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原子力発電所の高経年化技術評価等に係る審査会合 

第4回 

議事録 

 

 

             日時：平成２６年４月７日（月）１０：３０～１６：１０ 

             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 

原子力規制部 安全規制管理官（ＰＷＲ担当）付 

  坂内 俊洋  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 

  中野 光行  原子力安全審査官 

  小林 正孝  原子力安全審査官 

技術基盤グループ 安全技術管理官（システム安全担当）付 

  大高 正廣  上席技術研究調査官 

  池田 雅昭  主任技術研究調査官 

  中野 眞木郎 主任技術研究調査官 

  菊池 正明  主任技術研究調査官 

  坂本 博司  主任技術研究調査官 

  小嶋 正義  主任技術研究調査官 

  高倉 賢一  主任技術研究調査官 

  竹島 菊男  技術研究調査官 

  北條 智博  技術研究調査官 

  船田 立夫  技術参与 

技術基盤グループ 安全技術管理官（地震・津波担当）付 

  鈴木 謙一  主任技術研究調査官 
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関西電力株式会社 

吉原 健介  原子力事業本部 原子力技術部長 

櫻井 善宏  原子力事業本部 品質保証グループ マネジャー 

武長 譲二  原子力事業本部 品質保証グループ リーダー  

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 

内山 康志  原子力事業本部 高経年対策グループ リーダー 

木谷  博  原子力事業本部 高経年対策グループ 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 

林  耕平  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 

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 

武田 大尚  原子力事業本部 高経年対策グループ 担当 

岡本 博史  原子力事業本部 土木建築設備グループ 担当 

前原 啓吾  高浜発電所 保全計画課長 

九州電力株式会社 

豊嶋 直幸  発電本部（原子力管理）部長 

中牟田 康  発電本部 次長 

重久 哲郎  発電本部 原子力経年対策グループ 課長 

石井 朝行  発電本部 副長 

若松 雅史  発電本部 原子力経年対策グループ 担当 

新立 将伸  発電本部 原子力経年対策グループ 担当 

吉海 亮一  発電本部 川内原子力発電所 保修課 担当 

寺原 学   技術本部 調査・計画グループ長 

宮嶋 浩   技術本部 原子力グループ 課長 

坂本 博臣  技術本部 原子力グループ 担当 

藤岡 雄太  技術本部 原子力グループ 担当 
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議事 

○大村審議官 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

等に係る審査会合を開催いたします。本日は第4回会合ということになります。 

 それでは、今日の会合の進め方について、事務局から説明をお願いします。 

○坂内調整官 規制庁調整官の坂内でございます。本日のまず配付資料について確認させ

ていただきます。 

 まず、本日の議題でございます。その下、資料1-1が高浜3号炉の共通事項に関するパワ

ーポイントの資料、資料1-2が、その共通事項の補足説明資料、資料2-1として、これが川

内原子力発電所1号炉の回答一覧表という縦の紙でございます。2-2が低サイクル疲労に関

する補足説明資料、川内1号炉でございます。2-3が川内1号の絶縁低下に関する補足説明

資料、2-4が川内1号のコンクリート強度等に関する補足説明資料でございます。2-5が川

内1号の原子炉容器の中性子脆化に関するパワーポイントの資料、2-6が川内1号のその他

事象についての資料、最後に参考資料ということで、川内1号の機器選定の考え方に関す

る説明資料でございます。 

 あと、本日の進め方でございますけれども、本日、議題にございますとおり、高浜3号

炉の高経年化技術評価と川内1号炉の技術評価を進めてまいりたいと思います。 

 午前中については、高浜3号炉の共通事項について審査を進めてまいりたいと考えてお

ります。その後、午後から川内1号機について、前回質問に関する補足説明及び個別の劣

化事象として、中性子照射脆化とその他の事象について審査を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○大村審議官 では、議事に入ります。 

 まず、関西電力から、高浜3号炉の高経年化技術評価について、共通事項の説明をお願

いしますが、前回は概要の説明をいただいたということで、今日は共通事項ということに

なっています。 

 それじゃあ、説明をお願いします。 

○関西電力（吉原） 関西電力原子力事業本部の吉原でございます。 

 それでは、今、御紹介いただきましたとおり、高浜発電所3号炉の高経年化技術評価の

うち、評価に関わる手順でございますとか、体制等の共通事項について御説明をさせてい

ただきます。説明につきましては、高経年対策グループの内山のほうから御説明をさせて
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いただきます。 

○関西電力（内山） 関西電力の内山でございます。 

 それでは、お手元の資料1-1を用いまして、高浜3号炉高経年化技術評価の共通事項につ

いて御説明いたします。では、1ページ目をお願いいたします。 

 1ページ目は目次でございます。本資料では、御覧の項目、全部で7項目について順次御

説明いたします。 

 それでは、2ページ目をお願いいたします。2ページ目、高経年化技術評価の手順及び体

制です。 

 高経年化技術評価の実施手順、これには発電所確認、妥当性確認、内部監査、原子力発

電安全委員会等が含まれます。この実施手順及び実施体制は、「原子炉施設保安規定」お

よび「安全管理業務要綱」に基づき作成した、社内決定文書である「高経年化対策実施手

順書」により、原子力技術部門統括の承認を経て制定しております。 

 ここに出てきました発電所確認とは、原子力事業本部の評価書作成グループが作成した

高経年化技術評価書案のうち、機器仕様、保全内容等の実機に係る情報について、発電所

の担当各課がレビュー依頼を受けて実施するもので、高浜発電所においては、担当各課が

評価書の記載内容を確認し、保全計画課が取りまとめ、原子炉主任技術者の確認の後、運

営統括長の審査・承認を得て、原子力事業本部に回答をしております。 

 なお、前回の評価会合では、これを発電所レビューと呼んでおりましたけれども、発電

所によるマネジメントレビューとの誤解を避けるため、今回名称を「発電所確認」という

ふうに変更してございます。 

 また、次の妥当性確認とは、評価書作成グループ内で評価書作成者以外の者が評価書記

載内容の技術的妥当性を確認するものです。 

 なお、こちらにつきましても、前回の評価会合では、これを第三者評価と呼んでおりま

したけれども、社外や他部門の第三者が実施するというような誤解を避けるために、今回

名称を「妥当性確認」に変更しております。 

 そして最後に、内部確認とは、原子力技術部門高経年対策グループ、土木建築設備グル

ープが実施した高経年技術評価及び長期保守管理方針策定に係る評価書作成プロセスを確

認するため、評価書案が完成する妥当性確認までの作業について、高経年対策実施手順書

に基づき実施されていることを原子力発電部門品質保証グループチーフマネジャーが選任

した監査チームが監査を行うものであります。 
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 では、3ページ目をお願いします。3ページ、高経年化技術評価に関する主な品質マネジ

メントシステムに係る文書、以降、これをQMS文書と呼ばせていただきます。 

 QMS文書には、1次文書となる原子力発電の安全に係る品質保証規程ほか、御覧のような

ものがございます。ここで、各QMS文書管理につきましては、補足説明資料のほうで御説

明したいと思います。それでは、お手数ですけれども、資料1-2の2ページ目を御覧くださ

い。 

 資料1-2、2ページです。文書及び記録の管理です。 

 この文書体系は、先ほどの共通事項メイン資料と同じものになっております。次ページ

以降で、各文書概要について説明しますけれども、その際、この文書体系図を振り返りな

がら聞いていただけたらと思います。 

 では、3ページ目をお願いします。高浜3号炉高経年化技術評価に関する主なQMS文書と

しまして、まず、発電所の保安活動全般を規定する主な文書類としまして、原子力発電の

安全に係る品質保証規程がございます。これは「原子力発電所における安全のための品質

保証規程（JEAC4111）」を適用規格とし、品質マネジメントシステムを確立し、実施し、

評価確認し、継続的に改善することを目的とした品質マニュアルになっております。 

 次に、高経年化技術評価の実施に係る事項を規定する主な文書類としまして、安全管理

規程があります。これは原子力部門の安全管理に関する基本的事項を定め、高経年化技術

評価実施に伴う実施計画の立案、内部監査実施等といったプロセス等を定めているものに

なります。 

 その下位文書に、安全管理業務要綱がございます。これは、その具体的事項を定めてい

るものでございます。 

 次に、高経年化技術評価実施計画書があります。これは高経年化技術評価の実施に当た

り、実施体制、実施手順並びに申請までのスケジュールを定めているものです。こちらに

ついては、後ほどもう少し詳細に御説明いたします。 

 次に、高経年化技術評価実施手順書がございます。これは高経年化技術評価の実施に当

たり、具体的な実施体制、機器・構造物の抽出方法や技術評価方法等を定めた実施手順、

これを定めているものになります。こちらについても、後ほどもう少し詳細に御説明いた

します。 

 次に、品質マネジメントシステムに係る内部監査業務に関する事項を規定する主な文書

類としまして、原子力部門における内部監査通達があります。こちらは品質マネジメント
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システムに係る内部監査等の基本的事項を定めているものになります。その下位文書とし

まして、内部監査要綱がございます。これはその具体的事項を定めているものになります。 

 それでは、4ページ目をお願いします。4ページです。ここでは教育訓練、力量管理に関

する事項を規定する主な文書類です。 

 まず、教育・訓練通達がございます。これは原子力部門の教育・訓練に関する管理の基

本的事項を定めているものになります。そして、その下位文書として、教育・訓練要綱が

あり、これはその具体的事項を定めています。 

 次に、調達管理、協力会社に対する品質監査、評価等に関する事項を規定する主な文書

類としまして、原子力部門における調達管理通達がございます。これは原子炉施設におけ

る業務委託等の調達手続、調達した製品の保存に関する基本的事項を定めているものにな

ります。その下位文書としまして、以下二つがございまして、一つは、原子力事業本部他

業務委託取扱要綱、これは原子力事業本部他が行う業務委託に関する基本的事項を定めて

いるものになります。 

 次の請負会社他品質監査業務要綱ですが、これは原子力事業本部が行う請負会社、委託

会社の品質監査に関する基本的事項及び具体的な実施方法について定めているものになり

ます。 

 次に、文書・記録の管理に関する事項を規定する主な文書類です。 

 原子力部門における文書・記録管理通達があります。これは原子力部門の文書及び記録

に関する管理の基本的事項を定めているものになります。そして、その下位文書として、

文書記録管理要綱がございます。これはその具体的事項を定めているものになります。 

 次ですけれども、高浜3号炉の高経年化技術評価に関する主な記録として、高経年化技

術評価書がございます。これは高経年化技術評価実施計画及び高経年化対策実施手順書等

に基づき、高経年化技術評価を行い、その結果を記載したものになります。 

 それでは、5ページ目をお願いいたします。5ページ、高経年化技術評価実施計画書につ

いての説明をいたします。 

 目的ですけれども、高経年化技術評価を実施するに当たり、実施手順・実施体制、実施

スケジュール等の計画を定め、計画的な業務の実施を図ることを目的としております。 

 規定事項としましては、実施体制、実施手順として、実施体制及び実施手順について、

別途定める高経年化対策実施手順書に基づいて実施するものというふうに規定しておりま

す。 
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 あと、スケジュールですけれども、高経年化技術評価作成について、申請の目標時期を

定めまして、機器の抽出から申請に至るまでの詳細なスケジュールを定めております。 

 この計画書の制改定ですけれども、高経年化技術評価実施に係る全体調整等の業務を行

う高経年化対策グループチーフマネジャーが計画書案を作成しまして、関係グループチー

フマネジャーの合議、原子力技術部長の確認を経て、原子力技術部門統括が承認すること

で、制改定を行っております。 

 発電所の依頼につきましては、高経年化対策グループチーフマネジャーが定めた実施計

画書を高浜発電所長に通知し、実施・協力依頼をしております。 

 続きまして、6ページをお願いします。高浜3号炉の高経年化対策実施手順書です。 

 その目的ですけれども、原子力発電所の高経年化対策に関する実施手順及び実施体制を

定め、高経年化対策検討に係る業務を外部文書の要求事項を満たしつつ、適切かつ円滑に

実施を図ることを目的としております。 

 主な規定事項としましては、まず実施体制、高経年化技術評価の実施体制及び業務分担

を詳細に定めております。 

 次、最新知見、運転経験及び実過渡回数の反映として、原子力発電所の経年劣化に関す

る最新知見、運転経験の調査・分析及び評価に関する実過渡回数の調査実施をここで定め

ております。 

 対象機器、対象期間及び評価期間としまして、高経年化技術評価書作成に当たって、対

象機器の抽出方法、高経年化技術評価の期間を定めております。 

 技術評価の手順ですけれども、まず、対象機器のグループ化及び代表機器の選定としま

しては、対象機器を日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準2008」附

属書A等に基づき、対象機器を分類し、グループ化を行うこと。また、グループ化した対

象機器から代表機器を選定することを定めております。 

 技術評価の実施として、具体的な技術評価手順を高経年化対応項目の抽出、冷温停止を

前提とした技術評価、耐震安全性評価、耐津波安全性評価等の実施手法について、ここで

定めております。 

 では、7ページ目をお願いします。実施手順の続きになります。 

 長期保守管理方針の策定です。技術評価の結果から抽出された保守管理の項目に対しま

して、実施時期を分類し、長期保守管理方針の策定、充実すべき技術開発課題を抽出する

ことをここで定めております。 
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 高経年化技術評価書の策定としましては、この手順書に章立て、章の構成例、記載内容

等も記載しております。 

 チェックシート、フォーマット類ですけれども、妥当性確認等のチェックシート、フォ

ーマット類もここで定めております。 

 手順書の制改定につきましては、同じく高経年対策グループチーフマネジャーが手順書

案を作成し、関係グループチーフマネジャーの合議、原子力技術部長の確認を経て、原子

力技術部門統括が承認することで制改定を行っております。 

 発電所への通知は、高経年対策グループチーフマネジャーが定めた実施手順書を高浜発

電所保全計画課長に通知してございます。 

 それでは、共通事項の4ページ目にお戻りいただけますでしょうか。4ページ目です。こ

こは高経年化技術評価の実施に係る体制です。 

 評価の実施に係る組織としまして、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、原子力事業本部と高浜発電所の組織で評価の実施に係る役割を設定しておりま

す。なお、高経年化技術評価に当たっては、評価者に求められる力量を設定しまして、力

量を管理して実施しております。 

 この体制表の左側にある原子力事業本部では、原子力技術部門統括が最終的な評価書提

出の承認行為を行います。その下、原子力技術部門高経年化対策グループでは、全体の取

りまとめ、実施計画、実施手順の策定、運転経験、最新知見の調査・分析、官庁対応、他

電力との調整、高経年化技術評価書の作成、妥当性確認、原子力発電安全委員会への付議

を実施しております。 

 原子力技術部門、土木建築設備グループでは、ここで※1で注記しておりますけれども、

コンクリート構造物及び鉄骨構造物について、評価書の作成、官庁対応、妥当性確認を実

施しております。 

 次に、原子力発電部門の機械設備グループ、電気設備グループ他では、社内方針との整

合、技術的内容の確認等の評価書作成助成を実施しております。 

 原子力発電部門、品質保証グループでは、高経年化技術評価に係る一連のプロセスにつ

いての内部監査を実施しております。 

 右側は発電所になります。保全計画課が窓口となりまして、発電所内の取りまとめを実

施しており、その下に記しました各課室は、機器や保全データの提供、原子力事業本部か

らの問い合わせ、照会事項に対する回答などの評価書作成助勢、そして原子力事業本部か
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ら作成した評価書案の確認を行っております。 

 なお、原子力事業本部発電所全体で、原子力発電部門統括を委員長として、美浜、高浜、

大飯の3発電所所長、3発電所の原子炉主任技術者、そして原子力事業本部の各グループチ

ーフマネジャー以上を委員とする原子力発電安全委員会を設置しておりまして、保安規定

の変更内容の審議・確認をしております。 

 ここで、内部監査については、補足説明資料でもう少し詳細に御説明します。 

 それでは、資料1-2の8ページ目を御覧ください。 

 8ページ、高経年化技術評価の内部監査についての説明になります。 

 内部監査は、高浜3号炉の高経年化技術評価及び長期保守管理方針策定に係る評価書に

ついて、「高経年化対策実施手順書」に基づき作成していることを確認することを目的と

していまして、内部監査に係る組織は御覧のとおりとなっております。 

 この組織図で、点線で囲っている部分は、本内部監査の計画及び結果を評価する組織で

あり、内部監査を実施する組織ではないことを表しています。 

 (2)には、内部監査責任者と監査チームについて説明しています。内部監査責任者は、

品質保証グループチーフマネジャーであり、監査チームとして内部監査責任者が監査員の

資格要件を備えた者の中から、監査チームリーダーとメンバーを選任いたします。 

 (3)は、先ほどの点線で囲っていた組織のことですけれども、経営監査室長は、原子力

事業本部から独立した組織において、原子力事業本部の内部監査情報を収集し、客観的に

それらの評価を行い、その適切性を確認しております。 

 次、9ページ目をお願いいたします。ここでは、内部監査の実施方法を御説明します。 

 右側に監査実施計画の作成、監査実施と監査計画のまとめに係る業務のフローがありま

すけれども、この中で、青枠で囲った部分が内部監査に該当します。このフローを見なが

ら聞いていただけたらと思います。 

 まず、フローの上半分の監査実施計画の策定についてです。監査チームリーダーが高浜

3号炉高経年化技術評価に係る内部監査チェックシートを含む監査実施計画を作成し、品

質保証グループチーフマネジャーの審査を受けまして、原子力発電部長の確認、原子力発

電部門統括の承認を得て、実施計画は策定されます。 

 次に、下半分の監査実施と結果のまとめについてです。監査チームは、関係書類の確認

及び監査対象箇所との質疑応答により監査を実施します。その後、監査チームは、不適

合・改善要望事項を含む監査結果を取りまとめまして、品質保証グループチーフマネジャ
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ーと原子力発電部長の確認を受け、原子力発電部門統括の承認を得た上で、監査対象グル

ープ、すなわち評価書作成担当グループにその監査結果が通知されます。 

 次、10ページ目をお願いいたします。今回、監査チームが高浜3号炉の高経年化技術評

価に係る内部監査で、不適合及び改善要望事項はなく、高経年化対策実施手順書に基づき

適切に作成されていることを確認した旨、通知を受けております。 

 また、経営監査室長が内部監査実施計画及び内部監査計画の評価において、監査プロセ

スの公平性・客観性が確保され、また内部監査結果は客観的に納得できる内容であること

を確認した旨、確認しております。 

 以上が内部監査に係る説明です。 

 それでは、共通メイン資料の5ページ目にお戻りください。 

 5ページ、こちらは高経年化技術評価の実施工程です。「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

認可申請を行うべき工程管理を実施しました。2012年10月17日に実施計画、実施手順を策

定しまして、以降、技術評価を実施しております。昨年の12月12日には、高浜発電所の評

価書確認作業が完了しまして、12月16日には、グループ内の評価者以外による評価内容の

技術的妥当性確認を完了しました。 

 次に、12月19日には、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実施す

るとともに、同月の26日には、社内の原子力発電安全委員会において審議され、原子力技

術部門統括が承認しております。その後、本年の1月15日に保安規定変更認可申請をいた

しました。 

 次、6ページ目をお願いいたします。6ページは、評価に係る教育訓練、協力事業者、評

価記録の管理です。 

 まず、評価に係る教育訓練ですが、社内標準に基づき、高経年化技術評価を実施する力

量を設定し、評価するとともに、必要に応じ教育計画を定めて、技術評価書作成時のOJT

等により資質向上を図っています。 

 力量管理につきましては、もう少し詳細に説明したいと思いますので、お手数ですけれ

ども、資料1-2の11ページを御覧ください。資料1-2、11ページです。こちらは力量管理に

なります。 

 まず、力量管理の目的ですけれども、力量管理は、「教育・訓練通達」、「教育・訓練

要綱」、「高経年化対策実施手順書」に基づき、原子力安全に係る業務に従事する要員に



11 

必要な力量を明確にしまして、適切な教育・訓練、技能及び経験を判断の根拠として力量

があることを明確化するとともに、必要な力量が不足している場合には、その必要な力量

に到達することができるように教育・訓練を行って、その実施結果の有効性を評価するこ

とを目的としております。 

 次に、力量の明確化ですが、評価担当グループである高経年化対策グループチーフマネ

ジャー、土木建築設備グループチーフマネジャーが各グループの業務を遂行するために必

要な力量を定めています。 

 高経年化技術評価の実施に係る力量の例としましては、品質マネジメントシステムに係

る知識、関係法令の適合性に関するスキル、高経年化対策に係る規格に関する知識、電気

計装設備/機械設備に特化した専門知識などがあります。 

 (3)は力量評価です。各評価担当グループチーフマネジャーは、グループ員の個人別業

務経験等を参考に、「知識・技能・経験」を総合的に判断して、力量の評価を行っていま

す。 

 (4)は力量評価記録の管理です。評価担当グループチーフマネジャーが実施した力量評

価記録は、その写しを原子力企画グループチーフマネジャーに提出しまして、原本は各評

価担当グループチーフマネジャーが管理することとしております。 

 (5)は、必要な力量に到達させるための教育訓練です。各評価担当グループチーフマネ

ジャーは、力量の評価の結果、グループ員の必要な力量が不足している場合には、その必

要な力量に到達することができるようにOJTを主体とする教育訓練を行っております。 

 最後の(6)は、力量評価の実施時期です。原則としまして、毎年4月に1回実施しており

ます。また、新規配属者があった場合などについては、都度、評価を行うこととしており

ます。 

 それでは、共通メイン資料の6ページ目の中ほど、協力事業者の管理にお戻りください。 

 6ページ、次は協力事業者の管理です。高経年化技術評価作成に当たって業務委託した

関電プラント、原子力エンジニアリング、三菱重工業及び三菱電機に対しては、品質保証

計画書の要求と品質保証監査を経て、品質保証体制に問題ないことを確認し、調達管理を

実施しております。 

 最後に、評価記録の管理ですけれども、管理すべき文書・記録の名称、審査者、承認者、

保有責任者及び保有期間は、社内標準に定めております。 

 高経年化技術評価に係る主な記録としましては、高経年化技術評価書等がございます。 
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 次、7ページ目をお願いします。7ページ、ここからは、具体的な評価の実施手順の説明

になります。 

 高浜3号炉は、運転を前提とした高経年化技術評価書等、冷温停止を前提とした高経年

化技術評価書の2種類がありますけれども、まずは運転を前提とした高経年化技術評価書

の実施手順を御説明いたします。 

 技術評価書の手法は、社内の「高経年化対策実施手順書」で明確にしております。運転

を前提とした技術評価の実施フローを右の図に示しておりますが、大別しますと、ステッ

プ1、この四角のステップ1のところです。ステップ1の技術評価対象機器の抽出では、プ

ラント全系統・構造物・機器を対象とし、安全上重要なもの、常設重大事故等対処設備、

高温・高圧の環境にあるものを抽出し、燃料集合体等の機器単位で長期にわたり使用しな

いものを除外しております。 

 次のステップ2、機器のグループ化、代表機器の選定では、評価対象機器を構造、使用

環境、材料等の条件でカテゴリー化、グループ化して、重要度、使用条件、運転状態等で

グループ内の代表を選定しております。 

 ステップ3の劣化事業の抽出につきましては、後ほど詳細に御説明いたします。 

 ステップ4の劣化事象に対する技術評価では、健全性評価と現状保全から総合評価を行

いまして、高経年化への対応を抽出するとともに、それをグループ内の全機器へ展開して、

高温・高圧でないクラス3機器とあわせまして、最終的な長期保守管理方針を策定してお

ります。 

 また、ステップ5の耐震・耐津波安全性評価では、耐震及び耐津波安全性上、有意な劣

化事象について評価を行い、同様に長期保守管理方針を策定することとしております。 

 では、8ページ目をお願いします。この8ページ目は、先ほどの技術評価対象機器の抽出

を詳細に示したものになります。 

 「高経年化対策実施ガイド等」に従いまして、「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」において定義される浸水防護施設を含むクラス1、2、3の

機器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

ました。 

 具体的には、当社のM35と呼んでおります原子力保全総合システムや、系統図等をもと

に抽出しております。 

 なお、(2)としまして、機器単位で長期にわたり使用しないものとして、原子力学会標



13 

準「原子力発電所の高経年化対策実施基準2008版」6.3.1で除外対象としているものは、

機器ごとの評価対象から除外しております。具体的には、使用により機器単位で消耗する

燃料集合体、バーナブルポイズンが該当いたします。 

 なお、この(2)の項は、前回の審査会合コメントで、どういったものがこれに該当する

のか明確にせよというコメントを反映して、今回追記したものであります。 

 次に、9ページ目をお願いします。ここでは、ステップ2の機器のグループ化・代表機

器の選定を示しております。 

 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、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種類に分類して、機種ごとに評価

を実施いたしました。 

 評価対象機器については、合理的に評価するために、「学会標準2008版」及び「学会標

準2012追補版」の附属書Aを参考としまして、構造、使用環境、材料等により対象機器を

分類し、グループ化をいたしました。 

 また、グループ化した対象機器から重要度、使用条件、運転状態等により代表機器を選

定して、代表機器での評価結果をグループ内の全機器へ水平展開しております。 

 では、10ページ目をお願いいたします。10ページ目、ステップ3の劣化事業の抽出です。 

 右に抽出フローを載せておりますけれども、第一段階としまして、学会標準の経年劣化

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するとともに、ま

とめ表の作成・改定時期以降の運転経験から抽出された経年劣化事象を反映することとし

ております。 

 そして、第二段階としまして、対象機器個別の条件を考慮して、想定される経年劣化事

象を抽出しております。 

 また、機器の抽出に際しまして、(2)の二つの白丸をつけてありますけれども、一つは、

想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考えがたい経年劣化事象であって、想定した

劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの。 

 もう一つの、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

る劣化事業、これらの二つの事象に該当する場合には、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て除外しております。 
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 11ページ目をお願いいたします。11ページは、ステップ4の劣化事象に対する技術評価

です。 

 まず初めに、健全性評価として、機器ごとに抽出した部位、経年劣化事象の組み合わせ

ごとに60年間使用することを仮定しまして、傾向管理データによる評価及び解析等の定量

評価、過去の点検実績、一般産業で得られている知見等により健全性の評価を実施してお

ります。 

 次に、現状保全として、評価対象部位に実施している点検内容、関連する機能試験内容、

補修・取りかえ等の現状保全の内容について整理いたします。 

 総合評価としましては、これらの健全性評価と現状保全をあわせて、現状の保全内容の

妥当性等を評価しています。 

 具体的には、健全性評価結果と整合性のとれた点検等が実施されているか、また、点検

手法は当該の経年劣化事象の検知が可能か等を評価しています。 

 最後に、高経年化の対応として、60年間の運転を考慮した場合、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いたしました。 

 次、12ページをお願いします。ステップ5の耐震安全性評価です。 

 耐震安全性評価の対象となる機器・構造物の抽出は、これまでに説明してまいりました

「技術評価対象機器」と同じになります。 

 経年劣化事象の抽出につきましては、技術評価で抽出した全ての経年劣化事象について、

これらの事象が顕在化した場合に、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おります。 

 評価に際しましては、以下にその基本事項を示しておりますが、「原子力発電所耐震設

計技術指針（JEAG4601）」等に準じて実施しております。 

 13ページ目をお願いします。13ページ、同じくステップ5の耐津波安全性評価です。 

 対象となる機器・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おります。 

 経年劣化事業の抽出に関しましては、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



15 

全上考慮する必要のある経年劣化事業としました。 

 そして、耐津波安全性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

て、評価を実施することといたしております。 

 次、14ページ目をお願いします。14ページです。ここからは、冷温停止を前提とした高

経年化技術評価の実施手順になります。 

 冷温停止を前提とした技術評価の手法も、社内の高経年化対策実施手順書で明確にして

おります。その技術評価の実施フローを右の図に示しておりますけれども、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、それらに関して再評価を実施しております。 

 大別しますと、四角で囲っておりますけれども、ステップ1、冷温停止を前提とした場

合に必要な機器の抽出で、対象となる機器・構造物の絞り込みを実施します。 

 次のステップ2の冷温停止を前提とした経年劣化事象の抽出での絞り込みは、これは後

ほど改めて説明します。 

 ステップ3の経年劣化事象に対する技術評価と、ステップ4の耐震・耐津波安全性評価

も後ほど説明しますけれども、基本的な流れにつきましては、運転を前提とした高経年化

技術評価と同じものになります。 

 次、15ページをお願いいたします。15ページ、ステップ1の冷温停止を前提とした技術

評価対象機器の抽出ですが、下に抽出フローを記載しています。フローの上半分の(1)に

該当する部分は、運転を前提とした評価書にある機器・構造物と同じになります。 

 そこから下半分の(2)としまして、冷温停止状態の維持または保安規定の遵守、ここで

言う保安規定とは、冷温停止が前提となりますので、原子炉の運転モード5、運転モード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おりますが、その保安規定の遵守

のために直接的に必要となる設備、あるいは間接的に必要となる設備を対象としておりま

す。 

 16ページをお願いします。ここではステップ2の冷温停止を前提とした経年劣化事業の

抽出フローを示しております。 

 まず、説明の便宜上、高経年化対策上、着目すべき経年劣化事象を○事象、そして高経

年化対策上、着目すべき経年劣化事象ではない事象を△事象と呼ぶことにいたします。 

 事象の抽出の前提としまして、運転を前提とした評価において抽出した△事象は、冷温

停止を前提とした評価において、○事象にならないかを確認しております。 
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 吹き出しで例示しておりますけれども、例えば、余熱除去冷却器の応力腐食割れ、これ

は運転を前提とした評価で、△事象ですけれども、冷温を前提とした場合においては、当

該の冷却器の使用時間は長くなりますけれども、流体の温度が低いため応力腐食割れの発

生の可能性が小さく、冷温停止状態でも○事象とはなりません。 

 そのため、冷温停止を前提とした劣化事象の抽出フローですけれども、これは運転を前

提とした評価において抽出した○事象をスタートとしております。そこから下に降りて、

最初のひし形の分岐ですけれども、冷温停止を前提とした場合に必要となる要求機能に影

響を与えない劣化事象は、右のNoのほうに来まして、①番の考慮する必要のない劣化事象

に分類して、評価対象外としております。 

 これも例示しておりますけれども、例えば一時冷却材ポンプは冷温停止状態を前提とし

た場合、バウンダリの機能は要求されるものの、容量－揚程確保の機能要求はないため、

それに関する経年劣化事象は①に分類されることになります。 

 次に、二つ目のひし形の分岐ですけれども、冷温停止を前提とした場合、発生・進展が

想定されない経年劣化事象は、技術評価対象外の事象ではあるものの、耐震安全性評価の

前提条件として、現時点までの評価結果が必要となることから、右のNoのほうに行きまし

て、②に分類します。その場合、運転を前提とした場合の評価のほうが保守的になります

ので、その知見を活用することにより、冷温停止を前提とした再評価は実施しておりませ

ん。 

 また、Yesのほうにおりました冷温停止を前提とした場合においても、発生・進展が想

定される経年劣化事象については、③に分類しまして、そのうち次のひし形の分岐で、運

転を前提とした場合に比べ、運転条件や環境が厳しくなるおそれがないものは、先ほどの

②と同様の扱いとしております。 

 一方、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おそれのある場合、

これは運転を前提とした評価では保守的な評価とはなりませんので、冷温停止を前提とし

た再評価を実施しております。 

 以上のとおり、経年劣化事象、①、②、③に分類して実施しました。その例は右の表に

示してございます。 

 なお、本ページの冒頭で説明しました事象抽出の前提の部分ですけれども、これは前回

の審査会合で説明した資料に、今回補足で追加した部分になっております。 

 では、17ページ目をお願いいたします。17ページ、ここはステップ3ですけれども、冷
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温停止を前提とした評価を実施する経年劣化事象に対しまして、以降10年以上の冷温停止

状態が維持されることを仮定して、11ページで御説明しました運転を前提とした技術評価

と同様の手法で実施しております。 

 また、ステップ4の冷温停止を前提とした耐震及び耐津波安全性評価につきましては、

冷温停止を前提とした耐震安全性評価に当たっては、運転を前提とした耐震安全性評価結

果に加えまして、運転を前提とした耐震安全性評価で包含できない、より厳しい経年劣化

事象に対しては、12ページの耐震安全性評価と同様な手法で評価を行っております。 

 同じく冷温停止を前提とした耐津波安全性評価に当たっては、運転を前提とした耐津波

安全性評価結果に加えまして、運転を前提とした耐津波安全性評価で包含できない、より

厳しい経年劣化事象に対しては、13ページの耐津波安全性評価と同様な手法で評価を行っ

ております。 

 次、18ページ目をお願いします。18ページ、国内外の新たな運転経験及び最新知見の反

映に関して御説明いたします。 

 これまでの美浜1、2、3号炉、高浜1、2号炉、大飯1、2号炉を含む先行プラントの30年

目の技術評価、並びに美浜1、2号炉の40年目の技術評価書を参考にするとともに、これら

との連続性を考慮しまして、以降、2011年4月～2013年6月の間の国内外の運転経験や最新

知見について、経年劣化への影響を判断して、反映して実施しております。 

 まず、国内の運転経験は、原子力安全推進協会の原子力技術情報公開ライブラリーにお

いて公開されております「トラブル情報」、「保全品質情報」を対象としまして、国外の

運転経験につきましては、NRCのBulletin、Generic Letter、Information Noticeを対象

にしております。御覧のとおり、高経年化技術評価に反映した国内の運転経験は1件、高

経年化技術評価に反映すべき国外の運転経験はありませんでした。 

 19ページ目をお願いいたします。19ページです。次に、最新知見のスクリーニング対象

期間中、またはそれ以降に発行され旧NISA文書及びNRA文書を検討し、高経年化技術評価

を実施する上で、以下の7件を抽出しました。 

 なお、スクリーニング期間以降になります、すなわち平成25年6月17日以降につきまし

ては、詳細なスクリーニングはまだ完了していないため、今後も適宜追加していくことに

なります。 

 次、20ページ目をお願いいたします。(2)の最新知見のスクリーニング対象期間中また

はそれ以降に発行された日本機械学会、日本電気協会、日本原子力学会の規格・基準類を
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検討しまして、高経年化技術評価を実施する上で、以下の4件を抽出しました。 

 また、(3)の最新知見のスクリーニング対象期間中またはそれ以降に発行された、原子

力規制委員会の高経年化対策情報基盤ネットワークにおいて、試験研究の情報等を検討し

まして、高経年化技術評価を実施する上で、以下の1件を抽出いたしました。 

 なお、(2)、(3)につきましても、同様にスクリーニング期間以降、すなわち平成25年6

月17日以降につきましては、詳細なスクリーニングはまだ完了していないため、今後も適

宜追加していくことになります。 

 次、21ページ目をお願いいたします。21ページ、最後に長期保守管理方針の策定につい

て御説明いたします。 

 運転を前提とした高経年化技術評価及び冷温停止を前提とした高経年化技術評価の結果、

抽出された追加保全策について、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部位が重複

するものについては、双方の追加保全策を踏まえた保守的な長期保守管理方針を策定する

こととしています。 

 なお、高浜3号炉の高経年化技術評価結果、運転を前提とした評価より4件の追加保全策

が抽出されまして、冷温停止を前提とした評価からは追加保全策は抽出されませんでした。 

 以下に策定された長期保守管理方針4件を示してございます。 

 以上で、高浜3号炉高経年化技術評価に係る共通事項の説明を終わらせていただきます。  

 どうもありがとうございました。 

○大村審議官 今回の技術評価の共通事項について、体制等について説明をいただきまし

た。 

 それでは、本日の説明について、質問なり指摘等ありましたらお願いします。 

○小林審査官 原子力規制庁、小林です。 

 補足説明資料のほうの11ページ、力量管理についてということで。(2)に力量の明確化

ということで、各グループのチーフマネジャーが必要な力量を定めるというふうになって

いるんですが、このチーフマネジャー自身の力量というのは、当然、この人たちを束ねた

形で力量を判定する評価者ということなので、この人たちの力量の管理というのは、どう

いう形でやられているのかというのを御説明いただけますでしょうか。 

○関西電力（内山） 関西電力の内山でございます。 

 それを取りまとめるチーフマネジャーは、社内標準になります教育・訓練要綱に定めて

おりまして、教育・訓練要綱に原子力技術部門、プラント運営部門の部長、センター長以
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下の力量管理ということを定めている項目がございます。 

 この中で対象とする対象者としまして、原子力技術部門、プラント運営部門の部長、セ

ンター長以下の要員としまして、別途、力量を管理するということになっております。 

 力量の評価につきましては……、申し訳ないです、今調べて、すぐ御報告します。ちょ

っと後にさせていただいてよろしいでしょうか。 

○小林審査官 規制庁、小林です。 

 承知しました。基本的な構造としては、教育・訓練要綱というのが、このチーフマネジ

ャーも含め、力量を設定していて、もう1点わからなかったのが、ここで言っている各チ

ーフマネジャーが定める評価の、設定する力量というのは、この要綱とは別にまた定める

何か文書がまたできるということですか。それとも、教育・訓練要綱の中にこれが盛り込

まれるという理解でよろしいのでしょうか。 (2)で書いてある「力量を定める」というふ

うに書いてあるところの定める先なんですけれども。 

○関西電力（高井） 高井でございます。 

 担当者の力量設定につきましては、11ページの(2)の力量の例というふうに具体的なQMS

に関する知識、関係法令の適合性確認に関するスキルだとか、高経年対策に係る規格に関

する知識、あと電気、機械、それぞれの特化した専門知識というふうに設定されてござい

ますが、役職者に関しては、必要なスキルは、こういったベース業務をこなすだけの力量

のみならず、この管理者としてのスキルが問われますので、例えば業務分担に基づく業務

に関し、品質目標達成のための計画の立案、実施、管理及び評価ができること。こういっ

た管理者に相応しい力量が設定されるということになってございます。 

○小林審査官 わかりました。 

○大村審議官 それ以外にいかがでしょうか。 

○平田検査官 規制庁、平田です。 

 資料の共通事項と、それから補足説明と、両方をちょっと見比べながら質問させていた

だきます。 

 まず、共通事項のほうのパワーポイントですが、6ページ、評価に係る教育訓練、協力

事業者及び評価記録の管理のシートですね。それから、補足説明資料のほうが12ページ、

協力事業者の管理。 

 これで御説明いただきたいのが、まず、共通事項のほうのシート6ですが、ここで協力

事業者の管理として、3行目に、品質保証監査を経て、品質保証体制に問題ないことを確
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認しているとなっております。これに対して、補足説明資料のほうのシート12ですが、協

力事業者の評価として、協力事業者が当社の要求事項に対して必要な技術力等があるか評

価するとなっておりまして、品質保証体制に問題がないことと、必要な技術力等があるか

という、両方のつながりがいまいち資料を見比べるとわからないので、そこをまず御説明

いただきたいということと。 

 それから、同じく補足説明資料のシート12のほうでは、なお書きとして、業務委託完了

時にも協力事業者評価を行うとなっておりますが、委託完了時の評価というのは、どんな

内容を評価しているのかということを御説明いただきたいと思います。 

○関西電力（内山） 関西電力の内山でございます。 

 まず、6ページ目の中ほど、協力事業者の管理ということで、ここにございます品質保

証監査といいますのは、原則3年に1回実施します協力事業者への立入検査をしまして、そ

の品質保証体制が問題ないことを確認する、定期的に行っている監査でございます。 

 資料1-2の12ページにございます、この協力会社の評価といいますのは、各評価担当グ

ループ、例えば我々が協力会社に委託業務を発注する際に、都度、発注する最初にその協

力事業者が必要な技術力を持っているかどうかというのを評価するものになります。 

 例えば、これまで同類の作業があって、発注実績があって、業務履行能力がありますか

とか、品質マニュアルをちゃんと整備しておりますかとか、経営自体が安定していますか

とか、そういうことを契約の都度、我々のほうが契約関係箇所が実施するものになります。 

 12ページに書いております業務委託完了時に行う評価につきましても、同様の評価を行

いまして、これは事前に評価を行うんですけれども、当該の委託を行った上で、確かに実

際に評価したとおりにちゃんとされているかどうかというのをもう一度評価しまして、そ

の次のまた委託発注をするときに、最初にもう一度評価をするんですけれども、その参考

にするために、完了時にももう一度やっているということになります。 

○平田検査官 1点目の質問のお答えはわかりました。 

 それから今の2点目の御説明ですが、委託完了時の協力事業者の評価というのは、結局、

委託実施時に行っている評価と同じことをもう一回やるという。 

○関西電力（内山） 同じことを確認、きっちりできているかということを確認するとい

うことです。 

○平田検査官 そうですか。それで、次回、委託実施時の評価の情報としているというこ

とでございますけれども、これは高経年の技術評価限定の話なのか、それとも一般論とし
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て、御社のシステムの中で、委託というのは他にもいろいろされていると思うんですが、

全部共通の話なのか、それはどちらなのでしょうか。 

○関西電力（櫻井） 関西電力の櫻井でございます。 

 今の御質問でございますけれども、答えは共通的な話でございます。 

 このルールは、資料の1-1の3ページ目に、文書体系がございますけれども、この中で、

下から三つ目のところ、3次文書のところに、事業本部ほか業務委託取扱要綱というのが

定めておりまして、この中で一般的に委託した場合は、評価をして、次の委託にもつなが

るという仕組みをつくっております。 

○平田検査官 わかりました。 

○関西電力（内山） 途中で申し訳ございません。先ほどの小林審査官の御質問の件です

けれども、各評価担当グループ、チーフマネジャーの評価をどうしているかということで、

当社の教育訓練要綱に被評価者として高経年対策グループチーフマネジャーとか、土木建

築設備グループチーフマネジャーを、評価を原子力技術部門統括が実施するというふうに

定めてございます。 

○小林審査官 規制庁、小林です。 

 わかりました。 

○大村審議官 それ以外、何かありますか。 

○齋藤管理官補佐 規制庁の齋藤です。 

 8ページの(1)のところに、原子力保全総合システム(M35)というのが出てくるんですけ

れども、このM35というのがどういうもので、その中のどのような情報がこの高経年化技

術評価で活用されているのか。その情報が常に最新の情報であるような管理がされている

のかという辺りについて、説明をお願いします。 

○関西電力（高井） 高井でございます。 

 M35、原子力保全総合システムは、平成15年ごろから当社で導入されてございます。 

 入っている内容は、原子力発電所で使われている各設備が、まずリストとして入ってい

まして、その各設備がどんな仕様か、どんな重要度かという機器の仕様の情報も入ってご

ざいます。 

 それと、そういった機器に対して、我々、保全指針と申しておりますけれども、どんな

点検項目をどんな頻度でやっていくのか。その根拠はどうであるかというような情報も入

ってございます。 
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 さらに、特に数値の情報、トレンドで管理していくような点検記録、いつ、どんな点検

をやって、どんな数値が出てきたかという情報も入ってございます。 

 したがいまして、高経年化技術評価に際しては、そういった機器、登録されている機器

がまず評価の対象機器になる可能性がありますので、ここから抽出するのと、あと、機器

の仕様も参照しながら、評価書のほうに反映していくと。 

 あと、M35は、ちょっと余談になりますけれども、M90というドキュメント管理システム

と連動しておりまして、M35から当該の機器を検索すると、図面も探しに行けるというシ

ステムになってございます。 

 以上でございます。 

○齋藤管理官補佐 規制庁の齋藤です。 

 このM35の中にある情報は、定期的ではなくて、常にリビジョンされていくことになっ

ているのでしょうか。 

○関西電力（高井） 高井でございます。 

 いろんな知見があると、保全指針、点検の方法とか頻度も変えていきますので、そうい

ったものが変更になった場合は、稟議の手続を経て、すぐさまM35のほうの保全指針をア

ップデートするということになっていますし、例えば工事が完了しますと、いろんな完成

図面とか、点検実績が登録されます。これも工事が終わった都度、登録していくというこ

とになります。 

 あと、設備の変更管理で、物が変わったら設備仕様の入れ直しとか、除却したら除く、

こういったのも、すぐさまというか、手続を経て、随時やっているということでございま

す。 

○齋藤管理官補佐 わかりました。 

○大村審議官 それ以外にいかがでしょうか。 

○坂内調整官 規制庁調整官の坂内でございます。 

 内部監査について、ちょっと確認させていただきたい点がございます。資料1-1の5ペー

ジ目でありますけれども、一応、線表によると、内部監査（プロセス監査）というのが12

月19日に完了をされたとございまして、この表だけを見ると、しかるべき確認の手続が終

了した後、内部監査をされているのかなというふうにも読めてしまうんですけれども、実

際、どういったタイミングでおやりになっているのか。 

 例えば、評価中に適切にホールドポイントなんかが設けられていらっしゃるのかどうか。
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あるいは、今回、補足資料説明の10ページに書いてございますとおり、今回、特に不適合

及び改善要望事項というのはなかったということでございますけれども、仮に何かあった

場合、そういったものが、例えば12月19日までに、そういったやりとりが全て完了するこ

とになっているのか、あるいは、何かがあった場合は、この12月19日以降に全体の工程が

延びていくのか、その辺の実態はどのようになっているのか、ちょっとお聞かせいただき

たいと思います。 

○関西電力（櫻井） 関西電力の櫻井でございます。 

 今の御質問ですけれども、内部監査は12月19日完了ということでございますけれど、18

日と19日の2日間で内部監査をしております。 

 監査をするタイミングでございますけれども、高経年化対策実施手順書というのが決ま

っておりまして、それに基づいて適切に評価書がつくられているかどうかということを監

査いたしますので、評価書ができ上がった段階、最終段階で監査を入れるというタイミン

グにしております。途中の作成の段階で、ホールドポイントを設けて監査をしないのかと

いう御質問については、それはいたしておりません。 

 もう一つ質問がございました不適合とか、改善要望が出た場合はどうするかと。今回は

不適合も改善要望もございませんでした。もし、不適合とか改善要望が出れば、それは評

価書をつくるに当たって、実施手順書に基づいてつくられていないということなので、そ

れは速やかに直すということで、もしずれるのであれば、工程がずれるということになり

ます。 

○坂内調整官 ありがとうございました。そうしたら、仮に不適合なんかが出た場合は、

また、その発電所確認なり、妥当性確認がまた経られて、同じようにまた監査の最終監査

的なことをするということでよろしいでしょうか。 

○関西電力（櫻井） 改善要望の中身とか、不適合の中身にもよりますけれども、その内

部監査において出た不適合の処理の仕方につきましては、仕組みとしては、大きなものが

出ればフォローアップ監査まで行きますし、あとは監査チームのほうで確認をして処理が

進むという手続もできますので。中身にもよりますけれども、必ず出た不適合とか改善要

望については、フォローというか処置をするというところまで行きます。 

○坂内調整官 ありがとうございました。 

○大村審議官 どうぞ。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 
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 運転経験及び最新知見の反映の状況の確認という点から質問させていただきます。資料

で申しますと18ページになります。 

 先行プラント以降、2011年4月～2013年6月までの国内の最新知見を反映したとあります

が、国内の運転経験として抽出された事例が、その下に書いてございますように、2013年

3月の高浜1号機の非常用ディーゼル発電機からの潤滑油漏えいとあります。 

 先行プラント以降、2011年4月以降では、経年劣化に伴う事例はなかったのか、調査結

果のほうを説明ください。 

○関西電力（内山） 関西電力、内山でございます。 

 まず、時期の話でございますけれども、運転経験上、一つありましたというこの高浜発

電所1号機非常用ディーゼル発電機からの潤滑油漏えいについてということで、ここに書

いている日付、2011年3月は、この発生の時期になります。これがニューシアに実際登録

されるわけですけれども、その最終報告が出ないことには、我々ちょっと反映ができませ

んので、最終報告された日がスクリーニング期間内に入っていれば、それを抽出するんで

すけれども、この事象のニューシアの最終報告をされた時期が、2011年4月以降になって

おりまして、それでスクリーニングにかかり、我々、評価書に反映すべき事項と判断して、

現にこの事象は評価書に反映してございます。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 今の時期的な回答については了解いたしました。 

 さらにちょっと確認したいんですけど、この18ページに書いてある2011年4月～2013年6

月の間で、原子力発電情報公開ライブラリーにおいては、2012年3月の報告に、高浜3号で

蒸気発生器の伝熱管内でのPWSCC、いわゆるSCCの発生について、ショットピーニングより

残留応力改善をしたが、ピーニング深さより深いと思われるSCCがあったと想定され、そ

の亀裂が進展し、第21回定期点検時に渦電流探傷試験でそういう知見が出て、施栓したと

いう例がございました。 

 この事例について、経年劣化事象ということで分類されておりますが、今回ここで抽出

されていなかったというのは、この事例については、既に対策が完了しているということ

なのか、その辺の考え方を説明してください。 

○関西電力（木谷） 関西電力の木谷でございます。 

 今御指摘のありました事象については、実際は評価書に反映してございます。高浜3号

とその時期にもございましたけれども、以前からそのような知見がほかのプラントからも
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得られているので、そちらのほうは、もう既に反映しているということでございます。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 今のように、事例については、既にわかっていて、その対策もとれていたということか

ら、今回新しい最新知見というふうには認めずに抽出しなかったというふうに理解してよ

ろしいのでしょうか。 

○関西電力（木谷） それで結構です。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 了解しました。 

○大村審議官 今の運転経験及び最新知見の反映の件に関して、この18ページの資料の2

行目に、技術評価報告書というのは過去の幾つかのプラントですけれども、参考にすると

ともにということで、それ以降となっていますから、2011年3月ないし4月辺り以降、前後

で分けている表現になっています。 

 参考にするという、その意味合いなんですけれど、もちろん過去の類似の作業を多々や

られていますので、過去のものをいろんな形で抽出し、これをどう保全に反映するとか、

そういう作業を随分されてきたと思うんですね。 

 ただ、この「参考にする」という意味は、それを過去のその評価を参考にして、もう一

度、今回の高浜3号に合わせて取捨選択なり、検討をしたということなのか、それとも過

去に表記してあるものをほかのプラントでもそうだから、こっちに移植したというか、移

転をしたと、そういう意味合いなのか。ちょっとこの「参考にした」という意味合いにつ

いて、少し説明していただけますか。 

○関西電力（高井） 高井でございます。 

 前者の意味合いが強いです。あくまでも参考です。それは、例えば本資料の18ページの

3行目では、2011年4月～2013年6月としてございますが、例えば20ページの(2)の規格・基

準の一番上のもの。これは機械学会の環境疲労評価手法の2009年度版が、発行は2010年2

月なんですよね。ですので、今回の範囲ではない。もっと前のなんです。ですから、縛ら

れなくなくやっているということです。 

 じゃあ、なぜ今回2010年2月のものが出てきているかと申しますと、これは確かに発行

はこのときなんですけれども、じゃあ、即時、何も深い検討・考察をせずに、評価書にそ

のまま反映できるかというと、やっぱりそうではなくて、今回この2010年2月に出た環境

疲労評価手法2009年度版が実際の高経年化技術評価に使用可能かの検討を行いまして、
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2009年度版の前の、前のエンドースされている2006年度版と比較しても遜色がないと、よ

うやく確認ができたので、今回2010年2月の知見だけれども、今回に反映しているという

ことで。 

 答えは、2011年4月以前にやっちゃっているから、それは何も見ていないかというと、

そうではなくて、それ以前の、あくまでもそれは参考であって、やっぱりそのとき、こう

いった適応できるかどうか、積み残しているやつは、引き続き高経年化技術評価に反映で

きるかどうかの検討をしていて、2011年4月以前のものでも、今回反映という形で持って

きているということでございます。 

○大村審議官 今の御説明のところは妥当だと思います。過去のものも、現在の最新の知

見でもって、もう一度見直して、何か抽出するべきものがあるかどうかというものを考え

るということは非常に大事なことだと思います。 

 それで、ちょっとお願いなんですけれども、どこまで遡るかというのはありますが、高

経年化技術評価については、やっぱり過去の不適合であるとか、あと、特にトラブル、こ

ういったものをどういうふうに評価をし、反映していくのかということは非常に重要な視

点だというふうに思いますので。 

 これまでのトラブルであるとか、そういう不適合事象について、どういう範囲のものを

調べ、リストアップし、恐らくその中で、もう既に保全に反映したとかというものも多々

あるんだろうというふうに思います。そういったものは今回抽出されていないということ

かもしれませんけれども、そういった作業のプロセスがわかるような資料を作成いただい

て、どういった理由で、これは最終的にはこの1件だけの抽出になったのかというところ

のプロセスを少し見せていただければというふうに思います。これは次回以降で結構です

ので、ちょっと検討いただけますでしょうか。 

○関西電力（高井） 高井でございます。 

 承知いたしました。 

○大村審議官 どうぞ。 

○鈴木主任調査官 規制庁の鈴木です。 

 基本的考え方、あるいは扱いを御説明いただき事項が二つあります。 

 1点目なんですが、まず13ページに耐津波安全性評価というシートがございます。この

(2)の中で、経年劣化事象の抽出として顕在化した場合、構造・強度上、影響がというふ

うに書いてございますが、ここにあります浸水防護施設の機能維持としては、構造・強度
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上だけではなくて、止水、水を止める機能というものも重要かと思っております。止水機

能に対する影響ということも考慮する必要があるかどうか、基本的考え方を説明願いたい

と思います。 

 それから、2点目なんですが、最後のページ、長期保守管理方針の策定というのが21ペ

ージにございますが、ここの№3に、配管の腐食において、肉厚測定による実測データに

基づき耐震安全性評価を実施した炭素鋼配管について、耐震性が確認できる板厚に到達す

るまでにというふうに書いてございますが、先行事例等を見ますと、このような実測デー

タで評価する場合に当たっては、今後の配管肉厚の変化傾向を把握して、再評価を実施す

るということを追加保全策とする例もございました。当該プラントについての基本的な考

え方を説明願いたいと思います。 

○関西電力（木谷） 関西電力の木谷でございます。 

 まず、1点目の耐津波評価の止水性に関しましては、今、評価対象としているもので、

それが該当すると思われますのは、浸水防止蓋というのが海水ポンプエリアにございまし

て、そちらは今確かに強度の観点からしか記載してございません。 

 まだ、はっきりいって耐津波防護施設とか、浸水防止設備というのが、どこまでになる

かというのとか、ちょっとはっきりしていないけれども、先取りして入れたというのが現

状でございます。御指摘のございました止水性などに、シール性ですね、そちらについて

も今後、安全審査のほうで、津波のほうの審査が進んだら、そちらのほうもPLMのほうに

反映していきたいと考えてございます。今は、ちょっとそこら辺は入ってございません。 

 もう1点、御質問いただきました21ページの肉厚管理の話でございますけれども、御指

摘がありましたように、今、ここの長期保守管理方針にしてございますのは、肉厚データ、

計測データに基づいて何年後までもつというような評価でございます。 

 そちらについては、おっしゃいましたように、減肉率を都度更新して、何年もつかとい

うのを都度計算するという手もございますけれども、我々としては、もう早目にそういう

管理をせずに、サポートの改造をして、tsrでもつような、より耐震性が高くなるような

改造をするというのを長期保守管理方針としてございます。 

 以上です。 

○鈴木主任調査官 ここに書いてございますように、耐震性が確認できる板厚に到達する

までに、短期ということでございます。その間に何もしないということになるんでしょう

か。それとも、適時適切に確認はするけれども、最終的には工事ということだとすれば、
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それはわかるんですが、途中何もしないのかどうかということをもう一度ちょっと御説明

いただけますか。 

○関西電力（木谷） 関西電力の木谷です。 

 当然、サポート改造までに、ずっと何回も定検があったりすると、その間は板厚の管理

がこのときに評価したモデルが妥当であるかというのを確認していきたいと考えています。

ただ、今、意思としては、早目に改造したいと考えていると。ちょっとそういう再評価を

するといったような文言は、確かにここに入っていませんけれども、そういう考えでおり

ます。 

 以上です。 

○鈴木主任調査官 規制庁、鈴木です。 

 それでは、詳細につきましては、今後のヒアリング等でまた確認させてください。 

○関西電力（木谷） 木谷です。 

 はい。了解いたしました。 

○大村審議官 それ以外に何かありますか。 

 私から、もうあと2点ばかり。一つは、一番最後の21ページの長期保守管理方針の策定

のところで、№1のところの蒸気発生器の取りかえを含めた保全方法を検討するとあるん

ですが、これは個別の劣化事象のところで、また改めて出てくる話であろうというふうに

思いますので、そのときで結構ですので。この取りかえを含めた保全方法というのは、非

常に漠としていて、何か条件がこうであれば取りかえするのか、いや、そうでなければこ

うなるか、新たな何か補修の方法があるのかと。ちょっと非常にこれは漠としていますの

で、劣化事象のところで結構なんですが、これについてはもう少し詳しく、どういう考え

方で対応していくのかということを説明いただきたいというふうに思います。それが1点

です。 

 それから、あともう1点、これは確認ですけれども、耐震の安全評価、ページでいくと

12ページで、中身の話というよりは、耐震の安全評価については、別途適合性の審査が進

んでいるかと思うんですけれども、これは確認です。基準地震動等、必要な見直しがあっ

た場合には、これを反映して、もう一度こちらのほうも評価し直すということになると思

いますが、それはそれでよろしいですねということです。 

○関西電力（木谷） はい。そのつもりでございます。 

○大村審議官 それでは、ほかに何かありますでしょうか。 
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 ないようですので、この共通事項については、ここまでとしたいと思います。 

 次回以降については、恐らく個別の劣化事象等に進んでいくんじゃないかと思うんです

けれども、また資料等を用意いただいて、準備をお願いしたいと思います。時期について

は、また別途調整をさせていただくということでお願いをします。 

 よろしいですか。それ以外に何か。 

 それでは、午前中の会合はこれで終了します。午後は、川内1号ということで、1時半に

再開するということで、一旦休憩をしたいと思います。 

 では、午前中、御苦労さまでした。 

 

（休憩 関西電力退室 九州電力入室） 

 

○大村審議官 それでは、午前中に引き続きまして、午後は原子力発電所の高経年化技術

評価等に係る審査会合、第4回目の議題2に行きたいと思います。 

 議題2は、川内原子力発電所1号炉の高経年化技術評価ということで、まず、前回までの

質問事項の回答について、九州電力のほうから説明をいただくということであります。 

 最初は資料2-2、低サイクル疲労についてということで、この資料の説明をお願いしま

す。 

○九州電力（石井） 発電本部の石井でございます。 

 それでは、右肩、資料2-2、高経年化技術評価（低サイクル疲労）【補足説明資料】と

いう資料を用いまして、前々回の審査会合指摘事項に対します回答のほうを御説明させて

いただきます。 

 資料をめくっていただきまして、今回、原子炉容器における供用期間中検査（ISI）の

妥当性（検出性等）についてということでまとめてまいりました。 

 まず、一つ目でございますが、原子炉容器供用期間中検査、こちらに関しましては、RV

本体は、日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格」に従った検査プログラム、試

験方法及び試験範囲で供用期間中検査として超音波探傷検査（UT）でございます、浸透探

傷検査（PT）、目視検査としまして(VT-1、3)及びRCS漏えい試験として(VT-2）により健

全性を確認してございます。 

 各検査につきましては、ここに記載していますとおり、超音波探傷検査につきましては、

JEAC4207「軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検査における超音波探傷試験規程」、
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浸透探傷検査、目視検査、漏えい試験に関しましては、JSMEの維持規格というふうに、十

分に検証され、これまで実績のある規格指針に基づいて実施しておりまして、十分な検出

性等は有しておると当社のほうは判断してございます。 

 次に、このRVのISIの検査範囲についてまとめてまいりました。 

 RVのISIの検査範囲を決めるに当たって、二つの劣化モードを考慮してございます。 

 まず、一つ目としまして、「疲労」の劣化モードを考慮した検査範囲を規定する維持規

格に基づき非破壊検査を実施してございます。 

 なお、この維持規格の検査範囲というものにつきましては、運転開始後に欠陥が発生す

る可能性が相対的に高いと考えられています溶接部等の構造不連続部、こちらを対象とし

て検査範囲を決めてございます。その検査対象に対しまして、検査として、超音波探傷検

査、浸透探傷検査、目視検査及び漏えい試験を実施してございます。 

 二つ目の劣化モードとしまして、「応力腐食割れ(SCC）」を考慮した検査範囲を規定す

るNISA文書「発電用原子力設備における破壊を引き起こすき裂その他の欠陥の解釈につい

て（内規）」でございますが、ここに基づき検査を実施してございます。検査内容につき

ましては、超音波探傷検査、浸透探傷検査、漏えい試験、ベアメタル検査を実施してござ

います。 

 RVのISIの対象範囲につきましては、上記のとおり、非破壊検査にて欠陥がないことを

確認してございます。また、RVに想定される劣化事象と、それにより発生する欠陥――次

ページの表で後ほど御説明させていただきますが――それぞれの欠陥はISIにおける検査

手法(UT、PT、VT-1、VT-2、VT-3、ベアメタル検査）で検出可能でございます。 

 なお、原子炉容器の疲労評価における全ての疲労評価点については、RCSの漏えい検査

で、全体で圧力をかけまして、漏えいに至る欠陥がないことを確認してございます。 

 では、ページを移っていただきまして、2ページのほうでございますが、先ほど御説明

しました原子炉容器に想定される劣化事象とそれにより発生する欠陥等を含めて、RVの

ISIの検査内容を表にしてまとめてございます。 

 全部の説明は割愛させていただきますが、代表としまして、評価対象として入口管台に

つきましては、検査部位は内面コーナー、胴との溶接部、ここに関しましては超音波探傷

検査。こちらの検査目的として、どこを見に行っているかというところは、まず疲労に関

しまして見に行ってございます。疲労に対する欠陥モードとしましては、表面及び内部の

欠陥をターゲットとして、検査として確認しに行ってございます。 
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 検査範囲としては100％、毎定検に100％の部位に対して確認してございます。セーフエ

ンドとの溶接部に関しましては、超音波探傷検査、浸透探傷検査、ベアメタル検査を実施

してございます。 

 超音波探傷検査（UT）に関しましては、疲労及びSCCを検出するために実施しておりま

して、疲労に関しましては、表面及び内部欠陥の欠陥モードを確認するために実施してご

ざいます。SCCに関しましても、表面及び内部欠陥をターゲットとしてございます。 

 浸透探傷検査につきましては外表面の欠陥、ベアメタル検査に関しましてはSCCを検査

目的としまして、貫通欠陥の有無を確認しに行ってございます。 

 いずれも100％の範囲で検査を実施してございます。 

 以上のように、それぞれ評価対象、入口管台、出口管台、ふた管台、空気抜管台、炉内

計装筒、上部胴フランジというふうに、RV（ISI）の検査内容について、以上のようにま

とめてきております。 

 以上が、まず原子炉容器における供用期間中検査の検出性等（妥当性等）についてまと

めてきてございます。 

 もう一つ、前々回の審査会合のときに御質問いただきました、ステンレスクラッドの目

視点検に関しまして御質問いただいておりますので、最後にまとめてきてございます。 

 RVのステンレスクラッドの内張りについてでございますが、まず、RVのステンレスクラ

ッドは、原子炉容器本体が接液しないように設けておりまして、こちらは設計上強度部材

ではなく、原子力学会の経年劣化メカニズムまとめ表にも劣化モードは想定されてござい

ません。 

 したがって、当社としましては、クラッド表面に有意な異常――有意な異常というのが

どういうものかと申しますと、剥がれ、膨れ、変形、変色などと考えてございます。この

変色というものがどういうものかと申しますと、今御説明しましたとおり、劣化モードは

想定されませんが、万が一、仮にクラッドに亀裂が生じた場合には、低合金鋼（容器母

材）等が腐食することによってクラッド側が変色するというところが想定されますので、

そういう意味での変色と記載してございます。このような有意な異常がないことは、目視

点検（VT-3）で確認可能と判断してございます。 

 なお、現状保全としまして、定期的に――10年に1回でございますが、可視範囲につい

て目視点検を実施しまして、これまで内張り表面に異常のないことを確認しており、問題

は生じてございません。 
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 以上が、原子炉容器における供用期間中検査（ISI）の妥当性（検出性等）についてと

いうことで、当社からの回答をまとめてまいりました。 

 以上でございます。 

○大村審議官 それでは、ただいまの説明につきまして、何か御質問なり御指摘等ありま

したらお願いします。 

 どうぞ。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 一つ確認させてください。 

 原子炉容器のステンレスクラッドの点検なんですが、現状保全として定期的に10年に1

回、可視範囲について目視試験（VT-3）を実施しているとありますが、この検査は自主検

査ですか、それとも定期的な検査なんでしょうか。 

 それと、もう一つは、今後、この実施については、10年に1回なのでしょうか、それと

も、ISIに合わせて30年目以降のプラントとなるので7年に1回なのでしょうか。 

 その辺のことを説明してください。 

○九州電力（石井） 発電本部の石井でございます。 

 ただいまの御質問に関しまして、まず1点目、こちらの目視点検に関しましては、自主

点検でございます。 

 二つ目の頻度でございますが、こちらはRV（ISI）に合わせまして、LCI等をつり出した

時期に、中身が空になった状態で確認するのと、RVのISI側と合わせて実施してございま

す。ですので、現在10年に1回、もしくは、時期が来て7年に1回の頻度になれば、7年に1

回という頻度になります。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 了解しました。 

○大村審議官 では、どうぞ。 

○菊池主任調査官 規制庁の菊池です。二つ質問があります。 

 一つは、一番右側に、範囲として100％ということが書かれていますが、これは10年で

全溶接点を100％やられるということなのでしょうか。 

 それから、もう一つは、中ほどに目視試験でVT-2という、ふた管台、それから炉内計装

筒のところに書いてございますけれども、これが疲労を目的と書かれていますけれども、

例えば欠陥の解釈においては、たしか、あちらはSCCを対象にした検査の表が書いており
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ますけれども、あちらでは、たしかVT-2もSCCに対応した検査として規定されると思いま

すけれども。 

 この2点について、見解を説明してください。 

○九州電力（石井） 発電本部の石井でございます。 

 まず、一つ目の御質問に関する回答としまして、こちらの範囲に関しましては、維持規

格上は100％を要求しておりませんで、7.5％から20％という規定でございますが、当社と

して、自主的に100％、全溶接点を10年で見に行くように規定してございます。 

 二つ目の検査でございますが、二つ目の御質問の、目視検査（VT-2）に関しましては、

ここに記載してございますのは、主な目的として貫通欠陥をVT-2、疲労として見に行って

いるというところで記載をさせていただいています。 

○九州電力（中牟田） 発電本部、中牟田です。 

 ちょっと補足しますけども、そういうことで書いてございますけども、今、菊池さんが

おっしゃったとおり、ふた管台とか空気抜管台でのSCCがもし発生して、それが貫通した

場合には、このVT-2で見られますので、そういうことで確認はできるものと考えてござい

ます。 

○菊池主任調査官 わかりました。 

○大村審議官 ほかにいかがですか。本件はよろしいでしょうか。 

 それでは、次の資料に行きたいと思います。 

 次は、資料2-3、これは絶縁低下についての補足説明ということです。よろしくお願い

します。 

○九州電力（重久） それでは、資料2-3、絶縁低下の補足説明資料を御覧ください。 

 これは第2回会合時に絶縁低下を御説明させていただいたときに、電気・計装設備につ

きましては、絶縁低下のほかに特性変化もあるということで、特性変化について説明をと

いう御指摘がございましたので、特性変化について御説明させていただきます。 

 それでは、1ページ目をお願いいたします。 

 まず、1で、特性変化についてはということで、ここでは保護リレーを具体例として説

明させていただきます。 

 保護リレー等の電気・計装設備は、長期的な使用に伴い接点部分の電気的摩耗、また、

回転軸とか軸受がございますので、機械的摩耗等によりまして、動作特性が変化する特性

変化を起こす可能性がございます。 
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 特性変化の可能性がある部位としまして、2の特性変化の対象部位というところに表に

してございますが、評価対象設備が左側にありまして、それぞれの部位、保護リレー、あ

と指示計、記録計云々ございますけど、こういったものを、特性変化があるということで、

評価書の中で評価してございます。 

 次のページをお願いいたします。2ページでございます。 

 今回、保護リレー（機械式）でございますが、一つの例としまして、メタクラを例にし

ますと、図にございますように、真ん中の上のほうにメタクラ盤がございますが、盤の中

に⑲ということで、機械式の保護リレーが配置されてございます。 

 次のページをお願いいたします。3ページでございます。 

 特性変化の事象の説明でございますが、保護リレー（機械式）は、回転機構部――これ

は回転軸、誘導円板、制御スプリング、可動接点でございますが――及び固定部として軸

受、駆動電磁石、制動マグネット、固定接点で構成されておりまして、長時間の使用に伴

い回転軸、軸受の機械的摩耗、接点部分の電気的摩耗、損傷等によりまして特性変化を起

こす可能性がございます。 

 健全性評価でございます。 

 保護リレー（機械式）につきましては、電気規格調査会標準規格に定めます1万回の耐

久試験を形式試験として実施してございます。 

 耐久試験の結果としましては、機構及び特性に異常を生じないことを確認しておりまし

て、また、保護リレーにつきましては屋内に設置されていることから、環境の変化の程度

は小さくて、短期間での急激な特性変化が生じる可能性は小さいものと考えてございます。 

 また、回転軸受部・摺動部に油やグリスを使用してございません。このことから、グリ

ス等の固着により誘導円板の動作特性が変化することは考えがたいというふうに考えてご

ざいます。 

 しかしながら、長期間の使用に伴いまして、先ほどもありましたが、回転機構部、あと

固定部の摺動部分及び接点部分に発生する、ごくわずかな摩耗や損傷により抵抗値が変更

することによりまして特性変化が生ずる可能性は否定できないというふうに評価してござ

います。 

 次のページ、4ページでございますが、3.2で、現状保全でございます。 

 保護リレー（機械式）の特性変化に対しましては、定期的に特性試験を行いまして、有

意な特性変化がないことを確認してございます。 
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 なお、特性試験の結果におきまして有意な変化が確認された場合におきましては、原因

調査等を行いまして、必要に応じて取りかえを行うこととしております。 

 総合評価でございます。 

 健全性評価結果から判断しまして、保護リレー（機械式）の特性変化の可能性は否定で

きませんが、特性変化につきましては、特性試験で検知可能でございまして、点検手法と

しては適切である。よって、現状保全（特性試験）を継続することで、健全性を維持でき

るというふうに考えてございます。 

 高経年化への対応でございます。 

 保護リレー（機械式）の特性変化につきましては、引き続き定期的に特性試験を実施し

ていくということにしてございます。 

 下の、なお書きでございますけど、先ほど1ページ目で特性変化の対象部位を一覧表に

してございましたが、それらに示します部位につきましても、保護リレー（機械式）と同

様に、全て屋内に設置されてございます。このことから、環境の変化は小さいと考えられ、

短期間で急激な特性変化が生ずる可能性は小さいものと考えてございます。 

 また、特性変化に対しましては、定期的に特性試験、校正試験または巡視点検による目

視確認等を行いまして、有意な特性変化がないことを確認してございます。また、これに

つきましても、必要に応じ、変化があれば調整・取りかえ等を行っております。 

 特性変化につきましては、以上でございます。 

○大村審議官 絶縁低下について補足説明をいただきましたが、この資料及び説明につい

て、何か質問等がありましたらお願いします。 

○池田主任調査官 規制庁の池田です。 

 特性試験に関して、ここでは保護リレー（機械式）について述べられています。なお書

きに言われておりますけれど、保護リレーに対して、もう一つ、静止型というのがござい

ます。 

 そうすると、ここのところの劣化のメカニズムは変わると思いますけれど、保護リレー

の静止型に関しても、同じような特性試験を実施して、それで保全をしていくということ

でよろしいんですよね。 

○九州電力（重久） 九州電力の重久です。 

 保護リレーは、おっしゃるとおり静止型でございますが、特性変化として設定位置が少

しずつずれたりするというのは、静止型も機械式も結果としては同じでございまして、そ
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れについては、特性試験をやりまして、それに基づいて何かがあれば取りかえ等をやると

いうことは、全く同じでございます。 

○池田主任調査官 規制庁、池田です。了解しました。 

○坂内調整官 すみません。規制庁の坂内ですけれども。 

 ちょっと耐久試験についてお聞きしたいんですけれども。1万回というのは、実際の運

用上、運用実績と照らすと、どの程度のインパクトがあるものなのか。どの程度の期間に

相当するのかとか、そういった御説明をいただければありがたいなというのと、定期的な

特性試験ということでございますが、大体、どの程度の頻度で定期的にされていらっしゃ

るのかというところをちょっとお聞かせいただければと思います。 

○九州電力（若松） 九州電力、若松でございます。 

 今、御質問いただきました耐久試験でございますけれども、本日、1万回の耐久試験と

いうことで御説明をさせていただきましたが、こちらは電気規格調査会の標準規格に定め

てございまして、年間、仮に120回の動作が行われた場合、それが15年間ということで、

それを5倍掛けまして、約9,000回を1万回ということで試験を実施してございます。 

 実際の発電所におけます保護リレーの動作につきましては、基本的には、ほとんど過電

流でありますとか不足電圧というものを検出することはございませんで、動作回数として

は、もう数回という程度かと考えてございます。 

 二つ目の御質問にございました点検の頻度でございますけれども、母線保護であります

とか、補機を保護する、それぞれ保護リレーによって役割が異なります。それぞれで、1

保全に1回、毎定検行うものと、それと2保全、2定検に1回ずつ保全を行うものということ

で、基本的には2保全に1回、もしくは1保全に1回の試験を行ってございます。 

 以上でございます。 

○坂内調整官 わかりました。ありがとうございました。 

○大村審議官 ほかに何かありますか。では、よろしいですかね、本件は。 

 それでは、次に参ります。 

 次は資料2-4ですが、コンクリートの強度低下と遮蔽能力低下について、幾つか指摘事

項なり質問があって、それをまとめて資料を作成していただいているということだと思い

ます。 

 では、資料2-4の説明をお願いします。 

○九州電力（藤岡） 九州電力の藤岡でございます。 



37 

 それでは、資料2-4に基づきまして、御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、めくっていただきまして、前回審査会合におきまして4点御指摘いただきました

内容が目次になってございます。 

 それでは、まず一つ目のほうから説明させていただきたいと思います。 

 2ページを見ていただきまして、こちらがコンクリートの熱による強度低下の評価にお

いて炉心領域部における温度制限値の保守性についてということで御説明をさせていただ

きたいと思います。 

 前回の審査会合におきましては、炉心領域部の温度解析の結果、評価の値が最大64℃と、

それに対して制限値が65℃ということで、制限値に対して余裕が小さいという結果になっ

てございます。この制限値につきましては、これから説明いたします大きく2点によって

保守性があるということを当社は判断しております。 

 まず一つ目が、こちらのページの下半分に書いてございます、a.コンクリートの物性に

ついてということでございますが、こちらはCCV規格――こちらは日本機械学会が出して

おります規格の中で、100℃以下ではコンクリートの圧縮強度等の低下は少ないというふ

うに記載がございます。 

 具体的には、こちらの四角で囲んでございますけれども、まず、一般にコンクリートの

温度が70℃程度では、基本的に特性に大きな影響を及ぼすような自由水が逸散するという

ことはないと。また、100℃以下では、コンクリートの圧縮強度の低下は少ないというふ

うに記載がございます。 

 なお、100℃を超しますと、コンクリート中の自由水が脱水し始めて、さらにこれが長

時間になりますと結晶水も脱水し始めると。さらに190℃付近では、ゲル状の結晶の中に

あります結晶水が次々と解放されて、脱水減少が甚だしくなり、特性に影響が出始めると

いうふうに記載がございます。 

 次の3ページをめくっていただきまして、こちらが二つ目の内容でございますけれども、

まず、長期間、加熱を受けましたコンクリートの物性変化ということで、こちらが長尾ら

が実施しております実験の結果になってございます。 

 コンクリートを幾つかの加熱温度で実験をやってございまして、この中でも110℃とい

う温度を与えたところで、非封緘状態と封緘状態いずれにおきましても、強度の低下は、

3.5年間加熱を行った中でも強度低下は見られないという結果になってございます。 

 以上の二つの内容をもちまして、この65℃という制限値については保守性があるという
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ふうに判断をしてございます。 

 続きまして、4ページに行っていただきまして、こちらが2点目でございますけれども、

気中帯、干満帯、海中帯という位置が取水構造物のところで設定されておりますけれども、

この具体的な根拠ということでございますが、前回審査会合におきまして、気中帯と干満

帯、海中帯につきましては、H.W.L.T(T.P.+1.38m)、それとL.W.L.(T.P.-1.72m)というと

ころを境界としまして、この三つの気中帯・干満帯・海中帯を設定してございます。 

 この内容につきましては、平成25年の7月に申請させていただいております「川内原子

力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書」の中で記載がございます。 

 具体的には、下の点線の四角で囲っておりますけれども、こちらが潮位ということで、

発電所の周辺海域の潮位というものにつきましては、鹿児島県による観測結果ということ

で、発電所の南南東約15kmにおける串木野漁港というところで測定を行っておりまして、

ここにおける朔望平均満潮位と朔望平均干潮位、それぞれをH.W.L.とL.W.L.ということで

設定をしてございます。 

 続きまして、3点目の御指摘、内容でございますけれども、こちらが、アルカリ骨材反

応と凍結融解等ということでございますけれども、前回の審査会合で御説明しておりませ

んでした劣化要因が四つございます。コンクリートの強度低下におきましては、アルカリ

骨材反応と凍結融解、それと化学的侵食、そして鉄骨構造におきましては風などによる疲

労ということで、それぞれについて、私どもは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はない事象というふうに判断をしてございます。 

 まず、一つ目につきましては、アルカリ骨材反応ということでございますけれども、こ

れにつきましては、まずどのようなメカニズムかというところでございますが、骨材中の

反応性シリカ鉱物とコンクリートのアルカリ成分によって反応を起こしてアルカリシリカ

ゲルを生成いたします。その生成したアルカリシリカゲルによりまして、膨張作用によっ

てひび割れ等が発生する。それによって健全性が損なわれる可能性があるというものでご

ざいます。 

 こちらにつきましては、当社の中では反応性試験、モルタルバー法による反応性試験を

実施しておりまして、コンクリートに使用されている骨材が反応性骨材ではないというふ

うに確認をしてございます。なお、定期的な目視点検も実施しておりまして、その中で、

アルカリ骨材反応に起因するようなひび割れ等がないということも確認してございます。 

 二つ目の凍結融解につきましては、こちらはコンクリート中の水分が0℃以下で凍結し、
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そして気温の上昇とか日射の影響を受けることによって融解すると。その作用を繰り返し

受けることで、コンクリートに応力が発生してひび割れが発生すると。それによってコン

クリートの健全性が損なわれる可能性があるというものでございます。こちらにつきまし

ては、日本建築学会が出しておりますJASS5、こちらのコンクリート工事における標準仕

様書の中で、凍害の危険度の分布図がございます。この中で、川内は「ごく軽微」である

というふうに当社としましては判断しておりまして、着目すべき事象でないというふうに

判断をしております。 

 続きまして、6ページに行っていただきまして、化学的侵食についてですが、こちらが

化学的侵食の中の侵食性物質（酸類やアルカリ類など）によって、こちらがコンクリート

に接触するとコンクリートが溶解、そして劣化等が生じます。 

 また、コンクリートに侵入した侵食性物質がセメントの組成物質と反応して、そして体

積膨張によりひび割れが発生したり剥離が発生するというようなものでございます。 

 こちらにつきましては、発電所の近くに温泉地、そしてあと化学工場、こういった有害

な化学物質を出すような影響がないというところから、着目すべき事象ではないというふ

うに判断をしてございます。また、酸性雨につきましては、雨水が長時間滞留して接触す

るようなことはないというふうに判断をしてございます。 

 それと、最後になりますけれども、風などによる疲労ということでございますが、こち

らはどういったメカニズムかというところになりますと、こちらの風によって繰り返し荷

重が継続的に鉄骨構造に働く。これによって、疲労による損傷とか疲労が蓄積されまして、

接合部の健全性が損なわれる。また、鉄骨部材の健全性も損なわれる可能性があるという

ものでございます。 

 こちらにつきましては、評価対象とします鉄骨構造物というものが、川内原子力発電所

におきましては屋内などに設置しているということから、風による共振現象に起因するよ

うな繰り返し荷重を受ける環境に設置されていないということで、着目すべき事象ではな

いというふうに判断をしてございます。 

 7ページに行っていただきまして、指摘事項の4番目の内容でございますけれども、炉心

領域部と原子炉容器サポート直下部の強度評価の解析の算出方法ということで、左側に図

面をつけておりますけれども、原子炉容器サポートと炉心領域部、それぞれ丸で囲んだ場

所が今回の評価対象部位ということで記載されております。 

 それぞれで評価の内容が異なってございます。 
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 まず、炉心領域部におきましては、評価の目的としましては、まずガンマ発熱によって

温度分布を評価し、制限温度の65℃を超えないということを確認するものでございます。 

 こちらが、具体的に評価の算出方法になりますけれども、その下に記載しておりますが、

計算コード、こちらを用いてまず最初にガンマ発熱量を求めます。そして、この①で求め

ましたガンマ発熱量をもとに、1次遮蔽の内外の温度分布を、熱伝導方程式を用いて解く

という形になってございます。 

 それと、もう一つの原子炉容器サポートにつきましては、ガンマ発熱、こちらに加えま

して、原子炉容器サポートからの伝達熱、こういったものを考慮して温度分布を評価して、

65℃を超えないということを確認するものでございます。実際の具体的な算出方法でござ

いますけれども、下に書いてございますが、(1)炉心領域部で求めましたガンマ発熱量分

布に加えまして、原子炉容器の内面温度であったり、あと1次冷却管内の温度、こういっ

たものを入力条件として温度分布を算出するという評価方法になってございます。 

 以上が指摘事項に対します回答内容となってございます。 

○大村審議官 それでは、ただいまの資料及び説明につきまして、質問等ありましたらお

願いします。 

○中野審査官 規制庁の中野です。 

 6ページの化学的侵食の理由のところですが、酸性雨について、雨水の滞留により長時

間接触することはないというふうにありますが、これは具体的にはどのような状況なので

接することがないというのか、具体的な説明をお願いいたします。 

○九州電力（藤岡） 九州電力の藤岡でございます。 

 化学的侵食における酸性雨の長期間接触することはないということに関する具体的説明

でございますが、実際に酸性雨が降ったときに、その酸性雨が実際に地中に一部浸透する

可能性があります。その地中の浸透した水分、地下浸透につきましては、地中の湧水排水

設備によって建屋内のピットに集められます。その集められた地下水は、モニタリングを

介して、そしてまた海のほうに放出するというふうに運用上なっておりますので、コンク

リートに水が長期間接するというようなことはないというふうに判断しております。 

 以上です。 

○中野審査官 規制庁の中野です。了解しました。 

○大村審議官 それ以外でいかがでしょうか。 

 私から1点。 
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 5ページのアルカリ骨材の反応のところなんですけども、一応、試験をやって、反応性

があるかないかというのを確認していると。こういう理解だと思いますので、試験の結果

については、これはヒアリングの場でもよろしいかと思いますので、どういう試験で、ど

うだったので、どういう評価でしたということは、これは事務局でも確認をしておいてい

ただければなというふうに思います。 

 それから、あともう一点、これは確認ですけども、6ページの鉄骨のところの風等によ

る疲労のところですが、これは理由のところで、繰り返し荷重を受けない環境に設置され

ているということなので、これは、そもそも、そういう事象が起こらないということだと

いうふうに理解をしてよろしいですか。 

○九州電力（藤岡） 九州電力の藤岡でございます。 

 今、2点ほど御質問をいただきましたけれども、まず1点目のアルカリ骨材反応の試験結

果につきましては、以前のヒアリングの中で、モルタルバー法の試験を、実際に試験の結

果については御説明させていただいておりまして、具体的には、骨材による膨張量が既定

の基準値の膨張量以下であるということを御説明させていただいております。 

 それと、2点目の鉄骨の疲労につきましては、おっしゃるとおり屋内などに設置されて

いるということで、疲労が発生するような場所ではないという判断でございます。 

○大村審議官 私から、もう一点だけ。 

 3ページのコンクリートの強度低下の保守性のところです。これは、実験値をもって強

度低下は見られないという結論になっていますが、ほとんどフラットになっているので、

そういうことを指しているのかなとも思いますが、ただ、最初の100％、これは残存比が

あって、これは全部数十度のレベルで100数十％ということなので、ということは、恐ら

く、その何割かは低下しているというふうにもグラフから見ると見えますが、これは強度

低下は見られないというふうな結論というか、評価をしている、その辺の判断というのは、

どういうところでこういう判断になるんでしょう。 

○九州電力（藤岡） 九州電力の藤岡でございます。 

 こちらの実験の内容から確認できる内容としましては、こちらの110℃の非封緘状態、

こちらの実験データを見ますと、コンクリートの性質としまして収束状態にあるというこ

とから、強度低下は、これ以上はないというふうに判断をしてございます。 

○大村審議官 ここの内容からすると、若干低下はするんだけども、一定レベルまで行く

と、もうそれ以上低下は起こらないと、こういう評価だということですね。 
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○九州電力（藤岡） そのとおりでございます。 

○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。 

 今の3ページのところの長期間加熱を受けたコンクリートの物性変化についてなんです

が、これは一つの、例えば材料ですと、中庸熱ポルトランドセメントとフライアッシュセ

メント、水セメント比が50％、骨材が玄武岩の砕石ということでの実験だと思うんですが、

これが御社の発電所のコンクリートと同じということは言えるんでしょうか。 

 その辺り、実際の発電所で使われているコンクリートとの違いがもしあるのであれば、

その辺りを、どういうふうに評価しているのかを御説明ください。 

○九州電力（藤岡） 九州電力の藤岡でございます。 

 こちらの実験を行っております条件の中で、異なる部分というところでございますけれ

ども、今回の中庸熱ポルトランドセメント、こちらは当社の川内1号炉では使用しており

ません。 

 あと、骨材につきましては、玄武岩の砕石というふうに記載がございますけれども、こ

ちらは安山岩の、河野村産の骨材を使っているという状況が異なる部分でございます。 

○平田検査官 ということは、セメント材料、それから骨材が違うんですが、それでもこ

の実験結果が適用できるということは、どのように考えたらよろしいんでしょうか。 

○九州電力（宮嶋） 九州電力の宮嶋でございます。 

 材料につきましては、一応、フライアッシュセメントにつきましても、ここに書いてあ

るように使ってございますので、それについては問題ないと考えてございます。 

 骨材につきましては、玄武岩の砕石ですが、同じように安山岩の砕石でございますので、

大きな影響はないというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○平田検査官 規制庁の平田です。 

 しつこいようですが、材料としては、中庸熱ポルトランドセメントは使われていない、

それから、骨材は玄武岩ではなくて安山岩という御説明だったというふうに思いますが、

それに対して、同じですという御説明なんでしょうか。 

 材料は違うんだけど結果は同じですということなんでしょうか。その辺りがちょっとよ

くわからなかったんですが。 

○九州電力（宮嶋） 九州電力の宮嶋でございます。 
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 材料につきましては、今、中庸熱ポルトランドセメントとフライアッシュセメントを使

ってございますこの試験結果でございまして、当社としましては、フライアッシュセメン

トを使ってございますので、材料としては、ほぼ同じというふうに考えてございます。 

 また、骨材につきましても、同じ砕石でございますから、この試験結果と当社で使って

いる砕石との違いによって大きな結果の相違があるというふうには考えてございません。 

○平田検査官 わかりました。 

 念のためですが、それが一般的なコンクリート業界といいますか、そういうところでの

一般的な認識という捉え方でよろしいんですね。 

○九州電力（宮嶋） 九州電力の宮嶋でございます。 

 そういう考えでございます。 

○平田検査官 わかりました。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 3ページの、今の同じグラフについて、再度確認させてください。 

 加熱時間に対する残存比ということで整理されてございますが、縦軸、残存比というの

は、凡例によると加熱開始前の圧縮強度に対する加熱後の圧縮強度比ということで、大き

くなればなるほど強度が増すというふうに理解しています。 

 したがって、このグラフによると、熱を加えれば加えるほど強度が上昇するというデー

タと理解できます。 

 また、大体110℃でやっていくと、400時間ぐらいでピークに達して、その後はほとんど

低下しないというふうに読み取れるんですが、先ほど九州電力で用いているコンクリート

とほぼ同様ということは、こういう傾向も同様というふうに理解してよろしいんでしょう

か。説明をお願いします。 

○九州電力（宮嶋） 九州電力の宮嶋でございます。 

 ほぼ同様な傾向を示すと考えてございます。 

 といいますのが、温度が高温になることによって未反応の水和が進行してきてございま

すので、温度が高くなれば、それだけ強度は上がっていくというふうに考えてございます。 

 それにつきましては、当社のコンクリートだろうと、この実験のコンクリートだろうと、

同じというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 
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 温度に対しては、それほどコンクリートは心配しなくていいデータであると理解させて

いただきます。 

 以上です。 

○大村審議官 では、それ以外に何かありますか。 

○小林審査官 規制庁の小林です。 

 今の3ページのグラフで、しつこいようで恐縮なんですけれど。 

 恐らく、解析の結果が64℃ということで出ているので、このグラフで言うと、多分、一

番条件で近いのは白三角の部分、65℃の封をしていない状態のものかというふうに思うん

ですが、3.5年のときのデータが隠れてしまっていて、これが低下傾向にあるのか、増加

傾向なのか、ちょっとわからないので、この白三角の3.5年のデータというのがどこに入

っているのかという、今わかれば教えていただきたいんですけれど。 

○九州電力（宮嶋） 九州電力の宮嶋でございます。 

 すみません。ちょっと確認させていただいて、御説明させていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。 

○小林審査官 承知いたしました。 

○大村審議官 それ以外にいかがですか。よろしいですか。 

 ないようですので、それでは次の資料に行きたいと思います。 

 個別の劣化事象ということですが、この資料は中性子の照射脆化についてということで、

資料2-5について説明をお願いします。 

○九州電力（石井） 発電本部の石井でございます。 

 それでは、右肩、資料2-5、高経年化技術評価（原子炉容器の中性子照射脆化）につい

て御説明させていただきます。 

 表紙をめくっていただきまして、まず目次のほうを御覧ください。 

 今回、原子炉容器の中性子照射脆化につきましては、六つの項立てで御説明させていた

だきます。 

 まず一つ目に、中性子照射脆化について、2.として評価点の抽出、3番目に健全性評価。

4番目に現状保全、5番目に総合評価、最後の6項目目としまして、高経年化への対応とい

う項立てで御説明させていただきます。 

 それでは、ページを移っていただきまして、2ページ目でございます。まず最初に、中

性子照射脆化というものに関して、簡単に御説明をここにまとめております。 
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 まず、炭素鋼、低合金鋼などのフェライト系材料、今回御説明します原子炉容器に関し

ましては、低合金鋼のフェライト系材料に該当しますが、高エネルギーの中性子の照射に

より、強度、硬さが増加し、延性、靱性が低下いたします。 

 また、原子炉容器の炉心領域部におきましては、中性子の照射とともに遷移温度の上昇

と上部棚の靱性が低下することは広く知られておりまして、これを中性子照射脆化と呼ん

でおります。 

 ここで、遷移温度と上部棚というものが出てきましたので、そちらについて簡単に御説

明いたします。 

 金属材料の破壊形態は温度などに依存し、高温においては延性破壊を生じます。しかし、

温度の低下に伴い延性破壊から非延性破壊へ、破壊形態が変化（遷移）する温度を遷移温

度と、ここでは関連温度と言っております。また、遷移温度より高温側の延性破壊を生ず

る領域を上部棚と既定してございます。 

 今回の本審査会合におきましては、原子炉規制委員会「実用発電用原子炉施設における

高経年化対策実施ガイド」及び日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基

準」に既定されています「原子炉容器の中性子照射脆化」について具体的な評価内容を今

回説明させていただきます。 

 ページをめくっていただきまして、3ページ目を御覧ください。 

 2項目目としまして、評価点の抽出を御説明させていただきます。 

 中性子照射量が高いほど関連温度が上昇し、また上部棚吸収エネルギーが低下いたしま

すので、以下のとおりプラント運転開始後60年時点での中性子照射量が1×1017n/cm2を超

える部位を対象としまして評価点を抽出し、中性子照射脆化に対する評価を実施いたしま

した。 

 まず、評価点につきましては、炉心領域の下部胴を対象といたしました。 

 こちらにつきましては、炉心に一番近く、中性子照射脆化に対して評価上一番厳しい箇

所となります。 

 実際に、下部胴内表面での中性子の照射量でございますが、第21回定期検査時点で4.0

×1019n/cm2程度になります。また、運転開始後60年を想定したときには、9.9×1019n/cm2

程度になることが予想されます。 

 次に、ここで評価点として炉心領域の下部胴を対象としましたが、下部胴以外に中性子

照射量1×1017、この1×1017というのが、規格上、17乗を超えるところを評価しなさいと
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いうのがありますので、その数字でございます。1×1017n/cm2を超える部位として、上部

胴（出入口管台を含みます）、またトランジションリングの一部が該当いたしますが、炉

心の有効高さを直接囲んでいる下部胴と比較して中性子照射量が低いことから、今回は炉

心領域の下部胴を対象として評価を実施してございます。 

 このページの3ページ右側のほうには、原子炉容器の鳥瞰図を載せてございます。 

 また、本体胴の主な仕様としまして、材料・使用条件をこちらに記載してございます。

鳥瞰図の下のほうには、中性子照射脆化に影響を与える化学成分、今回の下部胴の試験片

の化学成分の母材、溶接金属部の化学成分を記載しております。 

 なお、今回、評価に使います試験片というのは、ここの鳥瞰図でございます下部胴を対

象といたしますが、これよりもさらに炉心領域に近いところに設置されておりまして、下

部胴よりもさらに大きな中性子照射量を受けるものでございます。その照射試験片（テス

トピース）をもとに評価を実施してございます。 

 それでは、ページを移っていただきまして、4ページ目のほうを御覧ください。 

 3項目目としまして、健全性評価に移ります。 

 まず、3-1といたしまして、監視試験結果でございます。 

 第4回までの監視試験結果を表のところにまとめてございます。 

 初期値、照射前の照射前データから第1回、第2回、第3回、第4回の原子炉容器本体胴の

中性子照射脆化に対する監視試験結果を記載してございます。 

 こちらの表におきまして、御覧いただいてわかりますとおり、関連温度を御覧ください。

母材、溶接金属、熱影響部、それぞれ御確認いただきますと、母材のところが一番関連温

度が高いので、今回、関連温度を代表するのは、この母材を代表として評価を実施してご

ざいます。 

 なお、中性子照射量のところにEFPYという記載がございますが、こちらは内表面から板

厚1/4深さでのEFPYでございまして、EFPYというのは、定格負荷相当年数、定格出力で連

続運転したと仮定して計算した年数で記載してございます。 

 第4回でまいりますと、中性子照射量9.2×1019n/cm2の照射に対しまして、これが運転

82EFPY相当の値となっております。 

 それでは、ページをめくっていただきまして、5ページ目のほうを御覧ください。 

 次に、3-2といたしまして、関連温度評価のほうを御説明させていただきます。 

 日本電気協会の「原子炉構造材の監視試験方法（JEAC4201）」、以下、JEAC4201と呼ば



47 

せていただきますが、このJEAC4201の国内脆化予測法による関連温度予測値と監視試験結

果から、当該部位の中性子照射脆化は、予測法にマージンを見込んだ値を逸脱しておりま

せんで、特異な脆化は認められてございません。 

 右の表のほうに、原子炉容器本体胴（炉心領域部）でございますが、こちらの中性子照

射脆化に対する関連温度及び上部棚吸収エネルギーの予測値を記載してございます。第21

回定期検査時の中性子照射量及び関連温度の値、あと運転開始後60年相当での中性子照射

量と関連温度の値を記載してございます。 

 こちらの国内脆化予測法による関連温度の予測値を今御説明させていただきましたが、

中性子照射脆化に対する関連温度国内脆化予測法による予測と監視試験の結果の関係を、

今度は、次頁、6ページのほうで御説明させていただきます。 

 では、6ページ目のほうを御覧ください。 

 こちらのほうに、中性子照射脆化に対する関連温度の国内脆化予測式による予測と監視

試験結果、母材の分でございますが、こちらの結果を記載してございます。 

 左の表におきましては、中性子照射量に対しますΔRTNDTの実測値とRTNDTの計算値の差を

記載しておりますが、御覧になってわかるように、いずれともマージンの中に十分入って

おり、特別、特異な点はございませんでした。 

 また、右のほうには、中性子照射量に対する関連温度との値を、マージンを踏まえた値

でグラフを引いてございます。 

 それでは、ページをめくっていただきまして、7ページ目のほうを御覧ください。 

 次に、3-3、上部棚吸収エネルギーの評価結果でございます。 

 国内プラントを対象といたしまして、上部棚吸収エネルギーの予測式を用いて運転開始

後60年相当での上部棚吸収エネルギーの予測値を評価してございます。 

 その結果、日本電気協会の「原子力発電用機器に対する破壊靱性の確認試験方法」、以

下JEAC4206と呼ばせていただきますが、こちらに要求がございます68Jという値を十分満

足しており、十分な上部棚吸収エネルギーがあることを確認してございます。 

 結果としましては、こちらの表に書いてございますとおり、川内1号炉の上部棚吸収エ

ネルギーの予測値ということで、母材のところを御確認いただきますと、初期値195に対

しまして、21回定期検査時161J、運転開始後でも156Jと、十分な上部吸収棚エネルギーが

あることが確認できます。68J以上を十分満足していることが、こちらの表で御確認でき

ると思います。 
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 それでは、8ページ目のほうに移ります。 

 3-4、加圧熱衝撃事象の評価を実施してございます。 

 JEAC4206には加圧熱衝撃(Pressurized Thermal Shock)――PTSと申しますが、このPTS

評価手法に基づいて川内1号炉の原子炉容器本体の胴部の材料の評価を実施してございま

す。 

 なお今回、この評価手法におきましては、JEACでは最大仮想欠陥深さ10mmのところの中

性子照射量で評価するようにしてございますが、今回の評価におきましては、保守的に原

子炉容器下部胴内表面の中性子照射量を使用してございます。下部胴内表面の中性子照射

量のほうが最大仮想欠陥深さ部の中性子照射量より十分大きいので、保守的な値としてそ

ちらを用いてございます。 

 なお、PTS事象につきましては、小破断LOCA、大破断LOCA、主蒸気管破断事故を対象と

してございます。 

 また、材料の靱性低下の予測につきましては、国内脆化予測法を用いて、実測のK1Cデ

ータを運転開始後60年時点まで温度軸に対してシフトさせます。その予測破壊靱性

（K1C）の下限を包絡した以下のK1C曲線をまず設定いたします。 

 こちらのK1C曲線の設定の際に使います式が、ここに書いてある式でございます。JEAC

に規定されています式でございます。 

 この式に基づきまして、川内1号炉を評価しました結果、まずTPは第21回定期検査時点

――TPと申しますのが、評価時期、このK1C曲線を設定する際にそれぞれプラント個別で定

まる値でございますが、第21回定期検査時点で38℃、運転開始60年時点で66℃という数字

を得ております。 

 健全性評価の結果としましては、K1C下限包絡曲線とPTS状態遷移曲線（応力拡大係数

K1）を比較し、K1Cが応力拡大係数K1より大きいことを確認することが評価のやり方でござ

います。 

 この結果を次のページに記載しておりますので、次のページ、9ページのほうを御覧く

ださい。こちらに結果を記載してございます。 

 初期亀裂を想定しても、運転開始後60年時点におきまして、破壊靱性に対する抵抗値を

示すK1C曲線は、応力拡大係数K1で示すPTS状態遷移曲線を上回っていることから、靱性破

壊は起こらないという評価結果を得ております。 

 具体的に、下の図を見ていただきまして、下のほうにK1、大破断LOCA、小破断LOCA、主
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蒸気管破断の冷却に厳しいケースと再加圧に厳しいケース、それぞれのK1の値の曲線が引

いてあると思います。 

 このK1曲線に対しまして、左肩のほうに、今度は第21回定検までの下限包絡曲線K1Cと、

60年時点でのK1Cの下限包絡曲線を記載しておりますが、どちらも十分離れており、K1CがK1

を上回るという結果をこちらのほうで表してございます。 

 以上が、健全性評価でございまして、次に、10ページ目のほうを御覧ください。 

 次に、4.現状保全を記載してございます。 

 まず、一つ目でございますが、胴部、炉心領域部でございますが、こちらは、材料の中

性子照射による機械的性質の変化につきましては、JEAC4201に基づいて計画的に監視試験

を実施し、将来の破壊靱性の変化を先行で把握してございます。 

 なお、今回、川内1号炉につきましては、当初、カプセルを6体挿入してございましたが、

現在までに4体のカプセルを取り出して将来の運転期間に対する脆化予測を行い、今回、

原子炉容器の健全性の評価を実施いたしました。 

 二つ目に、監視試験結果から、JEAC4206に基づき、運転管理上の制限として加熱・冷却

運転時に許容し得る温度・圧力の範囲を定めまして、――これを「加熱冷却時制限曲線」

と呼びますが――及びRCS漏えい試験のときの耐圧漏えい試験温度を設けて運用してござ

います。 

 また、原子炉容器に対しましては、定期的に溶接部の超音波探傷検査、－－ISIでござ

いますが、－－こちらを実施しまして、欠陥は検出されてございません。至近実績で申し

ますと、2004年度に実施いたしました第16回定期検査で、RVの溶接部に関しまして超音波

探傷検査を実施してございます。 

 では、ページをめくっていただきまして、最終ページの11ページ目を御覧ください。 

 5.総合評価でございます。 

 健全性評価結果から判断いたしまして、現時点の知見において、胴部（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可能性はないと考えてございます。胴部材

料の機械的性質の予測は監視試験により把握可能でございまして、また、有意な結果がな

いことも、先ほど御説明しましたとおり超音波探傷検査により確認してございますので、

保全内容としては適切と考えてございます。 

 なお、冷温停止状態におきましては事象の進展が考えにくいことから、今回の評価で十

分保守的な評価であり、冷温停止においては健全性に影響はないと考えてございます。 



50 

 では、最後に、6項目目の高経年化への対応でございますが、現在、関連温度上昇に対

する予測精度向上のため、新しい脆化予測法の検討が進められてございます。胴部の中性

子照射脆化に関しましては、現状保全項目に加えて高経年化対策の観点から、長期保守管

理方針として関連温度上昇に対する精度向上が図られた脆化予測式が定められれば、こち

らに基づいて、さらに評価を実施していくということで、長期保守管理方針を定めてござ

います。 

 以上が、今回、川内原子力発電所1号炉におきます原子炉容器の中性子照射脆化に関す

る評価結果でございます。 

 以上です。 

○大村審議官 原子炉容器の中性子照射脆化について、説明をいただきました。 

 これについて、質問等がありましたら、お願いします。 

○北條調査官 規制庁の北條です。 

 使用材料及び環境の同定と、あと、健全性評価の前提条件の確認という観点から質問さ

せていただきたいと思います。 

 まず、3ページ目の下のほうに、中性子照射量が1×1017n/cm2を超える部位として、上部

胴とトランジションリングの一部が該当するとありますが、これらに対して運転開始後60

年時点での関連温度というのが確認されているか。 

 それと、この関連温度というのは、下部胴の関連温度と比べてどの程度低いのかという

ことをお願いします。 

○九州電力（石井） 発電本部の石井でございます。 

 今、御質問がございました上部胴及びトランジションリング1×1017n/cm2を超える部位

に関しましては、関連温度等の確認はしてございまして、十分、下部胴に対しまして、下

部胴を代表とすることで妥当だという確認はしてございます。 

○北條調査官 わかりました。 

 続けて、何点かあるので、よろしいでしょうか。 

 同じ観点から質問させていただきます。 

 3ページ目の右下にある、「中性子照射脆化に影響を与える化学成分」という表があり

ますが、下部胴というのが3枚で構成されると鳥瞰図にありますが、この化学成分の鋼材

を選んだ考え方など、説明をお願いします。 

○九州電力（石井） 発電本部の石井でございます。 



51 

 評価対象となります下部胴の選定につきましては、建設当時の告示とか規格を用いまし

て、そこに規定されている内容に沿って代表を選んでございます。 

○北條調査官 わかりました。 

 同じ表なのですが、こちらは、「下部胴（試験片）」と括弧書きで書いてありますが、

鋼材メーカーから材料証明書、いわゆるミルシートというものが提出されていると思いま

すが、それとの関連はどういうふうになっているでしょうか。 

○九州電力（石井） 発電本部の石井でございます。 

 今回、評価に用いています化学成分につきましては、照射試験片を製作しましたときの

化学成分値を用いてございます。 

○九州電力（中牟田） 発電本部の中牟田です。 

 ちょっと補足説明をいたしますと、まず、製鋼メーカーのほうで鋼材をつくりまして、

そこでも一旦、化学成分の分析をして、ミルシートというものがございます。その鋼材を

今度はプラントメーカーのほうに持ち込みまして、そこで原子炉容器のほうに使います材

料として成形加工とかをしていくんですけども、そこで試験片をつくるようにしてござい

ます。 

 なおかつ、そこで、溶接という作業もプラントメーカーのほうでやりますので、試験片

については、母材の単品のものと、あと、溶接したような試験片もつくるということでご

ざいます。当社の場合は、プラントメーカーのほうで母材の試験片、あと、溶接した試験

片もつくりますので、同じタイミングで同じ手法で化学成分分析をしたデータを使うのが

いいと思いまして、下部胴の試験片の材料をここに記載しているということでございます。 

 以上です。 

○北條調査官 了解いたしました。 

 続きまして、規制庁の北條ですが、5ページの関連温度の評価の表なのですが、これは、

つまり、プラントメーカー、試験片の化学成分で計算した結果だと思うんですが、鋼材メ

ーカーの材料証明書のほうで計算すると、どういった数値になるでしょうか。 

○九州電力（石井） 発電本部の石井でございます。 

 御指摘のとおり、こちらのデータは試験片の評価でございますが、工場のミルシートの

値を用いましても、ほとんど変わらない結果を確認してございます。 

○北條調査官 了解しました。 

 最後、一つ、8ページの加圧熱衝撃事象の評価でございますが、K1Cの曲線を温度シフト
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させると思いますが、その際に、関連温度の移行量というのを計算していると思います。

その計算に用いている中性子照射量というのは、内表面の中性子照射量を用いた計算結果

を使用しているという理解でよろしいでしょうか。 

○九州電力（石井） 結構です。 

○九州電力（中牟田） 九州電力、中牟田です。 

 先ほど石井のほうから、8ページの説明のときに、欠陥深さ10mmを仮定するというのが

規定でありますけども、一応、保守的に内表面の線量でやったと、そういうことでござい

ます。 

○北條調査官 了解しました。 

○船田技術参与 規制庁の船田です。 

 健全性評価に使う照射量の妥当性という面から、2点質問します。 

 1点目は、60年相当の末期の照射量を計算するときに、設備の稼働率というのが要ると

思うんですけども、それをどういうふうに設定しているかということ。 

 例えば、従来は80％程度で推移していたと思うんですけど、最近、この二、三年とまっ

てきているのと、それから逆に、熱出力一定で動かすと100％を超えるときもあります。

今後、そういうことも増えてくると思うんですけども、それをどういうふうに考慮して決

められたのかというのが一つ。 

 それから、もう一つは、照射量を決めるときに、計算と、それから、実験、実測値とい

うのがあると思うんです。ここでは特にサーベイランス監視試験片を4回行われていまし

て、それぞれに照射量というのが計算、あるいは測定されて出てきていると思うんですけ

ども、その値を使って、例えば、60年運転時の照射量を計算した場合に、今回、この計算

で使われている照射量とどういう関係にあるか。例えば、今回のほうが、従来の実績から

見て、そういう監視試験の実績から見て安全側に決められているとか、あるいはばらつき

をどう考えて決められているとか、そういうことがありましたら、説明をお願いいたしま

す。 

○九州電力（石井） まず、一つ目の稼働率の設定でございますが、今回、稼働率を設定

するに当たりましては、21回プラント停止までは実績の値で計算してございまして、その

後は100％――実際はあり得ないんですけども、100％をずっと連続、定検もなしで連続運

転するという十分保守的な値で稼働率を設定してございます。 

○九州電力（中牟田） 九州電力の中牟田です。 
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 二つ目の御質問で、実際の試験片の照射量と、計算で求めた照射量の差異については、

基本的には大きな差はないと考えているんですが、ちょっと一度確認させていただきたい

と思います。 

○船田技術参与 了解いたしました。 

○大村審議官 それ以外にいかがでしょうか。 

 私のほうから一つちょっと質問があるのですけども、4ページの監視試験結果の中で上

部棚吸収エネルギーのところなんですけれども、この数値を見ると、第1回、2回、3回、4

回で、でこぼこになっているというか、上昇したり下降したりしている。ほかの関連温度

なんかを見ると大体の傾向があって、ずっと下がるとか、上がるとかがあるんですけども、

この上部棚吸収エネルギーのところの母材、この1、2、3、4、それから、溶接金属のとこ

ろの第3回と第4回も、これは単純に見ると、数値が1回減ってまた上がっているように見

えます。この辺りは、どういうふうに原因とかを考えておられるのか。 

 これは精度の問題なのか、試験片ももちろん違いますから、試験片による差であるとか、

いろんな理由が考えられるとは思うんですけども、どういうふうに考えておられるでしょ

うか。 

○九州電力（石井） 発電本部の石井でございます。 

 今、御指摘いただいたとおり、若干ばらつきはございますが、規定の60、80に対しては

十分規定値を上回っておりますので、健全性としては問題ないところでございます。今、

御指摘いただいたとおり、やっぱりシャルピー試験をやりますので、若干の、そういうば

らつきが出てまいりますけれども、実際、JEACで要求されています上部棚60、80、これに

対しては十分な値を得ておりますので、健全性等は確保されていると考えてございます。 

○九州電力（中牟田） 九州電力の中牟田です。 

 審議官が御指摘の、データがちょっと、やっぱりでこぼこがあるように見えるんですけ

ども、シャルピー衝撃試験ということで、我々のほうでは若干、そういうきれいな、例え

ば一定とか、ずっと同じように低下傾向になっていないというのはあるんですけども、先

ほど石井が言いましたように、シャルピー衝撃試験という、そういう試験の特性上、若干

こういうばらつきがあるのかなという感じで見てはいるところでございます。 

○大村審議官 判断基準の数値からは随分離れているので、それに影響することはないと

思いますけど、念のためということでお聞きしました。 

 それから、一つ、これはお願いですが、今のこの試験結果と、それから、5ページのほ
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うの運転開始後60年時点での関連温度の評価みたいなものが出ていて、十分に余裕がある

という整理だと思うんですけれども、ちょっとこれは、要するに数値として非常に見づら

くて、単に数値だけなので、通常、照射量に応じて、どの辺りで、温度とか、その辺りの

変化があって、現在、どの辺り、それから、60年後にどの辺りという、よく使っているグ

ラフがあると思うんですけども、これをグラフ化していただけないかと思います。 

 どの時点なので、どういう評価なのかというところを、少しわかりやすくそこら辺りを

示していただけるとありがたいなと。 

 大丈夫だとは思うんですけど、ちょっとそこだけ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。 

 確かに、おっしゃるとおり、数字ばかり並べていて、ちょっとそういうトレンドという

か、そういうのが見にくくなっていますので、どういうまとめ方をするのがわかりやすい

かというのを考えて御提示させていただきたいと思います。ちょっとお時間をいただきた

いと思います。 

○大村審議官 それ以外に、何か質問等はありますか。 

○北條調査官 規制庁の北條です。 

 7ページの上部棚吸収エネルギーの評価なのですが、ここでは母材しか書いていないん

ですが、溶接金属のほうは母材よりも高い数値が予測されているというふうに考えてよろ

しいでしょうか。 

○九州電力（石井） すみません。高いはずだったんですけど、ちょっと数値を一度確認

させていただきたいと思います。 

○大村審議官 すみません。ちょっと参考までに一つだけ教えてください。 

 試験片なんですけども、第1回、2回、3回、4回とあって、これを取り出した時期なんで

すけど、年単位で結構なんですが、いつごろだったか、1回、2回、3回、4回だけ教えてい

ただけますか。 

○九州電力（中牟田） 九州電力、中牟田です。 

 取り出した時期でございますけど、まず、第1回の取り出し時期でございます。これが

第1回定検で昭和60年でございます。 

 第2回の取り出し時期が、第5回定検の平成2年でございます。 

 第3回取り出し時期が、第12回定検の平成11年でございます。 

 最後、第4回の取り出し時期ですけれども、第19回定検の平成20年でございます。 
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 以上でございます。 

○大村審議官 ありがとうございました。 

 じゃあ、それ以外に何かありますか。よろしいですか。 

 それでは、ないようですので、次に行きたいと思います。 

 次は資料2-6ですが、一応、その他事象ということであります。じゃあ、この資料につ

きまして、説明をお願いします。 

○九州電力（吉海） 九州電力の吉海です。 

 それでは、資料2-6、その他事象について説明します。 

 1枚めくっていただいて、目次ですが、資料の構成としましては、1.で、審査会合にお

けるその他事象の代表事象の選定についてまとめています。そこで三つの選定を行いまし

て、2.で、応力腐食割れ、3.で、腐食（流れ加速型腐食）、4.で、主軸のフレッティング

疲労割れについて、まとめております。そして、5.で、その他事象評価結果として、こち

らにまとめております。 

 ページをめくっていただいて、1.審査会合におけるその他事象の代表事象選定として、

経年劣化事象のうち、主要6事象以外の事象、その他の事象について、高経年化対策に関

する評価を実施しております。 

 主要6事象とは、低サイクル疲労、中性子照射脆化、照射誘起型応力腐食割れ、2相ステ

ンレス鋼の熱時効、電気・計装品の絶縁低下、コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下

を示します。代表事象の選定として、審査会合で説明するその他事象については、説明対

象の網羅性及び国内外でのトラブル事例などを考慮して三つの事象を選定しました。 

 一つ目は、応力腐食割れ(SCC)を選定しました。 

 選定理由としましては、多数の機器で発生している。重要度が高い機器で発生している。

国内外でのトラブル事例があることから選定しました。 

 二つ目は、腐食の流れ加速型腐食で、選定理由としましては、高経年化技術評価対象設

備におけるクラス3のうち、高温・高圧に該当する機器である炭素鋼配管で主に発生して

います。 

 高経年化技術評価の審査対象機器は、重要度分類が1、2、3及び常設重大事故設備と、

クラス3のうち、高温・高圧環境下にある機器が対象となっております。 

 これまでの審査会合においては、審査対象機器のうち、重要度の高い機器を中心に説明

してきましたので、説明対象の網羅性をここで考慮しております。また、国内外でのトラ
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ブル事例もあることから、二つ目として選定しました。 

 三つ目は、フレッティング疲労割れで、選定理由としましては、断続的運転と比べて、

冷温停止状態が維持された場合、機器にとって厳しくなる事象であり、今回の高経年化技

術評価は、断続的運転と冷温停止状態の二つの評価を実施しております。 

 今までの審査会合において断続的運転を中心に説明してまいりましたので、冷温停止状

態の評価も説明すべきと判断したことから、今回、選定しております。また、国内外のト

ラブル事例もあることから、三つ目として選定しております。 

 次のページに行きます。 

 2.応力腐食割れについて説明します。 

 審査会合における代表機器の選定です。 

 まず、事象としては、図2-1に模式的に示しますように、材料、応力、環境の3因子が重

畳したときに発生することで知られております。 

 これらを踏まえ、ステップ1として、応力腐食割れが想定される対象機器を抽出し、全

てについて評価を実施しました。 

 ステップ2として、評価対象機器を使用環境、材料に応じグループ化を行い、設備の重

要度が高く、使用条件（温度、圧力が厳しい）などを考慮して、グループ内代表機器を選

定しています。 

 選定結果を4ページの表2-1に示しておりますが、表の構成としては、左側より、材料と

して3種類、事象として5種類で、その事象の概要、グループ内代表機器、想定部位に整理

しています。 

 600系ニッケル基合金につきましては、温度が高いほど発生時間が短くなる現象であり、

グループ内代表機器は原子炉容器で、600系ニッケル基合金使用部位が対象となります。 

 ステンレス鋼では高温水におけるSCCの事象があり、管理された水質環境ではSCCの発生

の可能性は極めて小さいが、閉塞滞留部は溶存酸素が存在する場合があり、加圧器などで

の発生を想定しています。 

 機械加工等による表面硬化層では、蒸気発生器管台とセーフエンドにおいて高い残留応

力が発生し、進展しており、かたさの上昇とともに進展速度が増加する事象で、想定部位

は蒸気発生器の管台セーフエンドが挙げられます。 

 塩化物によるSCCにおいては、塩化物の付着・濃縮で発生し、想定部位は液体廃棄物処

理系統弁などが挙げられます。 
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 低合金鋼のSCCでは、湿り雰囲気部位で使用されている高圧タービンなどが挙げられま

す。 

 3ページに戻っていただいて、ステップ3で、これらの部位のうち、重要度が高く、温度

条件が最も厳しい原子炉容器を審査会合における代表機器として選定し、原子炉容器600

系ニッケル基合金に発生するSCCについて説明します。 

 5ページ目に移っていただいて、健全性評価として、適用規格は、SCCに関連した適用規

格はございませんが、原子力安全・保安院指示文書の「発電用原子力設備における破壊を

引き起こすき裂その他の欠陥の解釈について」を適用し、保全を行っております。 

 事象に対する評価として、600系ニッケル基合金のSCCの発生要因としては、材料、応力、

環境の3要因が考えられ、運転時間が経過すると顕在化してくる時間依存型の損傷です。 

 現状の知見としては、材料で、1次系水質環境下でSCCの感受性を有していることが知ら

れております。 

 応力では、高温純水環境で材料に溶接残留応力や内圧による応力が加わった場合に発生

し、応力が高いほど破断時間が短いとされております。 

 環境では、十分な水質管理を行っており、水環境の悪化は考えられないが、温度が高い

ほど発生する時間が短くなることで知られております。 

 6ページ目で、原子炉容器の600系ニッケル基合金使用部位の健全性評価を整理しており

ます。 

 表の構成としましては、左側に600系ニッケル基合金の使用部位全てを記載しておりま

す。 

 運転条件としては、温度がT-Hot（321.1℃）を「高」と定義し、T-Cold（283.6℃）を

「低」と定義しています。 

 応力では、炉内計装筒は40kg/mm2、その他の部位については30kg/mm2を基準とし、基準

よりも高い場合は「高」、低い場合は「低」と定義し、整理を行っております。 

 なお、試験結果より、「低」ではSCCは発生しないことが確認されています。 

 次に、国内外事象の有無について整理し、健全性評価を記載しております。 

 評価結果として、母材のAの炉内計装筒では、運転条件で、温度が「低」、応力が

「高」となっていますが、健全性評価として、第17回定検でウォータージェットピーニン

グによる予防保全的措置を実施していることから、発生の可能性は十分低いと評価してお

ります。 
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 このウォータージェットピーニングとは、600系ニッケル基合金使用部位に高圧水によ

る衝撃を金属表面に与え、残留応力の低減緩和を行うものです。 

 次に、母材B、炉心支持金物では、運転条件が、温度と応力ともに「低」であることか

ら、可能性は十分低いと評価しております。 

 なお、その他の部位で応力が「高」の部位については、ウォータージェットピーニング

を行っていることから、発生の可能性は十分低いと評価しております。 

 次のページに移ります。 

 次に、現状保全として、保安院指示文書に指示されている点検頻度、超音波探傷検査、

浸透探傷検査、漏えい検査及びベアメタル検査の供用期間中検査を実施し、検出されてお

りません。また、漏えい試験を実施し、耐圧部の健全性を確認しております。 

 また、応力条件が厳しい炉内計装筒母材部及び溶接部、出口管台継手及び入口管台継手

については、第17回定検で施工前の確認として渦流探傷検査、目視確認を実施した上で、

ウォータージェットピーニングによる応力緩和を施工しております。 

 予防保全の適用、取替えの概要として、ウォータージェットピーニング以外に、耐SCC

材を採用した取りかえ工事として、第19回で耐応力腐食割れ性に優れた690系ニッケル基

合金を用いた蒸気発生器、原子炉容器上ぶたに取りかえを実施し、第20回定検で、加圧器

管台溶接部についても690系ニッケル基合金による溶接に変更をしております。 

 次のページで、総合評価として、応力腐食割れについては、超音波探傷検査及び漏えい

検査などにより検知可能であり、点検手法は適切であると考えます。よって、現状保全を

継続することで健全性を維持できると考えております。 

 なお、冷温停止状態においては、一次冷却材温度が低温で維持されていることから、事

象の進展が考えがたく、健全性に影響はないと考えております。 

 高経年化への対応では、保安院指示文書に指示されている手法・頻度で超音波探傷検査、

浸透探傷検査、漏えい検査及びベアメタル検査の供用期間中検査を実施することとしてお

ります。 

 代表機器以外の評価ですが、現状保全を継続していくことにより、健全性を維持できる

ことを確認しております。代表機器以外の評価対象機器は、先ほどの4ページ目の表2-1に

示します機器で、ステンレス鋼であれば加圧器、蒸気発生器などがあり、低合金鋼では高

圧タービンなどが挙げられます。 

 その評価結果としては、ずっと飛びますが、21ページ目です。こちらに記載しておりま
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すが、まず、こちらの表は、主要6事象以外のその他事象について、抽出して記載してお

ります。左側より劣化事象、対象機器を記載し、技術評価として健全性評価、現状保全、

総合評価、高経年化への対応の順に記載しています。 

 先ほどのSCCの代表機器以外の評価としましては、左側の列の2段目で、ステンレス鋼の

内面からの応力腐食割れ、対象機器は蒸気発生器、加圧器などで、健全性評価として、適

切な水質管理を行っていることから、応力腐食割れが発生する可能性は小さいと考えるが、

内面からの応力腐食割れの発生は否定できないと評価して、定期的な超音波探傷検査を実

施し、健全性を維持できると評価しております。 

 ちなみに、蒸気発生器は取りかえを行っており、製作時に超音波ジェットピーニングを

管台セーフエンドに実施し、応力腐食割れ対策を実施しております。 

 そのほかのSCC事象としまして、3番目にステンレス鋼の外面からの応力腐食割れ、4番

目に低合金鋼の応力腐食割れを記載していますが、現状保全を継続することにより健全性

を維持できると評価しております。 

 9ページに戻っていただいて、腐食（流れ加速型腐食）について説明します。 

 審査会合における代表機器の選定で、まず、事象として、高温水または二相流体を内包

する炭素鋼配管では、エルボ部、分岐部、レジューサ部などの流れの乱れが起きる箇所で、

流れ加速型腐食により減肉が発生する可能性があります。 

 これらを踏まえ、ステップ1で、炭素鋼配管母管の流れ加速型腐食が想定される対象機

器を抽出し、全てについて評価を実施しております。 

 ステップ2として、評価対象機器を使用環境の内部流体などに応じグループ化を行い、

設備の重要度が高い、使用条件（温度、圧力が厳しい）などを考慮してグループ内代表機

器を選定しております。 

 結果を次のページの表3-1に示しますが、左側より、材料、内部流体、設置場所、機器

名称に整理しまして、重要度では「MS-1」と「高」に分類しています。 

 この「高」についてですが、「高」については、最高使用温度が95℃を超え、または最

高使用圧力が1,900kPaを超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス3の機器を

示しております。使用条件としては最高使用圧力・温度を整理しておりまして、グループ

内代表機器については、内部流体が蒸気で、重要度が高く、圧力・温度が高い主蒸気配管

を選定しています。あと、内部流体が、給水については、重要度が高く、圧力・温度が高

い主給水系統配管を選定しております。 
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 前の9ページに戻っていただいて、ステップ3として、グループ内代表機器は主蒸気系統

配管と主給水系統となっていますが、使用条件で最高使用圧力が最も厳しい主給水系統配

管を審査会合における代表機器として選定しました。 

 続いて、11ページ目になります。 

 適用規格と社内指針として、管理指針に定めた内容に従い、試験対象系統及び部位や試

験実施時期などの考え方を反映した「配管肉厚管理要領書」（社内文書）に基づき、配管

減肉の管理を実施しております。 

 管理指針は、「原子力設備2次系配管肉厚管理指針」が平成2年5月に定められて、運用

しておりましたが、美浜3号炉の2次系配管破損事故を契機に「保安院指示文書」及び「加

圧水型原子力発電所配管減肉管理に関する技術規格」が制定され、現在の管理を実施して

おります。 

 次ページ目で、JSME要求と社内要領の網羅性を表で示しておりますが、左側から、配管

系統名を記載し、次にJSME規格の要求を●で星取りにしております。当社の配管減肉管理

対象機器も、こちらの●で示しておりまして、表のとおり、当社の配管肉厚管理箇所は

JSME要求箇所を全て満足しております。あと、JSME要求以外にも減肉管理を実施しており

ますが、知見拡充を目的として行っております。 

 次のページで、現状保全です。 

 現状保全としては、「配管肉厚管理要領」（社内文書）に基づき、管理を実施していま

す。まずは点検計画を策定し、点検の実施、点検結果の確認を行い、結果の評価にてPDCA

サイクルを回しております。 

 点検計画の策定としては、点検対象部位、測定点、点検時期を設定し、点検の実施とし

ては、肉厚測定、余寿命計算を行います。結果の確認として、肉厚データの保管、余寿命

評価を行いまして、結果の評価で、配管肉厚管理中期計画の策定、余寿命に応じた措置の

実施計画を点検計画にフィードバックすることとしております。 

 次のページです。 

 測定方法としては、JIS Z 2355の2005年度版「超音波パルス反射法による厚さ測定方

法」に準拠し、超音波厚さ計にて肉厚測定を行っております。 

 余寿命評価の考え方としましては、下の図にありますように、横軸が時間、縦軸が実際

に測定した厚さを示しておりますが、図中の■が実測データのプロットになっていまして、

減肉傾向の線が右下方向に引けます。その延長線上の必要最小厚さ(tsr)と交わるところ
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が寿命となりまして、実測データのプロットの一番右の部分が最小測定肉厚となりまして、

それから、必要最小厚さと交わるまでの時間が余寿命ということになります。 

 次に、余寿命評価結果の管理として、配管の全測定箇所の測定記録は、定検ごとに当該

点検実績を反映し、最新版を管理しております。 

 なお、余寿命評価結果に基づき、配管取りかえ、補修や点検計画を策定することとして

おります。 

 次のページに行きます。 

 総合評価として、健全性評価結果から判断して、流れ加速型腐食の発生については否定

できないと考えております。流れ加速型腐食による減肉は、超音波厚さ計による厚さ計測

により検知可能であり、点検手法として適切であると考えます。 

 また、「加圧水型原子力発電所配管減肉管理に関する技術規格」などを反映した「配管

肉厚管理要領」（社内文書）に基づき、配管減肉の管理を実施していくことは有効と考え

ております。よって、現状保全を継続することで、健全性を維持できると考えております。 

 高経年化への対応としては、引き続き「配管肉厚管理要領書」（社内文書）に基づいて

管理を実施していくこととしております。 

 代表機器以外の評価としましては、先ほどの21ページ以降に表で整理しておりますが、

代表機器と全く同じ管理を実施しており、現状保全を継続していくことにより、健全性を

維持できることを確認しております。 

 次に、主軸のフレッティング疲労割れについて説明します。 

 審査会合における代表機器の選定として、事象の説明ですが、フレッティングとは、互

いに押しつけられ、接触している2物体が相対的に微小振幅の繰り返しすべり運動を行う

現象ですが、詳細な現象を下の図と括弧書きに示している部分で説明しますと、羽根車を

有する主軸は、図1のように振動応力による曲げの繰り返し応力を受けます。 

 主軸は、曲げ応力を受ければ、図2のように軸表面が伸びる部分と反対側で縮む部分が

生じることから、繰り返し応力を受けるとき、軸表面は繰り返し伸び縮みをします。 

 焼きばめた羽根車を有する主軸は、図3のように面圧が加わった状態で、軸表面の伸び

縮みによる相対すべりが生じます。 

 1回転ごとに羽根車と軸間に相対すべりが生じ、繰り返し回数が多く、かつ、曲げ応力

が大きい（すべり量が大きい）場合は、図4のように羽根車端面近傍の軸側にフレッティ

ング疲労割れが発生する現象となります。このように、軸と羽根車が焼きばめのポンプに
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ついて発生する可能性があります。 

 次のページで、ステップ1として、軸と羽根車が焼きばめのポンプについて対象機器を

抽出し、全てについて評価を実施しました。 

 ステップ2として、評価対象機器を構造（型式）、使用環境（内部流体）、材料に応じ

てグループ化を行い、設備の重要度が高く、使用条件（温度、圧力が厳しい）などを考慮

してグループ内代表機器を選定しました。 

 選定結果を右の表4-1に示しますが、左側より、機器の名称で、軸と羽根車が焼きばめ

のポンプ全てについて記載をしております。重要度と使用条件で最高使用圧力・温度の整

理を行っておりまして、グループ内代表機器としては、重要度が高く、圧力・温度が高い

低合金鋼のケーシングである充てん/高圧注入ポンプと、重要度が高く、圧力・温度が高

い、ケーシングがステンレス鋼である余熱除去ポンプをグループ内代表機器として選定し

ました。 

 ステップ3として、グループ内代表機器のうち、余熱除去ポンプを審査会合における代

表機器として選定しました。 

 選定理由としましては、余熱除去ポンプは機器の重要度が高く、断続運転で運転条件が

厳しいことと、先ほど冒頭でもお話しさせていただいたんですが、高経年化技術評価では

断続的運転と冷温停止での二つの評価を実施していまして、これまでの審査会合では断続

運転での評価を中心に説明してきましたので、冷温停止での評価を説明すべきと判断した

ことから、断続運転と比較して、冷温停止状態が維持された場合、機器にとって最も条件

が厳しくなる（運転が長くなる）余熱除去ポンプを選定しました。 

 次のページです。 

 健全性評価として、ポンプ材料はステンレス鋼ですが、炭素鋼データの「金属材料疲れ

強さの設計資料」から、最も厳しい下限線を1011回まで外挿し設定した疲労限と曲げ応力

振幅との比較により評価を実施しました。 

 結果を下の表4-2に示しますが、余熱除去ポンプの曲げ応力振幅は、疲労限に対して小

さく、主軸のフレッティング疲労割れが問題となる可能性は小さいと考えております。 

 なお、冷温停止状態では、余熱除去ポンプの運転時間は、断続運転を前提とした場合と

比べ長くなりますが、定格流量運転時の曲げ応力振幅は疲労限に対して小さいことから、

余熱除去ポンプの主軸のフレッティング疲労割れが問題となる可能性は小さいと考えてお

ります。 
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 次のページです。 

 現状保全として、超音波探傷検査や機能試験時における振動確認（変位、速度、加速度

の測定）及びポンプ運転時における振動確認（通常運転時の振動状態と差異がないことの

触診や目視による確認）により、健全性を確認しております。 

 総合評価としては、主軸のフレッティング疲労割れの発生の可能性は小さいと考えてお

ります。 

 主軸のフレッティング疲労割れは、超音波探傷検査等により検知可能であり、点検手法

として適切であると評価しております。 

 高経年化への対応としましては、超音波探傷検査などを実施していくということにして

おります。 

 代表機器以外の評価としましては、21ページ以降のまとめ表のほうで記載しております

が、主軸のフレッティング疲労割れが問題となる可能性は小さいことを確認しております。 

 フレッティング疲労割れの評価については、24ページ目、こちらのほうにまとめて記載

しておりまして、問題ないことを確認しております。 

 次に、20ページです。 

 その他事象評価結果について整理しております。 

 全てのその他事象について、高経年化対策に関する評価を実施した結果、以下のように

現状保全を継続していくことで健全性を確認してきました。 

 一つ目は、健全性評価の結果、劣化の発生・進展の可能性が小さいものについては、現

状保全（検査・点検）を継続的に実施し、異常の有無を確認するもの。 

 二つ目は、劣化の発生・進展により機器の健全性に影響を与える可能性が否定できない

ものについては、現状保全（検査・点検）を継続することにより、劣化の状況を管理し、

必要に応じて補修・取りかえを実施することにより健全性を維持できるものと確認してお

ります。 

 なお、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価結果を表5-1、高経年化対策上着

目すべき劣化事象ではない事象の評価結果を表5-2に示します。 

 次のページで、その他劣化事象のうち、高経年化対策上着目すべき劣化事象を整理して

おります。説明は、先ほどのSCC代表機器以外の評価で御説明させていただいております

ので省略させていただきますが、着目すべき事象全てを1/10～10/10までで整理を行って

おります。 
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 次に、31ページ目ですが、こちらでは、その他劣化事象のうち、高経年化対策上着目す

べき劣化事象ではない事象について整理をしております。 

 表の構成としましては、左側から、着目すべき劣化事象ではない事象の全ての劣化事象

を記載しております。 

 対象機器と技術評価を記載しておりまして、一番右の分類では、高経年化対策上着目す

べき劣化事象ではない事象とした理由を①と②で記載を行っております。 

 上のほうに記載しておりますが、①としては、想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖

離が考えがたい劣化事象であって、想定した劣化傾向等に基づき適切な保全を行っている

もの。 

 二つ目は、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

劣化事象としております。 

 詳細については割愛させていただきますが、着目すべきではない事象の全てを、こちら

の1/2と2/2で整理をしております。 

 以上で、その他事象についての説明を終わらせていただきます。 

○大村審議官 それでは、その他事象について説明をいただきましたが、この点について

質問等がありましたら、お願いします。 

 どうぞ。 

○菊池主任調査官 規制庁の菊池ですけれども。 

 7ページ目の、2.3.1の検査方法、範囲等のところで、ウォータージェットピーニングを

されていますけれども、そのときに、施工前の確認として「渦流探傷検査または目視確認

を実施した」と書かれていますが、どちらをされたのでしょうか。 

○九州電力（吉海） 九州電力の吉海です。 

 渦流探傷検査と目視、どちらをやったかというお答えですが、どちらとも実施しており

まして、渦流探傷検査のほうが、炉内計装筒の内面のほうを確認しております。目視確認

のほうは、炉内計装筒の溶接部と出入り口管台の表面を確認しております。 

○菊池主任調査官 了解しました。 

 それで、目視試験をやられた場所ですけども、その目視試験は、どんな目視試験をやら

れているんですか。 

○九州電力（吉海） 九州電力、吉海です。 
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 目視試験はMVT-1を適用しておりまして、目視の範囲としましては、出入り口管台であ

れば、溶接部の前後25mmというところのウォータージェットを施工する範囲の部分を目視

にて確認しております。 

○菊池主任調査官 今おっしゃっているのはMVT-1試験ということだと思うんですけども、

例えば、MVT-1試験の検出限界、要するに、SCCだったら、どのぐらいの深さ、長さが検出

できるかという見解を示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。 

 ここで確認しておりますのは、SCCという観点ではなくて、ウォータージェットピーニ

ングを施工するに当たって、そこに傷があるかという観点で確認をしております。 

○菊池主任調査官 多分、高温で使われている機器に対して予防保全されるということだ

と思うんですけれども、多分、一番懸念されるのはSCCだと思うんですけども。 

 結局、そういうSCCの亀裂が、こういうウォータージェットピーニングをやるときに、

ちゃんと深さのところまで全部カバーできるような形で施工できているかという観点で、

今の試験の検出限界のところをお聞きしています。 

 ということで、やはり検出限界の見解ですね、それを教えていただければと思います。 

○九州電力（中牟田） 今回の施工前にやりました分につきましては、炉内計装筒管台の

内面のほうはECTでやっているので、そういうECTできちんと見られていると思います。 

 外面とか溶接なんかについては目視しかできないんで、目視をするんですけど、目視試

験の前に、アルメンゲージ等でそういう目視の検査として適正であるかどうか、そういう

確認はやっているんでございますけれども、そういうことで、施工前に大きな傷があるか

ないかと、そういう観点だけを見て、あとはウォータージェットピーニングをやって、そ

この残留応力の除去をする。そういう管理をして、その施工をした後に、その施工範囲に

ついて、もう一度、VTをやると。そういう管理を実施しているというところでございます。 

○菊池主任調査官 言われている趣旨はわかりましたけれども、でも、やはりきちんと、

ちゃんと、例えばSCCが伸びることに対して防止できるような施工になっているかという

観点で、結局、検査のやり方が十分かどうかというところは重要だと思うんです。その辺

のところを、聞かせていただければと思うんですけども。 

○九州電力（中牟田） わかりました。 

 九州電力の中牟田です。 

 また整理して、御説明させていただきます。 
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○菊池主任調査官 よろしくお願いします。 

○小嶋主任調査官 規制庁の小嶋です。 

 2.の応力腐食割れにつきまして、原子炉容器の600系ニッケル基合金使用部位の状態確

認の観点から、質問をします。 

 6ページを御覧ください。 

 6ページの表2-2につきまして、部位の欄のところで、4の出口管台継手及び5の入口管台

継手につきましては、国内外の不適合事例欄が「有」となっておりますけれども、川内1

号機における、特にウォータージェットピーニングを実施しているA、2、4、5、それぞれ

について、この国内外の不適合事例が発生している溶接補修だとか、手直し補修について

の状況を、御社で把握している状況について説明してください。 

○九州電力（吉海） 九州電力、吉海です。 

 出入口管台について、どちらも補修溶接がないということは確認しております。 

 以上です。 

○小嶋主任調査官 規制庁、小嶋です。 

 出入口管台について、補修等々、溶接補修、手直し補修がないということについて説明

いただきました。 

 今、ウォータージェットピーニングを実施して、ほかのAとか、あとは2については、い

かがでしょうか。 

○九州電力（中牟田） 九州電力、中牟田です。 

 出入口管台については、一度調べておるんでございますけども、その他のところは、も

う一度調べさせていただいて、御連絡させていただくということでよろしいでしょうか。 

○小嶋主任調査官 規制庁、小嶋です。 

 わかりました。 

○船田技術参与 規制庁、船田です。 

 先に飛んでしまいますが、18ページの、主軸のフレッティングのところについて、この

評価で使う、いわゆる疲労限の妥当性ということで確認します。一応ここでは1011回とい

う、非常に長い繰り返し数を想定して評価しなきゃならないんで、いろんな実験データも

外挿して求めなきゃいけないと思うんです。 

 そのときに、例えば機械学会の設計・建設規格の表については、実験データの平均性に

対して、応力とか繰り返し数に対して、ある程度余裕を見て、設計線図を引き直している
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んですけども、ここでは、そういうことはやられているのか。あるいは、実験データは非

常に貴重なデータなので、災害というか、一番低い側、安全側の線を引かれているとき、

いろんな考えがあると思うんですけど、外挿の仕方と、それからデータの範囲を、どうい

う考えで外挿しているか、直線とか、曲線に引き直すとか、いろいろあると思うんですが、

そこら辺を説明してください。 

○九州電力（吉海） 九州電力、吉海です。 

 今回、炭素鋼データを用いての評価を実施しておりますが、この炭素鋼データに対して、

ステンレス鋼においても同様な試験を実施しておりまして、こちら、三菱重工さんの公開

文献にはなるんですけど、そちらで確認して、炭素鋼データと比較して、その実測データ

が下限値を下回らないということを確認して、同等であるということを確認しております。 

 あと、その炭素鋼データの適用に当たっては、実際に破断が起きた上限、下限、平均値

とか、その平均、下限を使うものよりも、さらに亀裂が発生する部分という、一番低い部

分の線を適用して評価を実施しておりますので、保守性は一応、十分あるというふうに考

えております。 

 以上です。 

○船田技術参与 もう一度。試験データというのは、何回くらいの繰り返しまであって、

それを外挿するときの考え方というか、それがもしあれば、説明してください。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 まず、先ほどおっしゃられました炭素鋼の試験データについては、実際、108回数程度

のものの実験データをもとにしております。 

 若干、先ほどの補足になるんですが、JSME、ASMEにおいては、いわゆる実験値の平均の

ばらつきのベストフィットカーブ的なところから、回数と応力である程度の余裕－－2倍

と20倍だったと思うんですけど、それを持つことによって、そのばらつきを包絡するよう

な線を引いている。 

 今回の、この炭素鋼について、そういう何倍という観点はないんですけども、そのばら

つきを全て包含するような、一番下の下限性を引いているという意味では、同じような保

守性を持っているのかなというふうに考えております。 

 外挿については、この108回数のところを、そのままカーブを延長するということで引

いてはいるんですけれども、実際の評価しているポンプの運転回数等を考えると、この

108程度のところよりも低い回数で運転をしておりますので、そこから先の回数をあまり
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考慮する必要はないのかなというのを考えております。 

 以上です。 

○船田技術参与 理解しました。ありがとうございます。 

○坂本主任調査官 規制庁の坂本でございます。 

 今の同じ18ページなんですけれども、代表機器で、ここでは余熱除去ポンプについて評

価されておりますけども、同じグループの代表機器で、充填ポンプ、高圧注入ポンプがあ

りますけれども、これについて、この曲げ応力振幅の疲労限に対する比というのはどのく

らいになっているかということを、確認したいと思うんですが。 

○九州電力（中牟田） 今調べますので、ちょっとお時間をください。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 具体的には、充填高圧注入ポンプについては疲労限に対して13分の10ということで、い

ずれにしても疲労限よりは小さいということと、すみません、それ以外はよろしいですか。 

 それ以外についても、評価書の中にも書いてあるんですが、疲労限よりも小さいという

ことを確認しております。 

○坂本主任調査官 規制庁の坂本です。 

 今、充填ポンプについて、13分の10だと思うんですが、余熱除去ポンプのミニフロー運

転時もそうなんですが、8分の5ということで、比較的、1に近い数値かなというふうに思

います。 

 先ほどの話とも関連するんですけども、こういう1に近いということは、あまり評価に

余裕がなくて、例えば実験データのばらつきが、とっていたデータよりも少し実は多かっ

たとか、あるいは、ポンプの車軸の製作時のばらつきが大きかったとかということがある

と、もっと1に近づいて破断するリスクが高まってくるんではないかというふうに懸念さ

れるんですけども。 

 そういった、余裕がちょっと低いなということに対する、何か対応とかということは考

えておられますか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 まず、いろいろな製作時のばらつき等については、当然あると思っていまして、評価上

も、当然そのばらつきを考慮して、一番低い線で引いている。 

 さらに、そういうところでは、あくまでも評価なので、そういう万一のことに関してと

いうところも考えて、現状保全で、UT等で実際に欠陥がないということを確認しておりま
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すので、そういったところも含めて問題ないのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○坂本主任調査官 規制庁の坂本です。 

 考え方については、了解いたしました。 

 現状保全で超音波探傷をされているということなんですけども、超音波探傷ですと、主

軸の形状もあるんでしょうけど、必ずしも全ての欠陥が検出できるわけではないだろうと

いうふうに思うんですが、主軸の場合、どのぐらいの欠陥であれば必ず検出できるかとい

うことと、それと、そういった欠陥を仮定したときに、次の検査のタイミングまで、主軸

が破断しないかどうかということについて検討されていれば、それを御説明いただきたい

と思います。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 当然、UT検査するに当たって検出限界というのはあるんですけども、その数字自体は、

今は持ち合わせていないんですが、先ほど言われていましたとおり、その検出限界以下の

亀裂があっても、次の運転まで問題ない、運転上、続けていっても破断しないということ

は、社内的には確認しております。 

 また、そのUTだけではなくて、振動検査とか、触診とか、そういうところも合わせてや

っておりますので、そういうものも全体を含めていまして、ポンプの健全性に問題ないと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○坂本主任調査官 規制庁の坂本です。 

 おっしゃることは、大体わかりました。 

 そうしますと、次の会議でもよろしいんですけども、その辺の考え方を一度、例えば次

の検査サイクルまで持つとかどうかとか、あるいは、ほかにどういう保全を組み合わせて

いるかということについて整理して、書類で確認させていただければと思うんですが、お

願いできますでしょうか。 

○九州電力（新立） 今、御指摘いただいた等々、まとめて整理して、御説明さしあげよ

うと思っております。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 フレッティング疲労についての質問が出ているので、ちょっと関連するので、ここで聞

きたいと思います。 
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 二つほど確認したいんですが、まず、18ページで、ここに書いてある疲労限というのは、

繰り返し数1011回の破断応力と考えてよろしいんですか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 そのように考えて問題ございません。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 そうしますと、ちょっと確認したいのが、その下にある余熱除去系ポンプの、この各疲

労限に対する曲げ応力振幅の裕度が、疲労限に、いわゆる1011回の応力に対する裕度と理

解します。 

 先ほどの御発言の中で、実際に余熱除去系ポンプの実機での使用、60年での使用では、

せいぜい行っても108回だと申していたと記憶しているんですが、そうしますと、1011とい

う繰り返しについては3桁の裕度、それから、応力に対して、この裕度があるというふう

に理解してよろしいですか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 先ほど、その108より少ないと言っていたのは、その余熱除去ポンプだけについてでは

なくて、今回対象としているポンプについて言っていて、余熱除去ポンプについては、も

う少し少ない回数だったと思いますので、十分余裕があるというふうに考えております。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 了解しました。 

 それについて、かなり裕度が下限値をとっている、繰り返し数も小さい、疲労限も大分

高サイクル側をとっているというのは理解しました。 

 それに関連して、24ページなんですが、同じ24ページの一番下の表に、フレッティング

疲労、ターボポンプということで、その健全性評価のところに同じ評価をしているんです

が、なお書きのところで、「電動補助給水ポンプについては、曲げ応力振幅が疲労限以上

であることから、運転開始後60年時点での発生繰り返し数は、曲げ応力振幅に対する許容

繰り返し数を下回る」というふうに書いてありまして、ここだけ疲労限に対する評価では

なくて、いわゆる繰り返し数、低サイクル疲労と同じような繰り返し数の評価をしていま

す。 

 これについての具体的な値、例えば、もし繰り返し数で評価しているのであれば、実際

の発生応力が幾らで、そのときの破断繰り返し数が幾ら、あと、実機ではどれぐらいの繰

り返し数の余裕が、例えば1桁、2桁、3桁の余裕があるのか、その辺のことを確認させて
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ください。 

 ここでは、評価が他のフレッティング疲労と違っているので、ここだけは確認させてく

ださい。 

 以上です。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 電動補助給水ポンプについては、御指摘いただきましたとおり、その1011回というもの

の疲労限に対して、それよりも応力振幅が大きいということで評価をしております。 

 ただし、電動補助給水ポンプというのは、回るときというのは限定されておりまして、

ここでは定期試験等も含めて、その回る回数というのを保守的に計算しております。 

 評価結果自体は、疲労評価値、疲労累積係数で128分の1ということで、2桁以上の裕度

があるということを確認しておりますので、こちらについても、想定外の運転等々あった

としても、健全性に問題がないという評価になっていると考えております。 

 以上です。 

○大高上席調査官 念のため、後でもいいんですが、その実際の繰り返し数がどの程度か、

確認、あと発生応力等がもしあれば。先ほど言った、ユーセージファクターの比はわかっ

ているんですが、具体的な応力と繰り返し数を確認させてください。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 具体的な数字については、別途整理して、また御説明さしあげようと思っております。

よろしくお願いします。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 了解しました。 

○大村審議官 どうぞ。 

○坂本主任調査官 規制庁の坂本でございます。 

 4ページ目に戻っていただきたいんですが。 

 4ページ目で、評価対象機器・部位が挙げられておりますけども、事象の3番目のところ

に、機械加工等による表面硬化層に起因したSCCというものがございまして、代表機器と

して蒸気発生器の出入口管台セーフエンドを挙げておられますけども、これ以外に、ステ

ンレス鋼で機械加工－－溶接部を行った機械加工といいますか、機械加工を行っている溶

接部というのは、ほかにはないんでしょうかということを確認させていただきたい。 

 もしあるのであれば、そういったところに対しては、どういう評価をされているのかと
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いうものをお聞かせ願いたいと思います。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 評価書に書いてあるとおり、想定されるところは、このように評価書に記載してあって、

この資料にも書いておりまして、我々としては、基本的に、ないというふうに考えており

ますが、その辺については、再度、確認して、必要であれば御説明さしあげるということ

にさせていただきたいと思います。 

○坂本主任調査官 規制庁の坂本です。 

 それでは、確認をよろしくお願いします。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 次に、配管減肉管について、確認させてください。 

 腐食流れ加速型における配管減肉の状況の確認という観点からの質問なんですが、機械

学会の配管減肉管理技術規格に従って策定された九州電力社内指針「配管肉厚管理要領

書」についてですが、12ページで、適用範囲の網羅性という意味では、JSME規格に対して、

それを前広にして、各自に点検されているというのが、この資料で確認させていただきま

した。 

 もう一つ、機械学会のほうで、機械学会をベースに、各電力独自の網羅した社内指針を

つくるということで、一つ確認したいのが、初回の点検時期及び2回目の点検時期をどの

ように設定されているかというのを確認させてください。 

 具体的に申しますと、機械学会規格では、初期の設定減肉率で初回検査して、かつ2回

目については、公称肉厚法等を用いた評価をして余寿命を求めるとなっているんですが、

それぞれ不確定性を含むために、機械学会としては、それを保証するといいますか、補塡

するような形で点検、頻度なりを設定してくださいというふうに規格に書いてあるんです

が、それを九州電力さんのほうでどう反映しているか、その考え方を説明願います。 

○九州電力（吉海） 九州電力、吉海です。 

 1回目のほうは、もう全て完了しておりまして、まだ2回目の検査が、実際はできていな

いという部分があります。それは23回定検で終わらせる予定にはなっております。 

○九州電力（中牟田） 九州電力の中牟田です。 

 機械学会のその指針のことを意識しながら、既にもう2回目の測定なども終わって、そ

れに基づいた寿命予測をやっているのが大部分なんですけれども、一部の配管について、

取り替えたりした場合には、まだ1回の計測しかやっていないとか、そういうところもご
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ざいますので、そういうところについては、2回目の計測時期についても、機械学会のそ

の指針に基づいた形で設定して、適切にやるように計画を定めているということでござい

ます。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 1回目の計測、2回目の計測については、既に完了しているということで、了解しました。 

 ここで確認したかったのは、九州電力で規定している配管肉厚管理要領について、その

第1回目、第2回目がどのように記載されて、運用されているかというのを確認したかった

んですけど、要領については、もしそういう整理ができるのであれば、考え方で結構なの

で、実際には、もう既に第1回目は終わっている。100％終わっているということで、適切

に機械学会にも反映されているし、第2回目についても終わっていると。 

 なお、取り替えたものについては、それは順次、今後、管理していけばよろしいかと思

うので、実質面、問題ないというのが確認されたので、その要領書における考え方を整理

していただければ結構です。よろしくお願いします。 

○九州電力（中牟田） 了解しました。要領書で定めている内容についてまとめまして、

また御説明させていただきます。 

○小嶋主任調査官 規制庁の小嶋です。 

 ただいまの流れ加速型腐食について、追加の質問をさせてください。 

 代表機器では減肉の管理で評価をされておりますけれども、代表機器以外の評価につい

ても、同様にいろいろと評価をされているということで、ページで行きますと、23ページ、

24ページになりますけれども、こちらの、その他の劣化事象の表の流れ加速型腐食の部分

では、目視確認と、また、先ほど同様、肉厚測定とございますけれども、それぞれ目視確

認と肉厚、どのような考え方で分けて実施されているのかについて、説明をお願いします。 

○九州電力（吉海） 九州電力、吉海です。 

 肉厚測定している箇所というのは、超音波で測定できる箇所をやっておりまして、超音

波で確認できない箇所、そういう箇所については目視にて確認を行っているということに

なります。 

○小嶋主任調査官 規制庁の小嶋です。 

 了解しました。 

 では、例えば配管の内側で考えられるような流れ加速型腐食などは、どちらかというと、

肉厚測定で確認されているというような考え方と理解しましたが、そういうことでしょう
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か。 

○九州電力（吉海） 九州電力、吉海です。 

 おっしゃるとおりでございます。 

○小嶋主任調査官 規制庁の小嶋です。 

 わかりました。 

 しつこいようなんですけど、では、配管の内側で流れ加速型腐食と考えられるようなと

ころで、目視だけで確認されているところはないという理解でよろしいでしょうか。 

○九州電力（吉海） その部分で開放して、目視で確認できるようなものであれば、目視

にて確認も可能と考えております。 

○小嶋主任調査官 規制庁の小嶋です。 

 了解しました。 

○大村審議官 私のほうから1点。 

 先ほど、フレッティングの疲労については、随分質疑があったんですけど、国内外でト

ラブル事例ありということなんですけど、代表的なものを何か1個、どこで、どんなもの

があったかというのを紹介いただけませんでしょうか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 フレッティング疲労割れの国内の代表的な事例といいますと、当社の玄海1号炉で、実

際にこのフレッティング疲労割れという現象で、ポンプの主軸が折損したという事例がご

ざいます。とはいいましても、その知見を反映して、こういう評価をして、きちんと健全

性を確認するような評価を行っているということになります。 

○大村審議官 ポンプの主軸が、要するに破断したという例は幾つか、これは私も承知し

ておりますけど、19ページに現状保全ということで、定期的に検査をするということで、

UTないし振動確認というものが挙げられています。 

 それで、UTというのは、なかなか全部を頻繁にやるというわけにもいかないんじゃない

かと思うんですけど、この振動確認というのは、恐らく通常の運転時でもずっと把握でき

るパラメータかなと思います。 

 これで異常が把握できれば、非常にすぐれて予防保全ができるということだと思うんで

すけど、この振動確認でどこら辺まで、要するに、異常を把握し、事前に、万一、何か亀

裂なり疲労割れが発生したときに把握できるのかというのは、これは試験だとか、ここま

でできるんだというのは、何か決まったものがあるんでしょうか。 
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○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 今、把握している範囲内では、そういった試験等というものによって、定量的に、これ

だけ起きたらこうというものは、現状、把握しておりません。何かの異常があれば、そう

いう振動等からも確認できるというふうに考えておりまして、そういう振動だけではわか

らない部分については、UT等を行うことで、総合的にそういう欠陥について健全性を確認

していくということで行っております。 

○大村審議官 そうすると、振動確認というのは、異常があれば、もちろん何かあるんだ

ろうということであれするけども、過去に振動確認で、要するに、未然にこういうものを

防止できたとか、そういう事例があったりしたわけではないということですね。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 私が知る限りでは、そういうことではなくて、そういう事例もありましたので、UT等を

行って、きちんと確認していくということで、現状保全をやらせていただいているという

ふうに考えております。 

○大村審議官 ほかに何か質問等はありますでしょうか。 

 どうぞ。 

○坂本主任調査官 規制庁の坂本でございます。 

 最後のほうで、劣化事象の整理表でまとめられておりますけれども、その中で、22ペー

ジの、劣化事象で言うと2段目ですか、腐食（全面腐食）とあるところですが、ここで、

現状保全のところで、「定期的目視確認を実施」ということで、「目視確認により検知可

能」というふうにあります。 

 そのほかにも、こういった全面腐食を目視確認で現状保全を続けていって、今後もそれ

を継続するというような評価になっているところがあるかと思うんですけれども、現場で

の目視確認の実効性の観点で、どういう状況が見えたら、この全面腐食の異常というふう

に判断されるのか、その辺を御説明いただけばと思うんですけれども。 

○九州電力（中牟田） 九州電力の中牟田です。 

 なかなかそこら辺が、判定基準として文字にするというのは非常に難しいところではあ

るんですけども、基本的に、開放点検した状態で、適切な明るさのもとで、そういう表面

を見るということになると思っていまして、それなりの力量を持った人間が、過去にそう

いう同じような機器の点検をしたような人間がそれを見て、前回と比較して、何か見た目

でおかしいところはないか、そういう観点で、腐食があるかないかというのを見るのが、
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ここの目視確認になると思っています。 

 そういう意味でいきますと、基本的に正常な状態をきちんと理解しておけば、何か異常

があれば、そういうのはもう目で見て、そういうのがわかるというふうに考えております。 

 こういうのでお答えになっていますでしょうか。 

○坂本主任調査官 規制庁の坂本です。 

 実際的な検査としては、多分おっしゃったようなことになると思うんですけれども、今

後、人材難といいますか、ベテランの検査をされていた方が代替わりしていくということ

もありますので、そういったことが、できれば、ちゃんとした書面で引き継がれていくと

いうことが大事なのではないかと、今後は、高経年化に向けて。そういった観点でお聞き

したいと思います。 

 全面腐食といいましても、通常、水に浸っている状態、水に接触している場合、それか

ら大気中にある場合、あるいは、内部、空気が流れている場合とか、それから、大気中に

あるんだけども塗装されている場合とか、いろんなケースがあると思うんですけども、そ

れぞれによって、腐食が出てくる、腐食の損傷の始まりといいますか、サインが違うんじ

ゃないかと思うんですが。そういったことを分類して、整理していただけるとありがたい

なと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○九州電力（中牟田） 九州電力の中牟田です。 

 私も、現場に行ったときの経験からしますと、やっぱり色がまず一番最初に変わってき

ますね。あとは表面の状態というか、ざらざらしているところとか、なめらかになってい

るところであるとか、すべすべしているとか、そういうところで、どこがそういう、何か

影響を受けているかなと、そういうところを見るということで、そういう観点で見るとい

うのをOJTなりで指導して、それをやっているというのが現状でございます。 

 その分類という観点では、それはなかなか、そういう、今、坂本さんがおっしゃった分

類というのは、こういう損傷だとこういうふうになってみたいな、パターン化するとか、

何かそんなイメージなんですかね。 

○坂本主任調査官 規制庁の坂本です。 

 例えば大気中のものであれば、まず最初にさびが浮いてきて、大体そのさびの下で腐食

が始まるわけですね。放っておくと、多分何年か後には穴があくとかということがありま

すので、最初にさび粉みたいなものができるのが一つのサインだというふうに言われてい

ると思います。 



77 

 それから、塗装している分については、塗装のひび割れがまずあって、進行すると、そ

こからさびが出てくる。どの段階で、検査、目視確認をする人が何を見つければいいかと

いうことを、どのように指示されているかということをお聞きしたいということなんです。 

○九州電力（中牟田） 九州電力の中牟田です。 

 今の、当社のそういう作業要領書の辺りには、こういう状態ではこういう色が出るとか、

そこまで細かいことは書いていませんで、目視確認のときに異常がないことをきちんと見

なさいというような一文が書いていまして、その異常のないことについては、OJTなんか

でずっと引き継いでいくみたいな形で、あと、なおかつ、その力量を持った者がきちんと

そういう検査をすると、そういう仕組みでやっているところでございます。 

 なので、そこら辺が、今の坂本さんの御趣旨でいきますと、そういうOJTなんかできち

んとそういうのを引き継いでいかないかんのかなということだと思いますので、そこら辺

は、また社内のほうでしっかりやっていきたいと思っております。 

○坂本主任調査官 規制庁の坂本です。 

 わかりました。 

○大村審議官 ほか、いかがですか。 

 今、質疑の中でも随分出ていたんですけども、この21ページ以降の整理表、それで、今

日はその他事象で、大きく三つの事象を、これを取り上げて説明いただいたということに

なっています。これは審査会合で全部をやるのは、恐らく細かい話も多々あり、無理だろ

うということで、代表的なものを三つ説明いただいたという理解です。 

 したがって、それ以外にも、多々いろんな事象がありますので、これについてはあれで

しょうか、ヒアリング等で一個一個について、こういう考え方で評価をしている、それか

ら、その総合評価はどうだと、この辺りは説明いただいているということでしょうか。そ

れとも、これからということでしょうか。 

○九州電力（中牟田） 九州電力の中牟田です。 

 実は、その他事象につきましては、たくさん質問をいただいてございまして、今、ヒア

リングの場で、順次お答えしているような状況でございます。まだ大分、答え切れていな

い分があるんですけれども、今後、少しずつ加速してお答えしていくようなことで、対応

をさせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○大村審議官 幾つか、多々あるその質問に対応いただくというのは、それはそれでよろ
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しいんですけど、特に、これは事務局のほうにもお願いしたいんですけど、特に検査とい

うのは非常に大事で、その検査方法の妥当性、それから検査実績、特に検査実績でどうだ

から、今後こういうふうに評価するというところが大事なので、これについて、よくその

辺のことを確認していただくということが重要かと思います。 

 それから、もう一つは、この表についてですけど、実際、正式なものとして提出いただ

いた高経年化技術の評価書なんですけど、これは機器ごとに全部整理をされているという

ことになっています。 

 これは、ここの表、今日の表は、これは事象ごとになっていまして、それで、縦横の関

係になっているということになっています。なので、少し正式なものは評価書のほうです

から、そっちとの整合性ということでもないですけど、対応関係をよく確認を、これは事

務局のほうもしていただくという必要がありますし、必要があったら、それをサポートい

ただきたいと思います。そこは、かなり細かな事務的な作業になりますので、それはヒア

リングでいいかと思うんですけど、作業をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、そのほかに何か質問等はありますか。 

 それでは、質問もないようですので、以上で本日の議事を終了したいと思います。 

 じゃあ、最後に、事務局から事務連絡をお願いします。 

○坂内調整官 規制庁の坂内でございます。 

 プラントの個別の劣化事象について、引き続き、審査を進めてまいりたいと考えており

ます。次回会合については、その過程で、必要に応じて個別の事象を取り扱う形でさせて

いただきたいと考えております。詳しいその開催時期等については、また別途、御連絡さ

しあげたいと思っております。 

 以上でございます。 

○大村審議官 それでは、以上をもちまして、第 4 回の審査会合を閉会いたします。どう

も御苦労さまでした。 


