が、次の 3 ページなのですが、グループ化の例をお示しいただいてい

るのですが、この中で例えば、ポンプであれば、4 つのグループに分類するとなっていま

して、これで見る限り、単純に材料が 4 種類に分かれるので、材料で分類しましたという

ふうに見えるのですけれども、例えば、型式なり流体によって、もっと細分化される場合

には、グループ化というのは、そちらの多く欄ができるほうにしたがったグループ化にな

るのでしょうかというのを説明いただきたいと思います。以上です。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 まず、1つ目のご質問ですけれども、2ページの長期にわたりというところで、その長期

は具体的にはということで、この長期については、高経年化技術評価の審査ガイドの解説

の中にもございますとおり、10年以上にわたって使うものについては、具体的に劣化に関

する知見が十分ではないということもあることから、その10年以上にわたって使うものに

ついては、長期に取り扱っているということで、ここでは、10年以内で取り替えたりする

ようなものというものを具体的には想定しております。 

 続きまして、2つ目のご質問ですが、3ページなのですが、先ほど一番右の材料によって

分かれるということなのですが、ここでは、その一例としてお示ししているのですけれど

も、例えば、ここの例であっても、材料は実際3種類に分かれてるのですね。ステンレス

鋳鋼と低合金と炭素鋼ということなのですけれども、材料は3種類なのだけれども、内部

流体が違ったり、型式が違ったりということで、4種類になっているということで、おっ

しゃられましたとおり、多くなる方向に分かれるようになっております。以上です。 
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○大村審議官 それ以外に、何かありますか。 

 それでは、具体的な個別の劣化事象の件に入りたいと思います。 

 それでは、まず本日に取り上げるのは、低サイクル疲労とそれから絶縁低下ということ

ですので、まず資料2-3、これは、低サイクル疲労、これについて説明をお願いします。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 資料2-3、低サイクル疲労評価についてご説明さしあげます。 

 おめくりいただきまして、1ページ、目次を示しております。 

 1．なのですけれども、審査会合における代表機器の選定ということで、先ほど代表機

器選定の考え方ということで、劣化事象によらず、全般的な手順のご説明をさしあげてお

りましたけれども、ここでは、具体的な低サイクル疲労における選定をご説明いたします。

例の中でも、低サイクル疲労が例になっておりますので、重複するところもありますけれ

ども、ご説明さしあげます。 

 2．の健全性評価なのですけれども、ここでは今回実施した疲労評価の具体的な評価内

容について、ご説明いたします。 

 3．の現状保全の中で、評価対象機器に対して、実際に行っている保全の内容というも

のをご説明しまして、4．の総合評価で、2番と3番を踏まえて、機器の健全性とか保全の

有効性について、評価を行うと。 

 5番の高経年化への対応というところで、総合評価を受けて、今後の高経年化に向けて

の取り組みといったところを記載しております。 

 最後、6番の代表機器以外の評価ということで、今回先ほどの例でもありましたとおり、

低サイクル疲労では、原子炉容器本体を代表機器として、具体的な評価の内容をご説明す

るのですけれども、それ以外の全ての低サイクル疲労が想定される部位についての評価結

果というものを網羅的にこの資料の中でもご説明さしあげております。 

 では、具体的に中身に入っていきたいと思います。 

 おめくりいただきまして、2ページ、1．では、低サイクル疲労、ここで審査会合でご説

明する代表機器の選定を行います。 

 低サイクル疲労割れは、プラントの起動、停止時等に受ける温度、圧力の変化によって、

特に機器の構造、不連続部、なめらかではなくでこぼこしたようなところに、局所的に大

きな応力が生じ、それが繰り返された場合に、疲労亀裂が発生する可能性がありますとい

った事象でございます。 
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 その中で、以下のステップ1からステップ3の手順で、この審査会合における代表機器の

選定の考え方をご説明いたします。 

 まずステップ1なのですけれども、低サイクル疲労が想定される部位というものを抽出

いたします。ちょっと重複するのですけれども、プラントの起動、停止時に、温度、圧力

が変化する部位、機器を評価対象として抽出しております。 

 抽出された全評価対象機器については、全て疲労評価を実施しておりまして、その疲労

累積係数、UFというものが、許容値である1を下回るということを確認しております。 

 全評価対象機器の評価結果については、1番後ろになるのですけれども、ページの13ペ

ージから15ページに、全ての今回評価した低サイクル疲労の評価結果というものを記載し

ておりまして、ここで、疲労累積係数が許容値である1を下回っているということを確認

して、それをご説明しているものです。 

 戻っていただきまして、次にステップ2、こちらも先ほどと少し重複するのですが、高

経年化技術評価では、対象機器ごとに、構造だとか使用環境、主な内部流体ですね。材料

に応じてグループ化を行っておりまして、その中で設備の重要度が高いだとか、使用条件、

温度、圧力が厳しいといった条件を考慮しまして、グループ内代表を選定しております。 

 ステップ3なのですけれども、そのステップ2で選ばれたグループ内代表の中から、さら

に、設備の重要性が高い、評価の結果が厳しいという観点で、審査会合の代表を選ぶので

すけれども、低サイクル疲労の評価、先ほど後ろのページでご説明したとおり、非常に対

象が多いということもあって、評価結果というものは、全て一応下回っているということ

から、設備の重要性ということを考えまして、原子炉容器本体というものが設備の重要性

としては、一番高いのかなということを考えまして、ここでは、原子炉容器本体というも

のを例にとって、具体的な内容を説明する。 

 ただし、それ以外についても、全て評価結果をお示ししまして、ご説明さしあげるとい

うことにしております。 

 次のページの図1なのですけれども、原子炉容器本体の評価対象部位というものを示し

ております。 

 右側の表なのですが、原子炉容器全体を評価部位ということで、入口管台、出口管台、

蓋管台、空気抜管台といったように、分解しておりまして、左の図でいきますと、容器の

左側にあるところが入口管台ですね。右側にある管台が、出口管台ということで、上のほ

うに、蓋管台、空気抜管台ですね。下のほうの底のほうに、炉内計装筒といった具合に、
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部位を展開して、この展開した部位ごとに評価を行っているというものです。 

 ページをめくっていただきまして、4ページなのですが、2で健全性評価ということで、

2.1適用規格、評価条件です。 

 まず、1個目のポツなのですが、日本機械学会の設計・建設企画にしたがいまして、ま

ず大気中疲労、大気中環境での疲労評価というものを行っております。 

 同じく2個目なのですけれども、日本機械学会の環境疲労評価手法、これにしたがいま

して、接液環境を考慮した環境疲労評価というものを行っております。これらの規格基準

にしたがいまして、低サイクル疲労における疲労評価というものを行っております。 

 2.2の熱過渡条件の設定ということで、低サイクル疲労を行う際に、どういうような熱

の過渡、温度を受けるかということを設定して、評価をするのですけれども、下の表に過

渡を設定する上での方針というものをまとめております。 

 ちょっといきなりここを説明するよりも、具体的に中身をということで、ページの6ペ

ージをおめくりいただきたいのですけれども、6ページに表を示しております。 

 PLM評価では、これまでの運転実績をもとに、運転開始後60年時点での過渡回数という

ものを想定して、評価を行っています。 

 ここの表では、2012年3月末時点までの実績を踏まえまして、運転開始後60年時点での

過渡回数というものを想定して、評価を行っているというものです。ここの表にあります

とおり、起動、停止といったような、それぞれの過渡が何回起こるかということをカウン

トして、疲労評価というものを行っています。 

 60年後の過渡の回数の算定方法については、1枚戻っていただいて、5ページのほうに書

いておりまして、白丸のところで、60年供用仮定時の各過渡条件の繰り返し回数はという

ことで、基本的に運転実績に基づく2012年3月末時点での回数を用いて、今後も同様な運

転を続けたと仮定して推定しておりますということで、以下に過渡回数の計算方法を示し

ております。 

 一つ目の黒丸なのですが、未取替機器ということで運転開始からずっと使っている機器

ですね。これらの機器について、60年時点でどういった過渡回数を想定するかということ

を示しております。 

 まず、実績過渡回数、これについては、今まで運転して何回そういう過渡がありました

かというのを実際カウントして、それに達して、運開から、今までの実績過渡回数を運開

から調査したときまでの年数で割るということで、これでその過渡が、年間平均何回起き
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るかというものを計算しております。それに、残りの年数をかけるということで、60年後

の過渡回数というものを計算しております。 

 下の2つ目の黒丸なのですが、取替機器ということで、途中で取り替えを行った機器、

例えば、下の※で書いておりますが、原子炉容器の上蓋というようなものが、途中で取り

替えを行っております。 

 これらの機器の回数の考え方なのですけれども、取替後の実績回数に、先ほど上で求め

た、その過渡の1年間平均の回数をかけて、それに残りの年数をかけて、将来の予想をし

ているということになります。 

 ちょっと説明前後したのですが、4ページに戻っていただきまして、こういうふうに、

60年後の過渡回数というものをカウントして、評価を行うのですが、そういうカウントを

するに当たって、幾つか方針、将来を予測する上での考え方というのを設定しております。 

 例えば、この表の2番のところで、未経験過渡回数というのがあるのですけれども、こ

れについては、川内1号炉に対しては、その過渡を実際に経験していないというような過

渡もあるのですけれども、そういう過渡についても、電協研のデータから、国内のPWRプ

ラントの中で、過去にそういう過渡を経験したよというものがありましたら、そういうも

のを考慮して、保守的にカウントしているといったものであるとか、一番下、評価回数余

裕ということなのですけれども、比較的回数の多いような過渡については、先ほど1年間

の平均かける残りの年数というところで計算するのですけれども、そこで、若干のマージ

ンを設けて、将来運転回数が評価の回数を超えることがないように、余裕を持った回数設

定をするということで、より保守的な評価ができるような設定をしております。 

 再び6ページに戻るのですが、このページでは、運転開始後からずっと使っている未取

替機器のカウントについて、それぞれどういった回数で、現在まであって、60年後には何

回ありますかというような表でまとめているものです。 

 次の7ページ、こちらについては、先ほど例で示したとおり、原子炉容器の上部蓋とい

ったような、途中で取り替えた機器についてのカウントについて記載しております。 

 起動、停止のところを見ていただきますと、2012年3月時点で4回ということで、取り替

えてからの回数、プラス、将来の予想については、運転開始後60年時点ですね。その補足

として、下の※2のところに書いてあるのですが、運転開始後24年時点で取り替えを行っ

ているのですけれども、60年時点の回数は、あくまでもプラント運転の60年時点というこ

とで、その機器、単体についてみると、大体36年分くらいの過渡回数を想定した過渡回数
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ということを設定しております。こういった過渡回数をもとに、疲労評価を行っておりま

す。 

 具体的には、次の8ページの中で、評価結果というものを示しております。下の表に、

全てのというと、今回原子炉容器を代表機器として選定しているのですけれども、その中

で、先ほどの図1で示した、展開しました部位について、評価結果を表に示しております。 

 この部位全てについて、評価を行っておりまして、その結果、疲労累積係数は、全評価

点において、許容値である1を下回っているということを確認しております。 

 なお、この後のページで、もう少し詳細にはご説明するのですけれども、その各部位の

中にでも、評価点が複数ございまして、評価結果として書いてあるのは、この部位の中で

一番評価結果が大きかった、厳しかったという評価点の値を記載しております。 

 まず、設計・建設規格ベースで大気中の疲労評価を行っているのですけれども、その疲

労評価結果については、下の表の右から2番目のところに記載しております。 

 その後に、さらにということで、接液環境にある評価点については、大気中での評価結

果が一番厳しかったところについて、環境疲労評価手法に基づきまして、接液環境を考慮

した疲労評価というものを行っております。これについても、全て許容値以下であるとい

うことを確認しております。この結果が、一番右の列に書いているのですけれども、上か

ら0.001ということで書いております。 

 真ん中の下くらいに、非接液部というものが4つほど並んでいるのですけれども、これ

については、部位展開したときの部位、例えば、上部蓋といったものについては、直接母

材が、ここで言ったら、1次冷却材に接することがないということで、非接液部というこ

とで評価をしております。具体的には、ステンレスの内張りがされておりまして、母材の

低合金鋼が直接、炉水に接することがないので、そういう環境の効果はございませんとい

うことを示しているものです。 

 今回、原子炉容器を代表機器として選定しているのですけれども、その中で、さらに、

使用温度が高くて、大気中と、先ほど言った接液環境、両方の環境中があるということで、

出口管台の評価内容について、より詳細に次のページでご説明しております。 

 なお、それ以外のページについても、今からご説明さしあげます、出口管台で説明する

ものと、同じ方法で評価をしておりまして、疲労累積係数が1以下であることを確認して

おります。 

 おめくりいただきまして、ページの9ページです。 
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 ここで、出口管台ということで、下の図の左下の図ですね。赤の点々の丸で囲んでいる

出口管台について、詳細な評価結果のご説明をさしあげております。 

 設計・建設規格に基づいて、右下の図がその出口管台のさらに拡大図、詳細図になって

いるのですけれども、これに基づいて、評価点①から⑭ということで、この出口管台に番

号を打っているのですけれども、この点全てについて、大気中の疲労評価を行っておりま

して、その結果、①から⑭、全てにおいて、疲労累積係数が1を下回るということを確認

しております。 

 その中で、①から⑭の中で、疲労累積係数が最大となったのが、⑨の評価点でありまし

て、ここが、UF＝0.043という結果になっております。この0.043という数字が、1枚前の8

ページの出口管台のところの評価結果ということで記載しておりまして、この部位の中に

も評価点が複数あって、その中の部位の評価としては、一番厳しかったものを評価結果と

して記載しております。 

 さらに、接液環境となる評価点、①、③のうちと書いてあるのですが、右下の図で、⑤、

⑦、⑨、⑪、⑬というところを沿っていくと、二重線になっていると思うのですけれども、

ここは、先ほどご説明したとおりで、ステンレスの内張りが張っておりまして、母材が直

接炉水に接しないということで、この出口管台については、評価点の①と③が直接炉水に

母材が接しますので、その環境の考慮した環境疲労評価というものを行っております。 

 ①、③のうち、先ほどの大気中の疲労の評価結果が厳しかった①のほうについて、日本

機械学会の環境疲労評価書に基づきまして、接液環境を考慮した疲労評価を行っておりま

して、その結果、疲労累積係数が0.001という結果を得ておりまして、許容値を満足して

いるということを確認しております。 

 ここで、初回の審査会合のときに、若干コメントをいただいたのですけれども、こうい

ったように、本来、接液環境を考慮したほうが、疲労評価としては厳しくなる傾向がある

のですけれども、実際、疲労が厳しかった⑨については、こういう形で直接、接液環境に

ないということで、出口管台では、①、③が接液環境にあるということで、これらの環境

疲労評価をやっておりまして、見た目の数字としては、大気中のほうが大きくて、環境疲

労評価の結果のほうが小さいというふうに見えるのですけれども、こういうふうに場所が

違うというところがありまして、こういう差異が起こっているというところでございます。 

 ページをめくっていただきまして、10ページ、3．現状保全というところなのですけれ

ども、3.1、検査方法、範囲等ということで一つ目の丸ですけれども、原子炉容器本体の
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評価対象部位における疲労割れに対する保全は、機械学会の維持規格に沿った検査プログ

ラム、試験方法、試験範囲で、供用期間中検査を実施しておりまして、超音波探傷検査、

浸透探傷検査とか目視検査及び漏えい試験といったものを行って、健全性を確認しており

ます。 

 2つ目の丸なのですけれども、原子炉容器の本体の内面の内張りについては、定期的に

目視検査を行っておりまして、内表面全てにおいて異常がないことを確認しております。 

 3つ目の丸なのですけれども、高経年化技術評価のタイミングに合わせて、実際の運転

回数をカウントして、それにおける実過渡回数に基づく、将来予測をした過渡回数で、疲

労評価を行って、問題ないということを確認していっているということ、これが現状保全

です。 

 次のページの11ページに、先ほどご説明の中でありました、供用期間中検査のより具体

的な内容というものを記載させていただいております。 

 左のほうから、評価対象、検査部位、検査内容、検査範囲、検査の頻度ということで記

載させてもらっております。 

 先ほど、例に取り上げました、上から2つ目の出口管台でいきますと、胴と溶接部につ

いては、超音波探傷検査を実施しておりまして、10年を超えない範囲で一括して、全数を

実施していると。セーフエンドとの溶接部については、超音波探傷検査、浸透探傷検査、

ベアメタル検査という形で、右に記載している頻度で、適切に実施しているという状況で

ございます。 

 それ以外の部位についても、ここに記載しているとおりの内容と頻度で、供用期間中検

査というものをやっております。下のほうに、VT-1、VT-2、VT-3、ベアメタル検査の具体

的な内容について、補足の説明を入れております。 

 めくっていただきまして、12ページ、先ほどの2．の健全性評価と3．の現状保全という

ものを踏まえまして、この低サイクル疲労における総合評価というものを記載しておりま

す。 

 原子炉容器本体の疲労評価結果を疲労累積係数が許容値である1を下回っているという

ことから、現在の知見においては、疲労割れの発生は考え難いと、可能性はないと考えて

いるのですけれども、疲労評価というのは、これから、今後どのような運転をしていくの

かによって、実際の過渡回数というものは変わってきますので、今後とも、実際の過渡回

数を把握しながら、将来予測をして、評価を継続していく必要があるというふうに考えて
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おります。 

 また、疲労割れについては、超音波探傷検査をしておりまして、これによって、検知が

可能であるということと、原子炉容器の内面の内張りについては、目視を行っておりまし

て、これで有意な異常はないということを検知可能でありますので、点検手法としては適

切だというふうに考えております。 

 なお、先ほども若干、議論がありましたが、冷温停止状態の評価においては、この原子

炉容器の低サイクル疲労については、運転状態と比べて止まっているままということで、

圧力、温度が低く、ほとんど熱過渡の影響を受けないということから、劣化の事象の進展

が考え難いということなのですけれども、今回お示ししているとおり、運転状態の評価に

よって、健全性を確認しているということで、十分保守的な評価であると考えます。 

 現状の保全を実施していくことで、問題なく健全性が確認できるというふうに考えてお

ります。 

 5．の高経年化の対応なのですけれども、疲労割れについては、今、ご説明したような

現状保全を今後も継続して実施していくということにしております。 

 また、追加の保全策としては、高経年化の対策の観点から、今後も実際にどのような運

転をしていたかということで、実際の運転実績による過渡回数というものを把握しながら、

評価を定期的に実施していくということとしております。 

 めくっていただきまして、ページの13ページなのですけれども、冒頭に触れましたが、

6．の代表機器以外の評価ということで、今回は、原子炉容器本体の例で、中の詳細評価

の例をご説明いたしましたが、高経年化技術評価の中では、評価対象機器全てについて評

価を行っておりまして、下の表2に示すとおり、原子炉容器から始まりまして、加圧器、

格納容器、配管といった具合に、全ての機器、並びに展開された部位について、評価を実

施しておりまして、大気中の評価及び環境疲労評価というものを実施しておりまして、い

ずれも、許容値である1を満足しているということを確認しております。 

 ご説明は、以上になります。 

○大村審議官 それでは、今、説明がありました、この資料及び説明内容につきまして、

何か質問、確認事項がありましたらお願いします。 

○高倉主事 JNESの高倉です。 

 先ほど、原子炉容器を代表で説明されて、この川内1号炉の場合は、疲労で対処してい

る運転状態にトリップ等の回数が非常に少ないということで、損傷係数としては、例えば、
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8ページの累積疲労損傷係数なんかをみると、非常に小さいというふうには理解しますが、

ちょっと確認事項2つ、それで、先ほど管台の出口管台で、環境疲労のほうが、累積疲労

損傷係数が小さくなっていると、場所が違うのだというご説明です。他の部位を見ても、

全部小さいですね、環境疲労評価の。これが同じように場所が違うということなのか。こ

れが一つ目です。 

 もう一つは、9ページの図で出口管台のところで、大気中の疲労が厳しい場所が、構造

不連続部でもなく、こういう平滑部で、板厚もそこそこ厚いというようなところで厳しく

なっているのですけれども、これについて、ちょっと説明を補足していただけますか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 ご質問いただきました、まず一つ目の点ですけれども、大気中よりも環境中のほうが小

さいということで、それについては場所が違いますかということで、場所が違うところが

多々ありまして、厳しいところと内張りがしてあるところというのが共通していることが

多ございまして、そういうところはあります。 

 ただし、例えば、14ページに示しますが、配管の疲労評価のところで、上から2番目が

配管なのですけれども、その上3つですね。余熱除去系統出口配管とか、その下2つについ

ては、これについては、場所が同様の箇所でありまして、大気中の結果よりも環境中の疲

労評価のほうが厳しいというような結果が出ております。 

 それ以外、逆転しているところは、基本的に場所が違うということで、逆転している、

見た目、評価点が違いますので、逆転しているというような状況になっております。 

 ご質問の2点目の件ですが、9ページで、9番が平滑部ではないかということと、1番、2

番、3番、4番に比べて肉が厚い箇所で、何で厳しいのかという点ですが、まず1点目の9番

が平滑部ではないかという件に関しましては、この出口管台の下の部分の断面図を書いて

いるのですけれども、この①、②、③、④、⑤、⑥ということで、ここでは、⑨、⑩とい

うのが、出口管台の断面、その断面が、例えば、⑩のところでいきますと、ここの⑩のと

ころから、アールが始まっているということで、ここが、構造不連続部になりまして、そ

こを起点に曲げが発生した場合に、この断面全体が応力が厳しくなるという環境がありま

して、⑨の点については、この⑨、⑩の断面になりまして、結果が厳しくなるということ

になっております。 

 そういう意味では、ここは、⑨は平滑部に見えるのですけれども、構造不連続部として、

そういう断面をとっているということになります。 
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 もう一つの点が、①、②、③、④に比べて、肉が厚いのに、結果が厳しいというところ

なのですが、この低サイクル疲労評価を行うに当たっては、機械荷重だけではなくて、熱

応力だとか、内圧による荷重というものも計算に入れておりまして、特に、内圧による荷

重というものが、これをここの拡大図では、よく見えないのですけれども、左の図で見て

いただくと、大きな図で見ていただくと、この⑩というのは、ちょうどこの格納容器の本

体の胴と、このノズルの付け根部になっておりまして、この大きなマクロ的に見た場合の、

ちょうど構造不連続部になっているということがあって、ここの管台がちょうど容器の穴

のところにはまっているようなところがありまして、穴部の応力拡大係数が非常にたって

いるというところで、この⑨、⑩については、厳しい結果を得ている。厳しい結果といっ

ても、結果としては、小さい値なのですけれども、①、②のところに比べて、若干大き目

の値が出ているという状況になります。以上です。 

○高倉主事 JNESの高倉です。 

 定性的にはそういう説明で、それぞれの妥当性については、今後少し具体的な内容につ

いて、ヒアリング等で確認していきたいと思います。 

 それから、もう一つ質問で、低サイクル疲労で、代表機器以外のところの結果が13ペー

ジ以降に示されておりまして、14ページ、15ページ、ざっと全体を見ますと、先ほどあり

ましたように、原子炉容器が非常に小さい。それで、例えば、弁で蓄圧タンクの第2逆止

弁とか、0.5くらいで出るとか、それから、最後の15ページを見ますと、ポンプで、0.4と

か0.5くらい、環境疲労のほうで出ております。 

 それから、SGの給水入口管台、これは機器を交換した後の熱過渡で評価していると思い

ますけれども、それでも、0.463という値が出ておりますけれども、この辺については、

ちょっとそれぞれ説明を、こういう理由で厳しいのだというようなことが、説明いただけ

ますか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 何点か今、例を挙げてご指摘いただいたのですけれども、まず一般的に、低サイクル疲

労が厳しくなる点というものについては、その熱の過渡、熱の繰り返し、その条件が厳し

いといったところが、まず一つ挙げられます。 

 もう一つが、構造不連続部です。滑らかではなくて、でこぼこしているようなところに、

応力集中が立ちやすいということで、そういうふうに、過渡が厳しくて、構造が複雑だと

いったところに、疲労累積係数が高くなる傾向があるということが言えます。 
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 何点か言われたところでいきますと、一番最後のページですが、ポンプのところで、1

次冷却材ポンプは、もともと設計・建設規格ベースのものが、0.079とか0.049とか、若干

他と比べて高い傾向があって、さらに、環境疲労評価の中では、0.46とか0.5とかいった

ように、比較的大きな値が出ているというところですが、まず、大気中の設計・建設規格

ベースの評価におきましては、ポンプのケーシングというものは、配管等とは違って、流

体をうまく流すように、非常に複雑な形状をしているということで、そういうでこぼこが

あるところに、比較的応力集中が起きやすいということで、そういう点については、疲労

が高く出る傾向がございます。 

 環境疲労評価のほうですが、これについては、全て接液しておりまして、そういう場所

について、まず環境の効果が出やすいということで、高温であるということが一つ上げら

れまして、1次冷却材ポンプについては、非常に高温な環境にありまして、環境の効果が

効きやすいということと、さらに、このポンプのケーシングというのは、鋳造品というこ

とがありまして、これは鋳造品については、飽和ひずみ速度が遅いというところがありま

して、非常に環境の効果が出やすいという傾向がありまして、機械学会の環境疲労評価手

法の中にもあるとおりの評価をしているのですけれども、そういうことも重なり合って、

こういうふうに、比較的高い評価が出ているのではないかというふうに考えております。 

 その下の蒸気発生器の給水管台のところなのですが、ここについては、まず大気中の結

果も0.1近い値が出ているということで、比較的大きいと、さらに、環境疲労の評価も出

ているということで、ここについては、過渡の中では、蒸気発生器が熱い状態で、冷たい

水が急に入ってくるという、大きな過渡、熱衝撃が想定されておりまして、そこの影響が

出ているのかなというふうに考えております。 

 環境疲労評価については、ここの場所については、ガイドだとか、JNESさんのマニュア

ルの中にもあるのですけれども、熱成層を考慮するべきところというところで、高温の層

と低温の層の界面ができるということで、そういう熱成層の影響もあって、非常に環境を

踏まえると、疲労の累積係数が立ちやすいというところがありまして、そういう熱成層の

影響もあって、こういう大きな結果が出ているのではないかと考えております。 

 もう1点ですが、1枚戻っていただきまして、弁の加圧器水位制御弁と蓄圧タンク第2逆

止弁、これについても、ちょうど1次冷却材の熱いところと、その外の冷たい水の境目に

なっているようなところがありまして、その熱いお湯と冷たい水の境目になって、そうい

う温度差が大きいというところがあって、そういう熱過渡の影響が高いということと、ま
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た環境の評価の中で、その評価に合わせて、ちょっと弁の環境疲労評価については、弁、

ご存じのとおり、発電所の中にたくさんございまして、そういうのもあって、保守的な方

法になるのですけれども、簡易評価方法をとっておりまして、保守的になるように、どん

と数字をかけるということで、比較的保守的な評価をやっているところもあって、こうい

う評価結果が大きくなるということが出ていると考えておりますが、いずれにしても、許

容値よりは十分に下ということで、問題ない結果だというふうに考えております。仮に、

大きな結果が出れば、精緻化された手法を取り入れて、結果を出してもよろしいのですが、

十分小さい結果が出ているというふうに考えております。以上です。 

○大村審議官 よろしいですか。 

 今の指摘があったようなところというのは、評価上も少し厳しい部分もあるということ

で、圧力容器に比べて、もちろん機器の重要度という意味では重なるかもしれませんけれ

ども、そういうところについては、ヒアリングでちょっとよく、どのあたりまで確認する

かというのも、少し打ち合わせていただきながら、しっかりこのあたりの評価の方法と結

果について、妥当性について、確認をしてほしいということと、その過程で、改めてこち

らのほうで議論すべきという点があれば、それはまた改めて、こちらのほうで議論をした

いというふうに思います。 

 それ以外に何かありますか。 

○JNES（大高グループ長） JNESの大高です。 

 低サイクル疲労の健全性評価という観点から、ページで申しますと、5ページ及び6ペー

ジなのですが、低サイクル疲労評価をするに当たって、前提となる過渡回数の考え方を一

部詳しくお願いしたい。 

 具体的に申しますと、起動停止、あるいは、負荷上昇減少のところで、それぞれの2012

年3月末時点の繰り返し数ｸﾘｶｴｼに対して、60年までの推定値、これは取替品がないので、

5ページのリスト、いわゆる今後の60年までの残りの年数の比例分で、回数が増えている

と理解します。 

 ただし、一部これを比例配分しますと、若干繰り返しが多く設定されているので、年数

度の比例配分以外に考慮されている点があるのかというのが一つ。 

 あと運転状態2で、例えば、負荷喪失が2012年まで5回のものが、60年までといっても倍

になっていなくて7回と、あるいは、逆に外部電源喪失が、実績では1回ですけれども、60

年代は4回と多目に見ていると。 



61 

 そういうふうなことで、これについて4ページの考え方で示されてはいるのですが、こ

れの整合性をちょっと確認したいので、今の点、もう少し詳しく説明をいただけないでし

ょうか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 6ページのまず運転状態1のところの起動停止の回数なのですが、2012年3月末時点で34

回に対して、60年後、68回ということで、まず2012年3月時点の34回には、恐らく8回程度

の試運転時の起動停止というものも入っている数字です。 

 その数字を減らしますと、20数回ということになるのですが、それ掛ける残りの年数を

すると、まだ68回より小さい値になっているのですが、そこについては、4ページの表の

一番下の9番のところで、評価回数の余裕ということで、今後これまでどおりの運転にな

る可能性が高いのですが、そういうところに対して、保守側にマージンを設けているとい

うことで、少し余裕を設けた数値設定にしておりまして、それ以上の大きな数字が出てい

ると。今後、また40年目の評価でやっていくときもあるのでしょうけれども、そのときに、

実際の過渡回数が評価の回数をできるだけ上回らないようにということで、保守的な評価

をしているというもので、若干比例配分になっていないところがあるというところでござ

います。 

 右側の運転状態2のところで、例えば、外部電源喪失については、実績が1回ということ

に対して、将来の回数が4回ということで書いているのですけれども、この1回も、試運転

時の1回のみで、川内1号としましては、そのとき以来、外部電源喪失という事象があって

おりません。 

 これについては、先ほどちょっと戻って申し訳ないのですが、先ほどの4ページのとこ

ろで、②のところで、未経験過渡回数についてはということで、実際、川内1号としては、

経験していない過渡についても、国内PWRの実績をもとに、保守的な算定をしておりまし

て、1回でゼロに何年かけても、ゼロで1になるのですが、そういうほかのプラントで起き

たようなものも、保守的にカウントして4回ということで、カウントしております。 

 上の負荷喪失についても、試運転と電協研で得られたPWRの結果の関係から7回という数

字が設定されたと。いずれにしても、保守的な過渡回数になるように、数字の設定を行っ

ているというものでございます。以上です。 

○JNES（大高グループ長） 了解しました。 

○JNES（菊池上席審議役） JNESの菊池と申します。 
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 10ページの現状保全の検査方法範囲等のところで、一つ質問があります。 

 2番目の丸のところで、原子炉容器本体内面の内張りについては、定期的な目視検査に

より、容器内表面全てについて異常のないことを確認していると書かれていますけれども、

検査方法がVT-3ということで、維持規格でいくと、大きな変形だとか、傷みたいなものが

ないことという話なのですけれども、これで今、対象としている疲労に対する損傷を検出

できるというと、ちょっとよくわかりませんでしたので、もう少し詳しく説明していただ

けないでしょうか。 

○九州電力（吉海） 九州電力、吉海です。 

 VT-3 の検査の内容については、11 ページ目の表にあります、VT-3 の検査のやり方とい

うのを記載しております。 

 ここで、ずっと後ろのほうになるのですが、機器の表面における異常を検出する試験と

いうふうに規定しておりまして、表面のほうを確認しているということです。 

○JNES（菊池上席審議役） ということは、表面が大きな変形があったときに、それで、

疲労だけではなくて、いろんなものがあったときの、損傷があったときのことを大体全部

見れると、そういうことをおっしゃっているのですか。 

○九州電力（吉海） おっしゃるとおりです。 

○JNES（菊池上席審議役） 了解しました。 

○大村審議官 ちょっと今のところは、若干気になるところがどうしてもありますね。と

いうのは、VT-1、2、3とあって、1のほうは、表面について、亀裂腐食浸食等の強度に影

響がある試験ですけれども、VT-3のほうは、表面における異常を検出するために行う、こ

れは、遠隔目視となっていますね。 

 これは、どういうものまで検出できるのかどうかというのは、もうちょっとしっかり確

認したほうがいいような印象を持ちますので、そこのところは、一つ改めて資料をいただ

くか、ヒアリングでちょっと確認するか、そのあたりはあれですけれども、気になります

ので、そこのところをよく確認していただきたいと思います。 

○九州電力（吉海） 九州電力、吉海です。 

 検査の精度としましては、JSMEの維持規格のほうでも要求されております、グレーカ

ードで、18％のグレー色が確認できるといったところで、その確認が妥当というふうに、

我々は判断しております。 

○九州電力（中牟田） ここら辺もまた、ヒアリングの場などで詳しく説明させていただ
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きたいと思いますので、ちょっと資料などを準備して、またご説明させていただきます。 

○森下調整官 規制庁の森下です。 

 そうすると、こちらとしては、この VT-3 で低サイクル疲労、疲労という観点から、一

体どういう評価が、技術的にきちっとできるのか、なされているのかという、疲労の検出

の観点から、追加説明をお願いします。我々がお願いしたいのは、そういうことです。 

○九州電力（中牟田） 九州電力、中牟田です。 

 そういう観点で、説明させていただきます。 

○JNES（大高グループ長） JNESの大高です。 

 資料の10ページの記載について、確認させてください。 

 10ページでは、現状保全という項目で、最後の②、高経年化技術評価に合わせて、実過

渡回数に基づく評価を実施することとしているということで、この記載ですと、過渡回数

に基づく低サイクルの評価は、高経年化技術評価、いわゆる今後、40年目のときに実施す

るというふうに、もう既に組み込まれているというふうに読めみます。 

 一方、12ページのほうなのですが、高経年化への対応ということで、疲労割れについて

は、現状保全項目を継続して、なお追加保全策として、高経年化対策の観点から、今後と

も実過渡回数に基づく評価を定期的に実施していくということで、これですと、今後の40

年目の高経年化評価とは別に、定期的に実施していく。これを長期保守管理方針化にしま

すというふうに読み取れるのですが、この整合性とか、あるいは、この記載の内容につい

て、もう少し詳しく説明をお願いします。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 まず、12ページのほうの高経年化への対応のところで、定期的にと書いておりますのは、

これは、まさに定期的にでございまして、こちらは、40年目の評価、10年後と定期的にや

っていくものを意識して書いております。 

 一方、10ページのほうの高経年化技術評価に合わせてというところがあるのですけれど

も、ここは定期的にということではなくて、先ほど来、ずっと申し上げておりますけれど

も、設定した回数、疲労の回数というのがありますので、それを上回るような運転が起こ

ったとか、そういう場合には、定期的に限らず、都度やっていくものだと。 

 そういうことをして、評価をして、何かあれば、保全に、サイクルで反映していくとい

うことで、現状保全の中で書かせていただいているのですけれども、12ページのほうは、

高経年化技術評価の定期的に、こちらのほうは、そういった、実際運転が今、想定してい
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る過渡を超えていないという確認も含めて、都度、現状保全の中で確認していくというこ

とで、記載しているものです。 

○JNES（大高グループ長） 内容的には、40年目の高経年化技術評価が、長期保守管理方

針に相当すると。今後の運転の実績にあわせて、何かあった場合には、そうすると、事業

者として、現状保全の中に、そういう評価をすることが取り組みまれていると。手順書に

明記されていると、そう理解しました。よろしいですか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 そのように、理解しております。 

○JNES（菊池上席審議役） JNESの菊池です。 

 11ページに、原子炉容器本体の供用期間中検査の内容ということで、ここに書かれてい

るのは、多分、維持規格の規定を書かれていると思うのですけれども、むしろ、この中で、

例えば、入口管台のセーフエンドとの溶接部と、浸透探傷検査、ベアメタル検査、それか

ら、出口管台でも、セーフエンド溶接部で、浸透探傷検査と、ベアメタル検査、それから、

炉内計装筒のところでも、目視検査、VT-2とベアメタル検査、どちらかというと、これは、

PWSCC対策ですね。規定した検査内容だと、私は理解したのですけれども。 

 これとやはり今、対象としている疲労です。疲労損傷を検出するという観点から、関係

をもう少し詳しく説明していただければと思います。 

○九州電力（吉海） 九州電力、吉海です。 

 低サイクルの観点からでいう検査については、今後、ヒアリングの場等でも詳しく説明

していきたいと思っています。よろしくお願いします。 

○大村審議官 私のほうから、少し何点か、ごく簡単な確認だけですが、4ページの過渡

条件の設定の表なのですけれども、一つ、3番目にあります、負荷上昇減少の平均回数は、

13回、1年でということで、これは、どういう背景で13回ということになっているのかと

いうのを少し解説いただけるかということと。 

 もう一つ、4つ目の起動停止のところの内容について、温度変化率について記述があり

ますが、最も厳しい条件として、十分な保守的な値を設定ですが、起動停止というのは、

要するに、回数のことをここで述べているので、ここの記述と起動停止の回数のところと、

どういう関係にあるのかという、この2点について説明いただけますか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 4ページの3項目めの5％/minの負荷上昇減少の回数については、右側に記載してありま



65 

すとおり、ステムフリー試験のときに、こういう上昇減少レートをたどるので、これを想

定しているのですけれども、定期試験ということで、月1回ということで、年間12回がマ

ックスだということを想定しておりまして、それに超えてはいけないという観点から、13

回想定していれば、十分保守的な回数だろうということで、設定をしているものです。 

 2つ目、4番の項目の起動停止は、回数という観点では、次の6ページのところで、何回

ということで書いてあるのですけれども、その回数だけではなくて、1回、1回の回数がど

ういう上昇レートを効果レートでいくかということで、疲労の影響が変わってきますので、

ちょっと回数の観点とは少しずれるのかもしれないですけれども、その1回、1回のレート

というものをここで記載しておりますとおり、設計条件としては、55.6℃/hということで、

設定しておりまして、実際の運用は、これより小さい値で運用しておりますので、この厳

しいレートで、1回、1回の過渡をカウントするということで、保守的なカウントの仕方と

いうことで、ここにレートの考え方を書かせていただいております。 

○大村審議官 ちょっとよくわからないのは、上昇率、下降率とか、どのくらいのスピー

ドで変わるかということを評価の中に組み込んでいるということなのですか。それとも、

回数なので、回数で評価しているというわけではないのですか、回数だけで。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 回数は、実績をもとに、保守的になるような回数をまず設定してあげているということ

で、回数でも保守性を持っております。なおかつ、その動かすレートも厳しいレートで動

かした場合ということで、さらに、保守性を持った評価をしているということを補足して

おります。 

○大村審議官 わかりました。 

 あともう1点だけ、11ページの表1の検査の内容のところなのですけれども、検査部位と

いうのがあります。それで、今回の評価では、一つの機器において、評価点があって、最

も厳しいところでどうかという、この辺も評価をされているわけですが、この検査部位と

評価の場所というもの、この評価も場所によってかなり疲労の蓄積が数値としては、違っ

ている部分があります。検査の部位と、評価している部位との関係というのは、何かある

ものでしょうか。それとも全く無関係に、これはやっているものということでしょうかと

いうことが一つ。 

 あともう一つは、これまで30年弱にわたり検査をされてきたわけですけれども、これま

での検査結果として、何か異常なり、何か高経年化という観点から、何か見つかったとい
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うものは、この中でというより全てなのですけれども、低サイクル疲労という観点から何

かあったのかどうかという、この2点について教えていただけますか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 1個目のご質問ですけれども、この表で示している供用期間中検査というものは、必ず

しも低サイクル疲労だけをターゲットにしたものではなくて、原子炉容器全体の健全性を

見るために、普段から実施しているものです。 

 先ほどありましたとおり、SCCの観点でもしっかり、疲労の観点でもしっかりというこ

とで、維持規格に従って、こういう検査をしていって、健全性を確認していっていると。 

 なおかつ、この検査範囲のところを見ていただくと100％ということで、場所によって、

疲労の評価の厳しさのとあるのですけれども、全てについて見ていって、健全性を確認し

ていっているということです。 

 2つ目の件については、今までの検査の中で、高経年化技術評価に与えるような有意な

事象というものが発見されたということは、聞いておりません。 

○大村審議官 1点目について、もう1回確認ですけれども、そうすると、今回評価をした

部位というのは、基本的に検査部位、この中に含まれるという検査の方法をしているのだ

という理解でよろしいですね。 

○九州電力（新立） 九州電力、新立です。 

 おっしゃるとおりでございます。 

○大村審議官 それでは、ほかに何かありますか。 

○森下調整官 規制庁の森下です。 

 いろいろ丁寧には説明をいただいたのですけれども、やはり 6 ページの非常に評価の大

前提となる起動の回数とか、停止の回数とか、そこがやはり具体的に一つ一つ、どういう

算出式で出されたかというのは、ヒアリングになるかもしれませんけれども、ここの妥当

性は、ちょっと確認したいと思いますので、5 ページの式と照らし合わせても、どうも自

分の頭では出てこないですし、一つ一つが、確認はちょっとしなければいけないと思いま

すので、何らかの形で、ちょっと全て確認させてください。 

○九州電力（中牟田） 九州電力、中牟田です。 

 また、そこら辺を紙に書き表わしてご説明させていただきたいと思います。 

○大村審議官 それ以外に、何かありますか。 

 よろしいですか。 
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 それでは、次に参ります。次は、今日の最後の資料ですけれども、資料2-4ですが、絶

縁低下、これについて説明をお願いします。 

○九州電力（若松） 九州電力、若松でございます。 

 それでは、資料2-4、絶縁低下につきまして、ご説明をさせていただきます。 

 それでは、1ページの目次をご覧ください。 

 こちらのほうで、今回説明させていただきます、全体の構成を簡単にご説明させていた

だきます。 

 まず、1．ですけれども、審査会合におけます、代表機器の選定、選定いたしました詳

細な理由をまず述べさせていただきます。 

 その後に、代表機器として、本日弊社のほうで選定いたしました低圧ケーブル、それと

高圧ポンプ用の電動機につきまして、詳細に健全性の評価結果の内容と保全、それと評価

結果、それと高経年化対策に関わる取り組みという部分をご説明をさせていただきます。 

 最後に、4．といたしまして、代表機器以外の評価結果につきましても、網羅的にご説

明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、2ページより審査会合における代表機器の選定内容をご説明させていただき

ます。 

 先に、絶縁低下につきまして、簡単でございますけれども、ご説明をさせていただきま

す。 

 電気、計装設備には、絶縁性能を保つために、さまざまな部位にゴムでありますとか、

樹脂等の高分子材料等の有機化合物材料が使用されてございます。 

 例えば、右のほうに代表的なケーブルの構造図を示してございますが、こちらに、絶縁

体と書かれたものが、それに当たりまして、絶縁体には、難燃性のゴムが使用されている

といった形になります。 

 これらの材料につきましては、熱、放射線、並びに、電気、機械的な要因で劣化するこ

とによりまして、絶縁性能が低下し、電気、計装設備の機能の維持ができなくなる可能性

がございます。 

 絶縁低下とは、通電されております部位と大地間、あるいは、通電部位と他の通電部位

との間で、電気的な独立性、いわゆる絶縁性を確保するための高分子材料が、例えば、熱

でありますとか、放射線などの環境的な要因で劣化することによりまして、電気抵抗が低

下してしまい、絶縁性が確保できなくなるといった現象でございます。 
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 さらに、絶縁低下には、水トリー劣化がございます。これは、長期間にわたって、水が

存在する状態で、さらに高い電位に絶縁材料がさらされている場合に、水と局所的な電界

集中というものが原因となりまして、絶縁材料中に樹脂状の欠陥が発生する現象でござい

まして、こちらは、高圧ケーブルのみに発生が確認されてございます。 

 なお、絶縁低下とは別に、長期間の使用に伴い、接点部分の電気的摩耗等により、動作

特性が変化する特性変化の可能性もあることから、同様に、今回の高経年化技術評価にお

きましては、評価を行っております。 

 それでは、次ページをご覧ください。 

 絶縁低下における代表機器の選定フロー、考え方につきまして、ご説明をさせていただ

きます。 

 まず、ステップ1でございます。絶縁低下の評価では、15分類いたしました機器、構造

物のうち、電気、計装設備の機能維持に必要な絶縁性能を考慮すべき設備を評価対象とし

て、抽出してございます。抽出いたしました設備につきましては、次の4ページの表1、評

価対象電気・計装設備に示してございます。 

 4ページの表1をご覧いただきますと、まずポンプモーターでございますが、ポンプモー

ターには、高圧と低圧がありまして、その中で、絶縁性能を考慮する部位といたしまして、

いわゆる評価対象部位となる部分につきましては、固定子コイル、口出線というものを抽

出してございます。これらの部位の健全性評価を現状保全を継続していくことで、長期的

な健全性が維持できていることを確認をしております。 

 なお、参考になりますけれども、表の一番右側の欄をご覧ください。 

 こちらは、設計基準事故として、冷却材喪失事故、LOCA時におきましても、その機能が

要求される設備を丸印で示してございます。 

 他の代表的な例といたしまして、容器でありますとか、弁で本日ご説明させていただき

ます、ケーブルにおきましても、事故時を考慮する必要があるといったことで、丸印をつ

けさせていただいてございます。 

 その他の電気ペネトレーション、電動弁といったほかの設備につきましても、同様に評

価を行っておりまして、全評価対象機器の評価結果というものは、ちょっとページが飛ん

で申し訳ございませんが、後ろのほうの18ページ以降に、表の2として、評価結果の一覧

を記載してございますので、こちらは、後ほどご説明をさせていただきます。 

 ページが前後して申し訳ございません。3ページにお戻りいただいてよろしいでしょう
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か。3ページで、引き続きステップ2について、ご説明をさせていただきます。 

 高経年化技術評価では、先ほど15分類いたしました設備をそれぞれにおいて、グループ

化及びグループ内の代表機器を選定いたします。 

 グループ内の代表機器の選定におきましては、高圧、低圧といった電圧区分や型式、後

は屋内や屋外といった設置場所並びに、絶縁材料や計測対象が圧力なのか、水位なのかと

いった観点から、グループ化を行います。その中でも重要度が高く、使用条件として、例

えば環境温度や定格電圧が高い等を考慮いたしまして、グループ内の代表といったものを

選定いたします。 

 それでは、引き続き、ステップ3につきまして、ご説明させていただきます。 

 ステップ2で選定いたしましたグループ内の代表機器の中から、設備の重要性と設備の

共通性を考慮しまして、さらに、絶縁低下の評価において、基本的なパターンとなります、

以下の①、②の観点から、審査会合における代表機器を選定いたしました。 

 まず、①でございますが、長期健全性試験結果をもちまして、絶縁性能維持を判断する

もの、それと、②といたしまして、長期健全性試験と現状保全をもって、絶縁性能を判断

するものと、これらの観点から、以下に赤文字でお示しいたしています機器を審査会合に

おける代表機器として、選定をいたしました。 

 6ページ以降におきまして、その具体的な評価内容等結果をご説明させていただきます。 

 なお、繰り返しになりますが、代表機器以外の評価結果につきましては、18ページ以降

に評価結果を一覧として記載してございますので、後ほどご説明をいたします。 

 それでは、代表機器として選定いたしました理由、3ページになりますが、理由を簡単

にご説明させていただきます。 

 まず、①の低圧ケーブル、具体的には、難燃PHケーブルでございますが、こちらのケー

ブルにつきましては、設計基準事故環境下、冷却材喪失事故、LOCA時において機能が要求

されることから、使用条件が最も厳しく、さらに、格納容器内で多数使用されているケー

ブルであるということから、代表として選定をいたしました。 

 次に、②の高圧ポンプ用電動機でございますが、こちらは、具体的には、海水ポンプ用

の電動機でございますが、こちらの電動機につきましては、通常の使用電圧が高圧の

6,600ボルトと高く、さらに屋外に設置されておりまして、常に運転している、常時運転

する電動機であるということから、今回代表として選定をいたしております。 

 これまでが、代表機器の選定の考え方になっております。 
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 それでは、引き続き、6ページより代表として選定いたしました、低圧ケーブルの詳細

な評価内容について、ご説明させていただきますので、6ページをご覧ください。 

 まず、左側に、低圧ケーブルの構造図をお示ししてございます。 

 低圧ケーブルの主な部位と使用いたしております材料は、表のとおりで、①と書かれた

部分、こちらが電気を通す導体、こちらの材料は銅になります。 

 ②が、絶縁機能を保つ絶縁体になります。こちらの材料は、難燃のエチレンプロピレン

ゴムになってございます。その他に、ケーブルを成型するための介在、テープ、さらに、

静電誘導を低減するための遮蔽層、それと、ケーブルを外の力から保護するためのシース

からケーブルが構成されてございます。 

 次に、難燃PHケーブルの使用条件につきまして、こちらの表では、左側に、通常運転時

の原子炉格納容器内の温度、圧力、放射線の線量を記載しております。 

 なお、本低圧ケーブルにつきましては、設計基準事故時におきましても、その機能を果

たす必要がございますので、その際の環境条件を同様に、右の欄に記載をさせていただい

てございます。 

 これらの使用条件をもとに、次ページ以降では、60年間の通常運転の後に、その後、設

計基準事故が発生した場合におきましても、このケーブルの絶縁性能が健全であるという

ことを確認した結果について、ご説明をさせていただきます。 

 それでは、7ページをご覧ください。 

 ここでは、試験を行うに当たり、準拠する規格についてご説明をさせていただきます。 

 ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した性能評価につきましては、IEEEの323、それと

383の規格をもとに、ケーブルの耐環境試験方法推奨案といたしまして、電気学会のほう

でまとめられております、電気学会の技術報告、こちらは、原子力発電所用電線・ケーブ

ルの環境試験方法と耐延焼試験方法に関する推奨案を用いて、評価を行っております。 

 なお、推奨案につきましては、これまでに実施されております、高経年化技術評価でも

同様に使用されておりまして、JNESのPLMの審査マニュアルの中でも、参考とする規格基

準類として、記載されております。 

 その中身としては、ケーブルの加速劣化方法、試験条件、試験手順、並びに、判定方法

というものが述べられてございまして、これらにしたがって、今回の難燃PHケーブルの長

期健全性を評価いたしてございます。 

 続きまして、電気学会推奨案に基づく、試験手順と判定方法につきまして、ご説明をさ
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せていただきます。8ページをご覧ください。 

 まず、試験手順、フローでございます。試験を行うケーブルに、それぞれ以下に示すス

テップで、60年に相当する熱劣化、放射線照射を行います。その後、60年の運転の後に、

設計基準事故が発生した場合に相当する、放射線の照射を行いまして、さらに、放射線を

除く、事故時の雰囲気暴露条件を与えることになります。 

 その後、判定といたしまして、屈曲浸水耐電圧試験を行いますが、具体的には、下の注

意書きをご覧ください。 

 まず、①といたしまして、試験した供試ケーブルを直線状に伸ばした後に、供試ケーブ

ル外径の約40倍の円筒状の器具に巻きつけると。 

 その次に、②といたしまして、巻きつけた①の両端部以外を常温の水中に、1時間以上

浸すと。 

 最後に、③といたしまして、浸した状態で、交流の電圧として、絶縁体の厚さ1ミリに

対して、3.2キロボルトを5分間印加すると、その際、絶縁破壊を生じるか否かといったも

のを調べるところが、判定、屈曲浸水耐電圧試験になります。 

 引き続いて、次ページでそれぞれの試験条件と試験結果をご説明させていただきます。 

 以下の表に、長期健全性の試験条件を記載してございます。 

 まず、健全性評価で確認いたしました試験条件を表の左側の欄に、記載をいたしており

ます。 

 右側の欄には、弊社川内1号炉の実機環境に基づきます、60年間の通常運転時に受けま

す劣化条件と、それと後、設計基準事故時の条件を記載してございます。 

 この覧の温度、放射線といった部分をご覧いただきますと、この試験条件というものは、

川内1号炉の通常運転時と事故時の劣化条件を全て包絡していることが確認できるかと考

えているかと思います。 

 この劣化条件の後に実施した、屈曲浸水耐電圧試験の条件と、その結果を下段に記載し

てございますが、次の10ページの冒頭に、健全性評価結果として記載しておりますが、60

年間の通常運転を想定いたしました劣化条件を包絡した試験の結果、難燃PHケーブルにつ

きましては、運転開始後60年の時点におきましても、絶縁機能を維持できることを確認し

てございます。 

 これまでが、健全性評価結果になります。 

 続きまして、2．に、現在行ってございます現状保全の内容をご説明させていただきま
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す。 

 ケーブルの保全といたしましては、定期検査等におきまして、定期的に絶縁抵抗測定を

行いまして、許容値以上であることを確認しております。 

 なお、ケーブルの中の制御・計装用ケーブルにつきましては、制御系統の機能検査等に

おきまして、系統機器の動作状態、または、計器の指示値等に異常がないといったことを

確認することで、絶縁低下による機能低下がないことを現状保全としては確認をしてござ

います。 

 次に、2.3の総合評価、低圧ケーブルの総合評価になりますが、こちらは、これまでご

説明をさせていただきました、健全性評価の結果から判断いたしまして、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考えております。 

 また、絶縁低下につきましては、現在、保全として実施しております絶縁抵抗測定や系

統機器の動作確認、または、計器の指示値確認等で、検知可能でございまして、点検手法

としても適切なものであると考えてございます。 

 なお、今回冷温停止状態維持での評価も別冊の2として、評価はしてございますが、原

子炉格納容器内につきましては、冷温停止状態では、通常の運転時に比べますと、絶縁低

下に影響を及ぼします温度、放射線といった環境条件が緩和されますので、絶縁低下の進

展は考えにくいことから、今回の断続的な運転評価を行うことで、十分に保守的な評価に

なっているのではというふうに考えております。 

 これらの結果、高経年化への対応といたしましては、現状実施いたしております保全項

目に、高経年化対策の観点から、新たに追加すべきものはないものと判断をいたしてござ

います。 

 ここまでが、低圧ケーブルの健全性評価のご説明になります。 

 それでは、引き続きまして、11ページより低圧ケーブルと同様に、高圧ポンプ用電動機

の健全性評価結果をご説明させていただきたいと思います。 

 まず、右側に、海水ポンプ用電動機の構造図をお示ししてございますが、海水ポンプは、

定格出力が380キロワット、周囲の温度は約40度、それと定格電圧が、高圧の6,600ボルト、

それと、定格の回転数が885rpmの屋外に設置された、全閉型の電動機になっておりまして、

フレーム内の熱といったものは、空冷式の空気冷却器により、冷却されますと。 

 ポンプは、図の一番下の⑨の主軸を通して、下に接続されることになります。 

 その電動機を構成いたします主な組立部品を左に、一覧表として記載をしてございます。 
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 その中で、絶縁性能を維持するための絶縁物として使われておりますのが、一番上の欄

の固定子の組立品になります。③の固定子コイル及び④の口出線、接続部品に使用されて

おります、マイカ、エポキシ樹脂、珪素ゴムが、これらが絶縁物になってございます。 

 これらの使用条件をもとに、次ページ以降につきましては、一般的な固定子コイルの絶

縁低下に対する評価方法を用いまして、長期健全性試験の内容について、ご説明させてい

ただきます。 

 それでは、12ページをご覧ください。 

 ここでは、試験を行うに当たりまして、準拠する規格についてご説明をさせていただき

ます。 

 高圧ポンプ用電動機の固定子コイルの健全性評価につきましては、一般的な固定子コイ

ルの絶縁低下に対する評価方法を用いております。 

 具体的には、IEEEの275、交流電動機の絶縁システムといった規格に準じて実施いたし

ました評価結果より、固定子コイルの長期健全性を評価いたしております。 

 1．のIEEEの275の中では、熱、機械、環境、電気といった、それぞれの劣化要因につい

て、個々に試験条件が述べられてございますが、電動機につきましては、これらの劣化要

因というものが複合するものと考えられますので、今回の試験におきましては、温度、電

圧、振動といった要因を同時並行的に与える複合劣化といった形の試験条件で、長期健全

性試験を実施しております。 

 続きまして、試験手順と判定方法をご説明させていただきます。 

 高圧ポンプ用電動機につきましては、ヒートサイクル方法による試験というものと、そ

れと15ページから記載しておるのですが、実際に、屋内、屋外で使用された経年機に使用

されておりました固定子コイルによる実験データの両者から評価を行ってございます。 

 まずは、前者のヒートサイクル法の試験手順フローでございます。 

 試験につきましては、左側に示すフローに示しますとおり、加熱、吸湿、それとチェッ

ク電圧の印加、これを繰り返し、繰り返し行いまして、実際に、絶縁が破壊するまでの時

間を確認して、寿命の評価というものを行っております。 

 試験の条件につきましては、表の右側の覧に、実機の設計条件、これが、右側の欄の一

番右になります。 

 設計条件を記載しておりますが、ご覧いただきますように、試験条件1というものが、

絶縁体に与える温度を170度としたもので、試験条件の2といったものが、こちらが、190



74 

度、絶縁体に190度の熱を与えると。それぞれ違う2種類の試験を実施しております。 

 このヒートサイクル試験条件によって得られました耐熱寿命を用いた海水ポンプ用電動

機の固定子コイルの寿命評価結果といったものを次のページに記載してございます。 

 まずは、先ほどご説明させていただきました、試験手順の内容を記載しておりますが、

その耐熱寿命を用いて、ちょうど書面の真ん中のほうにあります、アレニウス則に基づき、

定数となりますAとBといったものを求めまして、耐熱寿命曲線というものを得ることにな

ります。 

 次に、アレニウス則の中の分母にございますtに代入いたします、運転温度を代入する

ことになりますが、運転温度につきましては、最高使用温度といたしまして、まず、周囲

温度、それとあと、固定子コイルの温度上昇、それに、測定ポイントとホットスポットに、

若干の差が出る可能性もございますので、その差をマージンとして、足し合わせた値を用

いて、tに運転温度を最高使用温度として、代入してございます。 

 その結果でございますけれども、海水ポンプ用電動機の固定子コイルの絶縁寿命といっ

たものは、19.95年というふうに、ヒートサイクル方法による試験では、判断をいたしま

した。 

 続きまして、15ページに2つ目の試験になります、旧機コイルの破壊電圧の測定値評価

結果をご説明させていただきます。 

 この試験では、実際に火力発電所でありますとか、原子力発電所で使用されておりまし

た電動機の固定子コイルを用いまして、そのコイルの破壊電圧を測定した結果になってお

ります。 

 その結果を下の図に示しますが、横軸が試験に使用したコイルの使用期間をいわゆる運

転年数として示してございます。 

 縦軸に、絶縁破壊値を示してございまして、新品のコイルに保証されております絶縁破

壊値が100％とした場合の実験結果を図のほうにプロットしてございます。 

 これらの旧機コイルによる破壊電圧の平均値、95％下限といったものが、点線で示しま

す安全運転下限、具体的には電気学会のJEC-2100の中で、回転電気機械一般というものの

中で、試験時の電圧として規定されている値から算出してございまして、具体的な値とし

ては、14.2キロボルト、これを下回るところということで、それぞれの平均値というもの

と、95％下限の線が交差する部分が寿命年数というふうに考えまして、95％下限のところ

が18.5年というふうに読んでいます。 
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 平均値の部分が24年ということで、このため、固定子コイルの運転に必要な絶縁耐力を

有します期間というものは、95％下限の評価結果を用いた場合には、18.5年というふうに

判断をいたしております。 

 それでは、次のページをご覧ください。 

 （5）健全性評価結果といたしまして、これまでご説明させていただきました試験、一

つが、ヒートサイクル方法、もう一つが、旧機のコイル破壊電圧の測定値による評価結果

から、高圧ポンプ用の電動機の固定子コイル及び口出線・接続部品の運転に必要な絶縁耐

力を保有する期間というものは、より厳しい評価結果になってございます旧機コイルの破

壊電圧の測定値評価結果から得た18.5年というふうに判断をいたしました。 

 なお、海水ポンプにつきましては、屋外に設置しておりますが、先ほどご説明させてい

ただきました、ヒートサイクル試験につきましては、吸湿を考慮した厳しい条件下にて実

施しているといったものと、もう一つの試験であります、旧機のコイル破壊電圧試験にお

きましても、実際屋外に設置されていた供試体というものも含まれてございますことから、

屋内外の設置環境による評価年数に、その結果からは差はないものと考えておりますので、

屋外に設置されております海水ポンプ用の電動機につきましても、本結果というものは、

使用できるものと考えております。 

 続きまして、3.2といたしまして、現状保全の内容をご説明をさせていただきます。 

 ポンプ用電動機の固定子コイル及び口出線・接続部品といった絶縁低下に対しましては、

定期検査において、定期的な絶縁抵抗測定を行いまして、許容値以上であるということを

確認してございます。 

 さらに、絶縁物の吸湿状態でありますとか、表面の汚損状態等を把握するために、実施

いたします絶縁診断というものも定期的に行いまして、許容値以上であることを常に、確

認を行っております。 

 また、これらの絶縁抵抗測定でありますとか、絶縁診断の結果に基づきまして、必要に

応じて、洗浄して乾燥させて、絶縁補修処理、もしくは取替といったことを実施していく

ことになってございます。 

 なお、海水ポンプ用電動機につきましては、4台ございますけれども、それぞれ全て、

絶縁更新を行っておりまして、具体的には、予防保全のためということで、A、B号機が、

第19回、C号機が第20回、それとD号機につきましては、第18回の定期検査の際に、絶縁更

新を行っておりますと。 
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 次に、海水ポンプ用の電動機の総合評価結果、総合評価になります。 

 これまでご説明させていただきました健全性評価の結果から判断いたしまして、固定子

コイル及び口出線・接続部品の絶縁低下につきましては、18.5年以降において、その発生

の可能性は否定できませんが、絶縁低下につきましては、現在、継続的に行っております、

絶縁抵抗測定でありますとか、絶縁診断で検知可能でございます。それらの点検手法も、

適切なものであると考えてございますので、今後もこれらの現状保全を継続していくこと

で、健全性を維持できるものであると考えております。 

 なお、冷温停止状態においても、海水ポンプ用電動機の設置されております、環境であ

りますとか、冷温停止状態におきましても、運転状態というものは、連続ということもご

ざいますので、連続運転時の評価と同等というふうに考えております。 

 これらの結果、3.4、高経年化への対応になりますけれども、引き続き、定期的な絶縁

抵抗測定でありますとか、絶縁診断を実施していくとともに、運転年数及び点検結果に基

づき、必要によって、洗浄、乾燥、補修処理といった、もしくは、取替といったことを実

施していくこととしております。 

 ここまでが、審査会合におきます代表機器の健全性評価の結果になっております。 

 その他の電気・計装設備の絶縁低下に対する評価結果につきましては、次ページ以降の

表2のほうに示しますので、次ページをご確認願います。 

 冒頭に触れましたけれども、これらその他の設備につきましても、これまでご説明させ

ていただきました、高圧ポンプ用の電動機でありますとか、低圧ケーブルと同様に評価を

行ってございます。 

 この表2につきましては、その評価結果につきまして、対象となる設備とグループ内の

代表機器、それと健全性評価の結果、それに現状保全の内容、総合評価結果、最後に、高

経年化への対応につきまして、概要としまして、18ページから24ページにかけて記載させ

ていただいてございます。 

 結果といたしましては、現状保全を継続していくことで、新たに、高経年化対策として

追加すべきものはないといったことに、結論としてはなってございます。 

 全体の評価結果のご説明は、簡単になりますが、絶縁低下につきましてのご説明は以上

になります。 

○大村審議官 説明ありがとうございました。 

 それでは、この絶縁低下について、何か質問、それから指摘事項がありましたら、お願
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いします。 

○JNES（皆川主任研究員） JNESの皆川です。 

 まず、4ページの表1のところについてですけれども、表の右端のところで、設計基準事

項を考慮する設備ということで、丸印をつけて整理されております。 

 これらの設備につきましては、設計基準事故環境下において、安全機能の要求がある機

器でございまして、これらについては、機器の使用とか、布設環境の把握とか、あるいは、

長期健全性評価試験の内容、それからその根拠などについて、きちんと情報の管理をして

いくということが、経年劣化上重要というふうに認識しております。 

 九州電力のほうでは、こういった情報をどのように管理されているかについて、ご説明

をお願いいたします。 

○九州電力（若松） 九州電力の若松でございます。 

 今、ご指摘がございましたとおり、設計基準を考慮する設備につきましては、長期健全

性の内容でありますとか、どういった環境にそのようなものが置かれているかといったも

のが、重要な事項になっているかと思います。 

 現在の弊社の取り組みの状況でございますけれども、まず事故時環境下において、機能

要求のある機器につきましては、NISA文書のほうでありました格納容器内の環境調査で測

定いたしました温度でありますとか、放射線といったものを測定してございますので、そ

れらの情報を全ての機器に対して、リスト化を今進めてございます。 

 具体的には、ケーブルでありますとか、電動弁でありますとか、例えば、事故時に使う

監視計器関係の設置されている環境、そこは、温度でありますとか、放射線といった部分

をリスト化して、今後、健全性の確認を行う上で、リスト化を今、図っている状況でござ

います。 

 さらに、今後といたしましては、リスト化をつくるだけではなくて、そのリストの管理

につきましては、ちょっとまだ具体的な進捗はないのですけれども、その辺を検討してい

こうかなというふうに考えてございます。以上でございます。 

○JNES（皆川主任研究員） 今のお答えの中身と少々関連するところではございますけれ

ども、旧保安院の文書に基づいて、温度とか放射線線量の測定をされているということで

すけれども、こういった情報については、今回の高経年化技術評価では、どのように反映

されているかについて、ご説明お願いいたします。 

○九州電力（若松） 九州電力、若松でございます。 
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 それでは、今の旧NISA文章に基づく、温度測定結果がどのように反映されているかとい

った部分の例といたしまして、6ページをご覧いただいてよろしいでしょうか。こちらに、

難燃PHケーブルの使用条件の下段の表になります。こちらの周囲温度が、約49度というふ

うに記載してございます。 

 もう1枚、おめくりいただいて、9ページのほうをご覧ください。 

 この49度の根拠的なものは、若干記載されてございます。9ページの難燃PHケーブルの

長期健全性試験条件の表の*1、こちらに、原子炉格納容器内でのケーブル布設エリアの温

度、約49度に通電による温度上昇と若干の余裕を加えた温度として、設定したということ

で、こちらが、実際の川内1号の運転条件を65度と記載してございますが、これのインプ

ット情報といたしまして、格納容器内で実測した49度、実態といたしましては、サーモラ

ベルでの評価を行いましたので、ご存じのとおり、サーモラベルにつきましては、最高温

度が出ます。こちらは、サーモラベルの温度といたしましては、50度という評価が出てご

ざいますけれども、平均いたしますと、十分、50度というのは、マックスでございまして、

そこが、49度という設計温度を使うことに対しては、十分保守的であろうというふうに考

えてございまして、その結果を踏まえても、49度というものは、大丈夫であろうというふ

うに測定した結果というものは、実績として利用しているというのが、一例になります。 

○九州電力（重久） 重久でございます。 

 もう1点、同じページでございますが、*2についてでございますが、これは、通常運転

時に相当します、放射線の蓄積線量を記載してございますが、この下の*2のところで、

0.36Gy/hということで、これは、実測、先ほど申していますNISA文書に基づいて、環境を

実測した放射線量でございまして、これを使いまして、60年間に受ける集積線量、190kGy

というのを算出してございます。 

○JNES（皆川主任研究員） わかりました。 

 それから、すみません。もう1回、4ページのほうに戻っていただきまして、同じ表1の

中で、右下のほうに、※印がついている機器があります。具体的には、伝送器になるかと

思いますけれども、これにつきましては、ガイド等に基づきまして、高経年化技術評価の

対象外というふうにしているというふうに注記もございます。 

 先ほど、代表機器設定の考え方のフローの中で、機器単位で長期にわたって使用するか

どうかというご説明がありましたけれども、この伝送器につきましては、定期取替品とい

うことで、長期に使用しないということでのご判断かと思いますけれども、取替周期の妥
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当性等につきましては、今後のヒアリングの中で詳細に確認していきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○九州電力（若松） 九州電力、若松でございます。 

 今、おっしゃられたとおりでございまして、今後のヒアリングの中で、事故時に使いま

す伝送器の取替周期につきましては、ご説明をさせていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

○JNES（池田調査役） JNESの池田です。 

 15ページのところで、質問させていただきます。 

 旧機コイルの破壊電圧とそれを用いて評価をしているのですが、旧機コイルというもの

と、その当該コイルというものの、同等性について説明していただきたいと思います。 

○九州電力（若松） 九州電力、若松でございます。 

 破壊電圧を測定いたしました旧機コイルの絶縁種別でございますが、F種になってござ

います。 

 弊社のほうで、今、高圧ポンプといたしまして、海水ポンプでありますとか、充てん高

圧注入ポンプ、CVスプレイポンプ等々ございますけれども、それらにつきましても、絶縁

種別につきましては、同じF種ということで、温度に非常に絡む絶縁種別が同等というこ

とで、今回、我々の高圧ポンプモーターのほうにも採用できる試験データだというふうに

考えてございます。 

○JNES（池田調査役） JNESの池田です。了解しました。 

 また、同じページのところで、新品の値を100％としているというふうになっておりま

すが、下の図を見ますと、0年のところの破壊値というのが、100％より上方にあるわけな

のです。ここはどのようになっているか説明してください。 

○九州電力（若松） 九州電力、若松でございます。 

 新品の絶縁破壊値のデータといいますのは、まず99％信頼下限値を100％としていると

いうことで、新品の値といいますのは、それ以上ということで、こちらの0年のところが、

若干上にあるというものは、そのような理由になってございます。 

○JNES（池田調査役） JNESの池田です。承知いたしました。理解しました。 

 もう少し質問させていただきたいのですけれども、そこのある休止係数について、説明

はなかったかな。これを説明してください。 

○九州電力（重久） 休止係数でございますが、これは、実際の運転期間等を出すのに、
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等価運転期間を今回考慮していまして、それは、運転中に、運転をどのくらいしたかとい

う話と、要は、ポンプですので、ある一定期間は、止まった期間がございます。その止ま

っている期間にも、実際は、環境の熱とか、放射線を受けますので、実際、運転はしてい

ないので、温度は上がっていないのですけれども、少しずつ劣化はしていくと。 

 その止まっているときの劣化がどれぐらい劣化するかというのをメーカーのほうにおき

まして、これは試験をしてございます。その試験をした結果を用いまして、停止中もどれ

だけ、運転中に対して運転中に何割くらい劣化するかと。何割劣化するかという数値は、

申し上げられないのですけれども、この場では。実際、審査の中ではご説明させていただ

きますが、劣化していくということで、それを休止係数として掛けてございます。実際の

運転期間のトータルとして、考慮してございます。 

○JNES（池田調査役） JNES、池田です。わかりました。 

 あともう少し質問させてください。 

 16ページの現状保全というところで、ここのところで、絶縁診断により許容値以上であ

ることを確認していると、これを定期的にやれば、健全性が確保されるというお話なので

すが、そうした場合、ここの許容値以上、この許容値をどのように考えるかということと、

その診断をどの程度の期間でやるかと。どのくらいに、この診断の精度があって、次の試

験まで、その寿命を確保できるかと、そこら辺の九州電力での考え方を説明してください。 

○九州電力（若松） 九州電力、若松でございます。 

 今、ご質問いただきました絶縁診断につきましては、高圧ポンプ用モーターに関しまし

ては、現状保全といたしまして、第3回から、4保全サイクルの中で1回実施しております。 

 基本的には、これまでの実績から、絶縁診断の結果といたしまして、低下傾向があると

か、トレンド管理を行っておるのですが、そういうことは見られてございませんので、今

後も引き続き、3から4、保全サイクルの中で実施していく予定でございます。 

 それと、回答が逆になってしまいましたけれども、一つ目の質問の判定基準につきまし

てですが、こちらは実際は、絶縁診断を行っていただきますメーカーさんがございまして、

そちらのほうが推奨されている数値がございます。それは、メーカーさんによって、いろ

いろ異なってはいると思うのですけれども、具体的には、そういうノウハウを持った、知

識を持った方々と一緒になって、判断値というのは決めているといったところでございま

す。 

 当然、判断値につきましては、社内のマニュアルの中、手順書の中にきっちり記載して
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ございます。 

○JNES（池田調査役） はい、わかりました。ありがとうございます。 

○平田検査官 規制庁、平田です。 

 2 ページなのですが、この資料自体は、絶縁低下と書かれているのですが、2 ページの

一番最後の 5.で、なお書き以下で、電気的摩耗等により、動作特性が変化する特性変化

の可能性があることから、同様に評価しているというふうに書かれておりまして、これに

関する代表機器の説明というのは、この資料には入っていないように、見受けられるので

すが、それについては、追加していただけますでしょうか。多分、メタクラなんかが、後

ろのトータルの総合評価の表の中には入っているのですけれども、ちゃんと前段で評価さ

れていると書かれているので、それに関しても、代表として一つは説明をちゃんとしてい

ただきたいのですが。 

○九州電力（若松） 九州電力、若松でございます。 

 今、ご指摘のございました特性変化につきましては、ちょっと23ページから24ページに

かけてになります。 

 今、ご指摘のありましたように、本日の代表機器といたしましては、絶縁低下に代表さ

れる大代表的なものをご説明をさせていただきました。 

 特性変化といいますものは、例えば、メタルクラッドの開閉装置、パワーセンターにつ

いております保護リレーでありますとか、そういうものの動作をずっと継続することによ

って、特性が若干でございますけれども、変化する事象でございます。 

 こちらにつきましては、評価の詳細につきましては、今後また、ヒアリング等の中で、

ご説明させていただきまして、必要に応じて、こちらの絶縁低下の資料の中に、代表例と

いうものを記載させていただきたいと思います。 

○JNES（皆川主任研究員） JNESの皆川です。 

 今回、低圧ケーブルの代表としまして、難燃PHケーブルについて、ご説明いただいてい

るところでございますけれども、JNESの過去の研究結果から、同じケーブル種類であって

も、メーカーごとに、劣化特性が異なる可能性があるということがわかっておりまして、

今回の高経年化技術評価の中では、メーカーごとに、きちんと分けて、健全性評価などを

行っているかについて説明お願いいたします。 

○九州電力（若松） 九州電力、若松でございます。 

 JNESさんのACAの結果等を読みますと、ケーブルメーカーによりまして、活性化エネル
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ギー等々が違うということで、その評価結果は相違するのだという知見があることは、存

じてございます。 

 今回の高経年化技術評価の中におきましては、まず事故時機能要求のあるケーブルとい

たしましては、今回説明いたしました難燃PHケーブル、これが全てでございます。 

 それ以外に使用されております低圧ケーブルの中には、今回ご説明させていただきまし

たメーカーと異なる部分もございますので、それは、個別に代表機器以外ということで、

ケーブルメーカーが異なるという形で、資料の中に記載をしてございますので、また、改

めてヒアリングの中で、その部分につきましてもご説明をさせていただきたいと思います。 

○JNES（皆川主任研究員） JNES、皆川です。 

 承知いたしました。 

○大村審議官 私のほうから1点。今回ご説明いただいた、この会合で選定のところなの

ですけれども、3ページなのですが、ちょっと細かな話ですが、ステップ3のところで、こ

の代表機器の選定の観点というのが、①、②とあって、一つは、試験結果をもって、絶縁

性の異常を判断するもの、それから②が、それに加えて、現状保全をもっているというふ

うに書いてあります。 

 先ほどのご説明だと、①のほうが、その下の低圧ケーブルの①で、②のほうが、下の高

圧ポンプ用電動機と、確か説明されたような気がするのですが、後の説明の資料を見ると、

低圧ケーブルについても、現状保全というものがあって、それで、健全性を確認している、

問題はないということをしているというふうに読めるのですけれども、このあたり、①、

②と分けて、観点からといって分ける必要があるのかどうかというところが、お伺いした

いということです。 

○九州電力（若松） 九州電力、若松でございます。 

 今、ご指摘いただいた内容につきましては、まず①、②ございます。こちらは、まず低

圧ケーブルを代表いたしましたけれども、こちらは、長期健全性試験をもって、この時点

で、60年の健全性というものが明らかにわかっていると。 

 確かに、本日ご説明させていただいた資料の低圧ケーブルの後半部分で、総合評価とい

たしまして、現状保全もやっているからということを書いておりますけれども、健全性評

価で、まず基本的には大丈夫だと考えております。 

 さらに、現状保全ということも継続的に、我々は行っておりますので、その部分をちょ

っと現在の取り組みとして書かせていただいておりまして、こちら①、②というふうに、
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あえて、2つを書いた理由といたしましては、絶縁劣化というものを判断する上で、大き

く2つあるのかなというふうに考えてございます。熱でありますとか、放射線といった部

分が、支配的になるわけなのですけれども、それらを評価する上で、健全性評価をもって、

丸にできるものと。やはり健全性評価だけでは、丸にできないと。ただし、その場合は、

現状保全をもって、今後継続的にやるといったところで、評価をしている、大きく分けて

2つございますので、今回、①、②という形で、記載をさせていただいた次第でございま

す。 

○大村審議官 理解しました。 

 その観点で、もう一つ確認ですけれども、そうすると、この低圧ケーブルなのですが、

過去30年の運転の中で、特に、絶縁低下というような事象が起こったことは、基本的には

ないという理解でよろしいですか。 

○九州電力（若松） 九州電力、若松でございます。 

 低圧ケーブルにつきまして、絶縁低下が起こったという事象は、今のところ把握はして

ございません。 

○大村審議官 あと、選定のところで、もう一つ、2ページのところに、絶縁低下の一つ

の事象として、水トリー劣化というのが挙げられておりまして、これは、特殊な環境のも

とで、しかも高圧ケーブルで起こるものだと、こういう説明なのですけれども、ちょっと

そういう意味では、一般の電圧ケーブルとは少しやっぱりメカニズムが大分違うという特

殊な、だけれども、他のプラントの高経年化評価でも、これを特に評価をしている例もあ

りますので、ちょっとここのところについては、どういう評価になっているのかというこ

とは、何らかの形で示していただきたいというふうに思います。 

○九州電力（若松） 九州電力、若松でございます。 

 おっしゃられますとおり、水トリー劣化、いわゆる若干特殊な事情でございます。 

 ちょっと簡単にお話しさせていただきますと、弊社の場合ですと、屋外に設置しており

ます海水ポンプ用の高圧ケーブルというものが、その水トリー劣化の要因といたしまして、

屋外にあるといったところと、高圧だということがございますけれども、基本的には、電

線管で配置されておりまして、1カ月に1回程度、その現場が水で濡れていないかとかとい

った観点で、点検はやってございますので、実質としては、水トリー劣化に関しては、問

題ないことは確認しておりますけれども、ヒアリングの中で、その詳細につきまして、ご

説明をさせていただきたいと思います。 
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○大村審議官 特に水トリー劣化のところで、目視でトレンチ内をよく確認をするという、

そういう記述がありますので、今おっしゃったのは、そういうところだと思うのですけれ

ども、ちょっと水にどぼっと浸かっているかどうかは別にして、非常に多湿という環境に

置かれる可能性もありますので、そういうのは、目視でそもそもわかるのかどうかとか、

多湿という状況で水トリー劣化はどうなのかとか、そのあたりは、少しよく説明をいただ

く必要があるのかなと思います。 

○九州電力（若松） 九州電力、若松でございます。 

 今後のヒアリングの中で、その辺の知見等を収集しながら、ご説明をさせていただきた

いと思います。 

○九州電力（重久） 重久です。 

 一つは、現地調査が今後ございますので、どういったところに、ケーブルが布設されて

いるかと、そういったところは、現地で見ていただいて、そうしたときに、水トリーが起

こるような状況にあるのかどうかというのも確認いただけるかと思っています。 

○JNES（池田調査役） 水トリーのお話に関してなのですけれども、多分、見るよりも測

定するなり、健全性試験をやるほうがわかりやすいと思うのですけれども、そうした場合、

高圧ケーブルの絶縁診断の中身、何をやられていて、どのくらいで判定基準をもっている

のか。多分、これで水トリーというのは、測定的にわかると思うのです。そこのところ、

何をやられているのかというのと、その辺の点検周期の考え方、これについて、説明して

ください。 

○九州電力（若松） 九州電力、若松でございます。 

 高圧ケーブルにつきましても、絶縁診断を継続的に、今実施してございますので、中身

につきまして、ヒアリングの中で、詳細に、頻度でありますとか、判定基準等々を含めま

して、ご説明をさせていただきたいと思います。 

○JNES（池田調査役） JNES、池田です。 

 ヒアリングの中で、確認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。 

 私のほうから、もう1点だけ。17ページなのですけれども、高圧ポンプ用の電動機のと

ころの最後、高経年化への対応というところで、ここで書いてあることは、あれですね。

現状保全で、そのあたりはしっかり監視をし把握をして、もし必要があれば、それは取り

替えなり、補修なりをやっていきますということなので、現状保全の中で、要するに、十
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分な対応がとれるということは、結論だということですね。ということは、結論があまり

書いていないような気がするので、長期保守管理方針なり、保安規定の中では、そういう

扱いなのだということですね。 

○九州電力（若松） 九州電力、若松でございます。 

 おっしゃられるとおりでございます。 

○大村審議官 あと何か。 

○森下調整官 中身というよりは、今までご回答いただいたことへの形式に対するコメン

トになるかと思いますけれども、若松さんの回答で、ヒアリングでヒアリングでと、詳細

でとおっしゃっていますけれども、公開審査会合でやっているものについては、全てをと

は思いませんけれども、効率的に確認しなければいけませんので、水トリーとか、ヒアリ

ングだけではなくて、またここの場できちんと返してもらうということも含めて、ちょっ

と今後、対応をお願いしたいと思います。 

○九州電力（中牟田） 九州電力の中牟田ですけれども、了解いたしました。そこら辺は、

ちょっと詳しい中身とか、概要的な中身とか分けた形で、ちょっとご説明するのに工夫し

ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○大村審議官 それでは、ほかに何かありますか。 

 それでは、特に追加の質問等がないようですので、それでは、今日の会合は、これで 

議事を終了したいと思います。 

 それでは、最後に事務連絡をお願いします。 

○森下調整官 次回、会合につきましては、内容につきましては、今日と同様に、個別の

劣化事象について、引き続き確認をすることになると思いますが、日程等の詳細について

は、また調整の上、追って連絡を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。 

 事務連絡は、以上です。 

○大村審議官 それでは、これで審査会合は終了いたします。ご苦労さまでした。 


