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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5回 

議事録 

 

 

             日時：平成２６年６月６日（金）１３：３０～１７：３８ 

             場所：原子力規制委員会 １３階 会議室Ｃ 

 

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 

  中野 光行  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 

  坂本 博司  主任技術研究調査官 

  菊池 正明  主任技術研究調査官 

  高倉 賢一  主任技術研究調査官 

  皆川 武史  技術研究調査官 

  菅野 眞紀  技術参与 

  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 

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 
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 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 

 新立 将伸  発電本部 原子力経年対策グループ 担当 

 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 

関西電力株式会社 

 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 

 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 

 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 

 宮崎 信樹  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 

 林  耕平  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 

 岡本 博史  原子力事業本部 土木建築設備グループ 担当 

 松岡 賢樹  原子力事業本部 土木建築設備グループ 担当 

 

議事 

○大村審議官 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第5回原子力発電所の高

経年化技術評価等に係る審査会合を開催いたします。 

 まず、本日の会合の進め方等について、事務局から説明をお願いします。 

○坂内調整官 規制庁安全規制調整官の坂内でございます。 

 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、お手元に配付させていただいているのは、議題ということで縦紙のもの。

あと、出席者の表であります縦紙、あと座席表、横紙でございます。 

 その下、議題1に関する資料として、川内原発1号炉の指摘事項の回答一覧ということで、

資料1-1でございます。縦長の紙でございます。 
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 資料1-2が、パワーポイントでコンクリートの強度等に関する補足説明資料。 

 資料1-3が、中性子照射脆化に関する川内1号炉の補足説明資料でございます。 

 続きまして、資料1-4が、川内1号炉の低サイクル疲労に関する補足説明資料ということ

でございます。 

 資料1-5が、川内1号炉の照射誘起型応力腐食割れに関する資料でございます。 

 続きまして、議題2に関する資料でございますけれども、資料2-1として、パワーポイン

ト、高浜4号炉の高経年化技術評価の概要というものでございます。 

 資料2-2が、縦長の紙で、高浜3号炉の指摘事項の回答一覧表でございます。 

 資料2-3が、パワーポイント横の資料でございまして、共通事項に関する補足説明資料。 

 資料2-4が、高浜3・4号炉の代表機器選定の考え方に関する資料。 

 資料2-5が、高浜3号炉の絶縁低下に関する資料。 

 資料2-6が、コンクリート強度等に関する高浜3号炉の資料ということでございます。 

 あと、一番下でございますけれども、参考資料ということで、川内1号炉の代表機器選

定の考え方に関する資料が配付されておると思います。 

 不足等がございましたら、お申しつけいただければと思います。 

 続きまして、本日の会合の進め方でございますけれども、前回に引き続きまして、川内

1号炉と高浜3号炉についての個別の劣化の事象について、あるいはその補足説明について

聴取して、質疑をさせていただく。 

 あと、今週6月3日に、高浜4号炉のほうの高経年技術評価のほうが申請されております

ので、それについての概要を聴取するという流れで進めさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○大村審議官 それでは、議事に入ります。 

 まず初めに、議題1「九州電力（株）川内原子力発電所1号炉高経年化技術評価につい

て」。 

 前回までの質問事項の回答として資料を用意いただいています。 

 コンクリート、それから中性子照射脆化、低サイクル疲労ということで、資料は1-2と

1-3と1-4ということになろうかと思います。 

 それでは、この資料1-2、1-3、1-4について、これは続けて説明をいただけますでしょ

うか。 

○九州電力（藤岡） 九州電力の藤岡でございます。 
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 それでは、コンクリート関係につきまして、資料1-2に基づきまして説明させていただ

きたいと思います。 

 こちらの資料につきましては、前回の審査会合資料のうち、熱による強度低下の内容を

そのまま記載してございますけれども、こちらの資料の2ページを見ていただきまして、

こちらに長期加熱後のコンクリートの圧縮強度の変化ということでグラフを記載してござ

いますけれども、このうち、65℃で非封緘の条件におけるグラフを三角の白抜きで明確に

して記載してございます。 

 また、この文献によりますと、長尾らの実験によります実験における温度の範囲では、

材料の種類にかかわらず大きな強度低下はないというふうに判断してございます。 

 以上でございます。 

○九州電力（石井） 九州電力発電本部の石井です。 

 それでは、引き続きまして、資料1-3を御覧ください。原子炉容器の中性子照射脆化に

つきまして、前回いただきましたコメントに対する資料をまとめてきております。 

 前回の審査会合におきまして、国内脆化予測式等を用いて関連温度、上部棚吸収エネル

ギーの実測値を図示化することということで、前回の審査会合の中で、表の中に数値等で

しか記載がございませんでしたので、図示化するという形で、今回、補足説明資料をつく

ってきております。 

 1ページ目を御覧ください。 

 こちらが母材に関します関連温度について、脆化予測式の中に照射前から第1回、第2回、

第3回、第4回のデータをプロットしてきてございます。こちらのグラフを見ていただきま

してもわかるように、照射試験片（母材）の関連温度について、特異な脆化傾向というの

は確認されてございません。 

 引き続きまして、2ページ目のほうを御覧ください。 

 こちらにつきましては、これは溶接金属に関する関連温度を同様に脆化予測式の中にプ

ロットしてきてございます。照射前、第1回、第2回、第3回、第4回というふうにプロット

してきてございまして、こちらのほうのグラフを見ていただいても、照射試験片（溶接金

属）の関連温度について、特異な脆化傾向というのは確認されてございません。 

 引き続きまして、3ページ目のほうを御覧ください。 

 こちらが、次は上部棚吸収エネルギーを図示化してきたものでございます。中性子照射

量に関する上部棚吸収エネルギーを、左から照射前、1回、2回、3回、4回の取り出しをプ
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ロットしてございます。左側が母材の上部棚吸収エネルギー値、右側のプロット図が溶接

金属の上部棚吸収エネルギーのプロット値でございます。 

 この図中にございますように、JEACで規定しています68J、これと比較しましても、十

分な上部棚吸収エネルギーを持っており、十分にJEACに求められている68Jというのを上

回っていることが確認できます。 

 以上が資料1-3、中性子照射脆化に関します補足説明資料でございます。 

 引き続きまして、資料1-4を御覧ください。低サイクル疲労に関する補足説明資料とし

てまとめてきてございます。 

 前回の審査会合の中で、供用中検査期間、RVの供用中検査の内容、表について、漏えい

試験を、目視検査VTを追記することということで、表1を見直してきてございます。 

 2ページ目を御覧ください。 

 2ページ目の表1の原子炉容器本体のISIの内容ということで、こちらは、評価対象の中

段のところに当たりますけれども、ふた管台、空気抜管台、また、その下の炉内計装筒、

こちらに関しましては、検査目的として疲労として目視検査を実施してございますが、

SCCの観点からも漏えい検査を実施してございますので、今回、SCCのほうにも疲労と同様

に「○（貫通欠陥）」というものを追記してまいりました。 

 同様の考え方から、入口管台、出口管台の浸透探傷検査（PT）に関しましても、疲労及

びSCCの観点からも実施してございますので、こちらにつきましても「○（外表面欠陥）」

を追加してございます。 

 最後に、表1に関しましては、一番左の評価対象のところに「***」というものを設けま

して、漏えい検査をやっている範囲を明確にしてございます。 

 資料1-4、低サイクル疲労の補足説明資料に関しましては、以上でございます。 

○大村審議官 前回までの補足説明を、何点かについていただいたというところです。 

 それでは、これにつきまして、何か質問等がありましたら、お願いします。 

 この資料1-2のやつについては、これはもう前回も議論したところですので、特に問題

はないのですが、この65℃という制限値というのは、これは機械学会のほうでまとめられ

ているものの制限値ということですけども、ここの書いてあるところを見ると、ものすご

く保守性をここに見込んでいるということなので、ちょっと何か保守的過ぎるんじゃない

かという感じもしないでは――この説明を見る限りはですね。その辺りは機会学会のほう

で御検討されることでしょうから、それはそれとして、これは特に問題ないというふうに
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思います。 

 それから、あと、資料1-3ですけれども、これはちょっと私のほうから、少し表だと全

体のイメージがつかみづらいので、図示化をしてもらえないかということで、していただ

いたということなんですが、この辺り、結構議論になることも多い分野ではあるんですけ

れども、この試験片について、これは一般にはちょっとわかりづらい話で、一種の加速試

験をやっているような形になっているかと思います。 

 それで、実際の検査をやった時点というんですかね、そのときに、実際、圧力容器が受

けているものというのは、この加速試験のような試験片のものとは実際は大分違うわけで

すよね。ちょっとその辺りのタイムラグというんでしょうか、その辺りがあって、今はど

ういう評価になっているんだと。それから、60年時点ではどうなのか、その辺の時間軸を

交えて、もう少しその辺りの加速試験的な要素が何なのかということを、説明をもうちょ

っと詳しくやっていただけませんでしょうか。 

○九州電力（石井） 九州電力の石井でございます。 

 ただいまの大村審議官の御質問に関しまして御回答させていただきますと、まず、1ペ

ージ目を御覧ください。 

 1ページ目の母材の脆化予測式を用いまして御説明させていただきます。 

 こちらに、先ほど御説明しましたが、第1回、第2回、第3回、第4回とサーベランス試験

片のデータをまずプロットしてございます。 

 このサーベランス試験片というのは、原子炉容器よりもさらに燃料側に近いところで余

分に中性子を受けています。その照射試験片を取り出しまして、各種試験を実施しまして、

そのデータを用いたのがこのプロット図でございまして、実際にRVはまだ外側にございま

すので、その分の距離、照射量を換算しまして、第4回のところですと9.2中性子照射量を、

実際、照射試験を受けているのですが、実際にRVが受けている中性子照射量というのは、

「第21回定期検査時点（板厚の1/4深さ位置）」というのがございますが、このところが実

際にRVの容器、4分の1深さのところでございますが、実際に受けている値。 

 次に、それから換算しまして60年時点というところが、中性子照射量で6をちょっと超

えた6.2のところでございますが、時間軸を計算したものがこの位置の値になるというこ

とで、第1回、第2回、第3回、第4回というのは、実際のRVの値よりもさらに大きな中性子

量を受けていまして、その分を距離等を換算しまして、実機の値として換算しているとい

うところが、概略的な説明でございますが、そういうイメージでございます。 
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○大村審議官 ありがとうございました。 

 そういうところで、相当保守性を持ってこの試験も行われていると。これは一般的な話

ですけど、そういう理解であります。 

 それでは、何か質問とか御指摘はありますか。 

○坂内調整官 安全規制調整官の坂内でございます。 

 コンクリートのところ、65℃制限値が64℃になっているという1ページのところでござ

いますけれども、もともとこの制限値は非常に保守性がある数値であるということでござ

いますので、それほど大きな影響はないとは思うんですけれども、この解析値が1℃ぐら

い低いということで、この解析の信頼性といいますか、この1℃の差というのが意味ある

ものとして捉えていいのかどうかということで、例えば、計測可能なところの実測値と解

析結果が1℃以下におさまっているという、仮にそういうことであれば、こういった1℃下

回る解析結果が出ても、それなりに信頼できるのであろうなと思うんですけれども、そう

いった解析の信頼性といいますか、不確実性を考慮してこういった1℃以内の、あるいは

1℃前後の差というのが意味があるのかどうかということについて、九州電力さんのお考

えをちょっとお聞かせいただければと思います。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 今、御指摘いただきました件のうち、解析の信頼性については、当然、解析ですので、

ばらつき等があるというふうに認識しております。その上で、解析に用いるあらゆるパラ

メータというものに、おのおの保守性を持った解析を行っておりますので、この解析値よ

り大きくなることはないというふうに考えておりますので、解析値自体が制限値を下回っ

ておりますことから、問題ないというふうに考えております。 

○坂内調整官 ということは、この解析の結果が、これ自体もある程度の保守性があると

いうことでございますか。 

○九州電力（新立） 九州電力、新立です。 

 そのように考えております。 

○坂内調整官 承知しました。ありがとうございます。 

○大村審議官 それ以外に何かありますか。 

 では、ないようですので、その次に入ります。今日は照射誘起型応力腐食割れ、IASCC

について資料を用意いただいていますので、これの説明をお願いします。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 
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 それでは、資料右肩ナンバー1-5に基づきまして、照射誘起型応力腐食割れ、いわゆる

IASCCについて御説明いたします。 

 めくっていただきまして、まず、右下1ページの目次ですけども、まず、1.として「審

査会合における代表機器の選定」というものを行います。 

 2.で、それについての「健全性評価」、3.で、「現序保全」、どういうことをやっている

かということを説明しまして、健全性評価と現状保全を踏まえて「4.総合評価」というも

のを行って、総合評価を踏まえて「5.高経年化への対応」というものを御説明いたします。 

 めくっていただきまして、2ページですけども、まず、「1.審査会合における代表機器の

選定」について御説明いたします。 

 「1.1 評価対象の機器及び代表機器」についてですが、照射誘起型応力腐食割れの発

生要因としては、材料と環境、そして応力といった三つの要因というものが考えられてお

りまして、運転時間が経過して、非常に高い中性子照射量を受けたステンレス鋼において

発生する可能性があるということが知られております。 

 先ほど申しました材料と環境と応力という三つの要因についてですが、まず、一つ目の

材料要因といたしまして、非常に高い中性子量を受けたステンレス鋼が対象になります。 

 括弧書きで書いておりますけども、中性子照射量が高いほど評価上厳しいということが

わかっております。 

 図1を左下に書いておりますが、これは横軸が照射量でして、横軸の照射量が大きくな

るに従って粒界破面率が上がっているということで、IASCCによる割れが発生していると

いうことで、右に行けば行くほど厳しくなっていくということが見てとれると思います。 

 二つ目の環境要因ですけども、応力が高いほど厳しいということがわかっております。 

 これについては、右下の図2というものに、横軸が試験温度、縦軸がSCCの発生のしきい

値というものを記載しておりますが、右側、温度が高くなれば高くなるほど、しきい値が

下がっていくということで、これについても、温度が高くなれば高くなるほど厳しいとい

うことがわかります。 

 最後に、三つ目の応力要因としては、応力が高いほど厳しいということがわかっており

まして、これについては、次の3ページの図3にグラフを載せておりまして、横軸が時間で、

縦軸が応力のパラメータということになっておりまして、こちらについては、応力が高い

ほど破断に至るまでの時間が短いということで、これについては、応力が高いほど厳しい

ということが確認できます。 
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 このグラフの右下がりの線が描いてあって、その下に「2.609×t-0.110」というところが

あるんですけども、これは印字が悪くて「t」のところが潰れておりまして、正確には

「t-0.110」というのが正確な値です。ちょっと印刷が悪かったので、ここでちょっと補足

しておきます。 

 続きまして、4ページに行っていただきまして、以上のような特徴を踏まえた上で、今

回の審査会合における代表機器というものを選定いたします。 

 ステップ1として、まず、材料がステンレス鋼であって、照射誘起型応力腐食割れの感

受性の発生が考えられる中性子照射量のレベルとして、運転開始後60年時点で1021n/cm2以

上の照射量を受ける機器というものを抽出しております。 

 ステップ2として、その結果、抽出された機器については、炉内構造物のみということ

でしたので、今回の審査会合における代表機器としては、炉内構造物を選定いたしまして、

これについて説明を差し上げるというものでございます。 

 なお、評価対象が複数ある事象の場合でありますと、ステップ2で、それぞれの流体条

件等でグループをつくって、グループ内代表を選んで、ステップ3で、さらにそのグルー

プ内代表の中から厳しいもので審査会合の代表を選ぶというような手順を踏むんですが、

ここでは抽出された機器が炉内構造物のみということでしたので、ここではステップ2ま

でで抽出を終えております。 

 「1.2 評価部位の抽出」ですが、今、選定された炉内構造物の各部位について、2ペー

ジのほうで御説明さしあげましたとおり、中性子照射量と温度と応力がそれぞれ高いほど

厳しいということがわかっておりますので、次のページの表1のほうに、それぞれ中性子

照射量と温度と応力レベルというものを整理した表を記載しております。 

 右下5ページの表1を見ていただきますと、左のほうから炉内構造物のそれぞれの各部位

の名称、それで、左から順に中性子照射量のレベルと温度と応力レベル、さらに、海外の

損傷事例というものを記載しております。 

 これらの部位の中で、中性子照射量と温度が最も高くて、応力レベルも大きい。さらに、

実際に海外で損傷事例が起きているというところのバッフルフォーマボルトを最も厳しい

評価部位として選定しております。 

 次の6ページに行っていただきまして、具体的な健全性の評価内容について御説明いた

します。 

 まず、「2.1 適用企画、評価条件」については、発電用原子力設備規格、いわゆる日本
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機械学会の維持規格ですね、これに基づいて評価しています。さらに、照射誘起型応力腐

食割れ（IASCC）評価技術に関する報告書ということで、旧JNESさんのほうから出ている

国プロであった報告書というものと、あと、発電技検のほうで、これも国プロになるんで

すが、「プラント長寿命化技術開発」の報告書といったものに従って評価を行っておりま

す。 

 「2.2 照射誘起型応力腐食割れの損傷予測評価」ということですが、まず（1）で川内

1号炉のバッフルフォーマボルトの仕様というものを整理しております。 

 川内1号炉のバッフルフォーマボルトについては、応力低減等を図った改良型のボルト

を採用しておりまして、照射誘起型応力腐食割れの発生を低減しているものでございます。 

 具体的には、下の図と右側の表に川内1号炉のバッフルフォーマボルトの仕様と、そう

いう改良点というものを記載しております。 

 右の表を見ていただきまして、まず、ボルトの材料については、SUS316のコールドワー

クということで、非常に機械的強度にすぐれた材料を使っているというところが特徴にな

ります。 

 さらに、首下形状――左側の図でいきますと、丸で囲っているところですが、ちょうど

ボルトの頭の首の下のところの段がついているところなんですが、ここが比較的応力が立

ちやすいということで、ここの形状をパラボリック形状ということで、放物線の形状を採

用しておりまして、応力集中を低減しているということでございます。 

 あと、シャンク長さについてですが、これも左側の図に赤文字で書いているんですが、

35mmということで、長目のものを採用しておりまして、曲げ応力の発生を低減していると

いった仕様になっております。 

 最後に、ベントホールなんですが、これについても、左側の図の上のほうに赤の矢印で

書いてあるんですが、ベントホールという穴を設けておりまして、ここに炉水が流れると

いうことで、熱を除去する効果があるということで、これについても、こういうベントホ

ールを設置することで熱を低減して、IASCCというものの発生を低減している。こういっ

た改良型ボルトというものを採用しております。 

 続きまして、7ページをめくっていただきまして、今のようなボルトを使っております

川内1号炉について、まず、いわゆる維持規格に基づく評価というものを行っております。 

 一つ目の○ですが、維持規格において、バッフルフォーマボルトは縦列の2本のボルト

が残存すればよく、ボルト本数の全体の7割が損傷した場合でもということなんですが、



11 

川内1号炉の場合には、これは図で補足しますと、4ページを見ていただきますと、炉内構

造物全体の図が載っておりまして、図のうちの左側の図の真ん中辺りにバッフルフォーマ

ボルトと矢印で書いてありまして、ここの図でいくと、もう小さい点になるんですが、こ

ういうふうに縦にずっと並んでいて、横にも1周ぐるっと回っているというふうにバッフ

ルフォーマボルトがあります。ここの縦が、川内1号炉でいきますと、9本ボルトが並んで

いるんですけども、このうち7本が損傷しても、炉心の構造自体は健全が確保できるとい

うふうな評価が維持規格の中でなされております。 

 二つ目の○なんですけども、そういうふうな評価がなされている上で、維持規格におい

ては、バッフルフォーマボルトの仕様に従って、グループ1～4というような分類がされて

おります。 

 損傷ボルトの本数が全体の約2割に達したところを管理損傷ボルト本数というふうに定

めておるんですが、先ほど一つ目の○で御説明したとおり、実際は7割のボルトが損傷し

ても大丈夫なんですけども、管理上はその7割に対して2割損傷したところを管理本数と定

めておりまして、その管理損傷ボルトに達するまでの期間というものが維持規格の中で評

価されております。 

 維持規格の中では、グループ1のボルトについては、運転時間で約30年。グループ2のボ

ルトについては運転時間で約50年で、管理損傷ボルトに達しますというような予測曲線と

いうものが示されております。 

 一方、三つ目の○で、じゃあ、実際、川内1号炉のバッフルフォーマボルトはといいま

すと、先ほど御説明したとおり、首下の形状をパラボリックにするだとか、ベントホール

を設けるといったように、グループ2と比較してさらに応力を低減して、IASCCの発生を低

減したボルトを使っておりまして、グループでいくと、グループ4という分類がなされる

んですが、いずれにしても、グループ2と比較して応力を低減しているようなボルトを採

用しております。 

 したがいまして、実際の損傷の可能性というものはグループ2よりも低くなっていると

いうことでございますが、保守的に、この維持規格で評価されているグループ2の損傷予

測曲線というものを用いて評価した場合に、管理損傷ボルトに達するまでの期間が運転時

間で約50年という評価ができるかというふうに考えております。 

 続きまして、次のページ、右下8ページ。 

 今、（2）のほうで維持規格に基づく評価結果というものを御説明したんですが、今回の
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評価に当たっては、維持規格よりもさらに新しい知見といたしまして、2009年3月に国プ

ロの結果として「照射誘起型応力腐食割れの技術評価に関する報告書」というものがまと

められておりますので、そこで得られた新しい知見というものを反映した評価というもの

も行っております。 

 このIASCCの技術評価に関する報告書では、評価ガイド（案）というものが示されてお

りまして、その評価ガイド（案）に従った評価というものを行っております。 

 その結果、運転開始後60年時点でバッフルフォーマボルトの予測損傷本数は0本という

ような評価になっておりますことから、照射誘起型応力腐食割れが発生する可能性は低い

というふうに考えております。 

 下に、その評価ガイドに基づく評価方法について、評価の手順とそのイメージ図という

ものをつけておりますので、ここで御説明いたします。 

 左下の「評価ガイド（案）に基づく評価方法」のところで、まず、①番のところで、運

転時間が長くなるほど照射量を余計に受けるということになりますが、それによって変動

するバッフルフォーマボルトの応力履歴というものを算出しております。 

 図7については、ちょっと後ほど御説明いたしますが、その運転時間に応じて照射量を

受けていて、その結果、どのようにバッフルフォーマボルトが応力履歴をたどっていくか

というものを、右の図でいうと青い線、左側から順に運転時間が右に行くに従って進んで

いくんですが、青い線のような応力履歴をたどるということがわかっております。 

 それで、次に、②番として、先ほど紹介しましたIASCCの技術評価に関する報告書の中

で、評価ガイドの中で定められているIASCCによる割れの発生応力線図というものが示さ

れておりまして、これについては、国プロの実験結果から得られたものなんですが、この

線というものが、右の図でいきますと赤い線というものになります。この赤い線より上に

行くと、割れが発生する可能性があるというものでございます。 

 ③番で、先ほど①番で説明いたしました、実際にボルトにかかる応力の履歴というもの

と、国プロの結果で示されております赤い線ですね、割れの発生する応力の線というもの

を重ね合わせいたしまして、これらが重なったところ、青い線が赤い線を越えたところで

IASCCが発生するというところになるんですが、ここの交差したところが、IASCCが発生す

る時間というものになります。 

 川内1号炉の具体的な評価結果については、次のページに示しております。 

 右下9ページを見ていただきますと、先ほど言った赤い線、割れの発生の応力線図です
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ね、これが、ここでいいますと赤い破線で示されております。この赤い破線よりも応力が

高くなると、割れが発生する可能性があるというものなんですが、下のほうに青とかオレ

ンジとかでカラフルな線が示されておりますが、これが各バッフルフォーマボルトの60年

運転を考慮した応力の履歴というものになります。 

 見ていただきますと、これらの各応力の履歴というものが、赤の破線で示している割れ

のしきい線よりも下にあることから、IASCCは発生しないという評価結果を得ております。 

 右側の*1のところで補足しているんですが、実際に川内1号炉のバッフルフォーマボル

トの本数というものは、全体で1,080本のボルトがございます。ここでは、このカラフル

な線というものが、1,080本全体の8分の1の対象性というものを考慮した、1,080を8で割

った135本の線がここで示されております。 

 その対象性というものをちょっと御説明いたしますと、ページを戻っていただきまして、

右下のページで4ページになります。 

 4ページの右上のほうに、炉内構造物を上から見た丸い図があると思いますが、これを8

等分した、45度の分ですね――その8分の1を取り出した図がさらに上のほうにありまして、

この8分の1の間の中にボルトが135本あります。この8分の1が8個合わさって一つの丸にな

っているんですが、この135×8で全体の1,080本ということになりまして、炉心の配置の

対称性から、この8分の1について解析を行っている。 

 また行ったり来たりで申し訳ないんですが、9ページに戻っていただきますと、ここで

描いているカラフルな線が135本あるんですが、それぞれの線が8本分の評価結果になって

いる。この奥行方向に8本ずつ線があると思っていただければ、1,080本の線があるという

ふうに考えられますが、そういう意味で全数の評価結果として載せておりますが、実際、

ここに示している本数としては135本ということになります。 

 繰り返しになりますが、この1,080本のボルトがそれぞれこのような応力履歴をたどる

んですが、赤の破線で示されているしきい線を越えないということで、割れは発生しない

という評価を得ております。 

 先ほど8ページの①のところで、応力履歴の算出を後ほど説明しますということを御説

明したんですが、実際に、この9ページのカラフルな線それぞれ1本ずつの応力履歴を出す

に当たっては、次の10ページに示してあるような応力評価手法というものを用いて評価し

ております。 

 この10ページの図ですが、左側の上半分にバッフル構造、下半分にボルト部というふう
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に記載しておりまして、まず、上半分のバッフル構造について、左側に赤枠とオレンジで

「グローバルモデル」というふうに書いてありますが、バッフル構造全体を大きなモデル

として、この三次元のFEMのモデルを組みまして、まず、これについて、左上のほうに書

いてありますが、放射線の影響と熱の影響というものを考慮して、放射線の影響によるガ

ンマ発熱等で温度が上がるという条件とか、実際に炉内の温度が300℃以上ありますので、

そういった流体の温度が加わることでバッフル全体が、熱変形が行われるということと、

実際に中性子照射というものを受けることによりまして、スウェリングといって、バッフ

ル構造自体が変形するというような効果がございますので、そういったパラメータという

ものを考慮して、このグローバルモデルにおきまして、バッフル構造全体の変形というも

のを解析しております。 

 ここで得られたバッフル構造全体の変形という条件を、下のボルト部のところで、下の

ほうにオレンジで、これも「ローカルモデル」というふうに書いてあるんですが、実際に、

このバッフルフォーマボルトについても、詳細な三次元のFEMモデルというものを組みま

して、このローカルモデルというものを作成しております。 

 10ページの右側のほうにイメージ図を描いておるんですが、データの受け渡しというこ

とで、上のほうのバッフル構造で得られた変形、ひずみの条件といったものを、下のロー

カルモデルの境界条件として与えまして、バッフル構造全体の変形がこのボルトの変形に

影響を与える。さらに、このボルト自体も照射の影響を受けますので、その条件に、この

グローバルモデルの境界条件とバッフルが受ける温度の条件と照射の影響というものを考

慮しまして、このローカルモデルにおいて、ボルト自体にかかる応力というものを精緻に

求めているというものになります。 

 こういう解析を経て得られたそれぞれの応力履歴というものが、9ページで示されてい

るこのカラフルな線それぞれ1本1本になるということでございます。 

 最後、11ページになりますが、まず「3 現状保全」、実際に炉内構造物については、定

期的に可能な範囲で水中カメラによる目視確認（VT-3）を行っておりまして、炉心の構造

の健全性に問題がない、異常がないということを確認しております。また、今後、維持規

格に基づきまして、バッフルフォーマボルトの超音波探傷検査というものを行いまして、

ボルトの健全性を確認していくといったものでございます。 

 「4 総合評価」でございますが、先ほど「2 健全性評価」で維持規格に基づく評価と、

あと、最新の知見を踏まえた評価というものを御説明しましたが、バッフルフォーマボル
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トについては、新しい知見を反映した損傷予測によって評価を行いまして、運転開始後60

年時点において損傷が発生する可能性は低いというような結果を得ております。 

 しかしながら、維持規格による評価を行った場合においては、管理損傷ボルトに至るま

での期間が運転時間で約50年というふうに評価されますので、保全については、今後もこ

の維持規格に基づく評価に基づいて現状保全を継続していくということにしております。 

 なお、「また」以下で書いておりますが、バッフルフォーマボルト以外の部位について

は、最初のほうで評価部位の抽出のところで御説明したとおり、最も厳しいバッフルフォ

ーマボルトの損傷予測の結果、運転開始後60年時点までで損傷の可能性が低いというふう

に評価されていますことから、照射量だとか、温度条件だとか、応力の条件を考えて、そ

れよりも条件が緩やかである、それら以外の部位については、照射誘起型応力腐食割れの

発生の可能性は小さいというふうに考えられています。 

 なお、冷温停止状態においては、照射量や温度が低いというところからも、事象の進展

が考えがたいということから、今回、運転ベースの評価を行っておりますので、十分にこ

れが保守的な評価であると考えられますので、健全性には問題ないというふうに考えてお

ります。 

 以上の評価を踏まえまして、「5 経年化への対応」でございますが、照射誘起型応力腐

食割れに対しては、現状保全項目というものを今後も引き続き継続していくんですが、さ

らに高経年化の観点から追加するべきものはないというふうに判断しております。 

 御説明は以上です。 

○大村審議官 それでは、照射誘起型応力腐食割れの評価について説明いただきましたが、

これについて質問等があれば、お願いします。 

○菅野技術参与 規制庁の菅野です。 

 3ページ目を開いていただきたいんですけども、まず、この図の前提条件としてお聞き

したいんですけども、川内1号機のEFPY、定格出力運転年数を確認したいんですけども。

御社の場合、1号機は約30年運転してきて、稼働率が非常に高いので、80％前後ですから、

24EFPY程度じゃないかと思うんですけども。そのEFPYをまず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。 

 今、御質問いただきましたEFPYについては、2011年5月10日から第21回の定検というも

のが始まっておりまして、そこまで運転を行っております。 
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 それまでのEFPYを計算しますと、22.7年というようなEFPYが実績としてございます。 

 以上です。 

○菅野技術参与 22.7EFPYを前提に、この図3を確認したいわけですけども。 

 この横軸は時間軸ですから、22.7EFPYというと、概算、約20万時間ぐらいに相当すると

思うんです。すなわち、この図でいくと5mmぐらい右にシフトしただけになるんですけど

も、この図の言わんとしているところは、この2点だけが割れていて、要は、時間ととも

に応力が、先ほど説明がございましたように、割れる応力が低減してくる、低くなってき

ます。 

 すなわち、実際のプラントでも、割れが発生する応力が下がってくるので、要注意とい

うことを示す。これは概観的な、一般的な図だというふうに説明があったものと認識して

います。 

 これを前提に、ページ9の図6なんですけども、このことを前提に、先ほど対称を考えて

8分の1ということで、135本の評価結果がこの中に示されているわけですけども、この中

で最も厳しい135本でいいんですけども、最も厳しいボルトは、この応力線図に対してど

のぐらいの位置まで近づいているのか。例えば、80％とか、90％とか、99％とか、おおよ

そでいいんですが、どの程度まで近づいているのでしょうか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立です。 

 今の御質問につきまして、9ページのほうで、グラフで示しておるんですが、ここを一

部赤枠で囲わせていただきまして商業機密に関するところはございますが、ちょっと見て

いただきますと、大体55と60dpaの間ぐらいのところに、一番赤い点線に近づいていると

ころがある図が見ていただけると思います。 

 ここの値が大体、概算で350よりちょっと下回るぐらいの値になりますので、そこで見

ていただくと、400がしきい線に対しまして、400をちょっと超えるのに対して350を下回

るということで、8分の7よりちょっと小さいというような概算の割合になるかと思います。 

○菅野技術参与 次の質問なんですけども、機械学会等々で、先ほど御説明がありました

けども、極端な話、7割のバッフルフォーマボルトが破損に至ったとしても、健全性とい

いますか、機能は維持できるという説明があったわけですけども、少しそのことを前提に

した質問なんですけども、例えば、先ほど質問したものを、この応力限界線図に対して

50％ぐらいを超えるものは、この135本のうちの大体どのぐらいなのか。 

 つまり、私の質問の前提は、7割に対して、今現在どのぐらいなのかという質問です。 
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○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 

 まず、ちょっと質問いただいた件について、2段階に分けて御回答いたしたいと思うん

ですが。 

 まず、7割折れても大丈夫というものに対して、この線図におきまして、赤い点線を越

えていませんので1本も折れないということで、7割ということに対しては0割というもの

が回答になろうかと思います。 

 じゃあ、赤い点線に対して50％以上を超えるものについては、どのぐらいありますかと

いうことで、仮に50％を超えても割れないんですが、ここの図で、ちょっと今、手元に詳

細な数値は持ち合わせていないんですが、ざっと見ても半分以上は、当然、もう十分低い

ところにおりまして、50％を超えるのは多く見積もっても半分以下だろうというふうに考

えております。 

○菅野技術参与 ありがとうございました。 

 質問の背景は、先ほど坂内さんも質問がございましたけども、この次のページの詳細な

応力評価を御社はやっておられまして、この計算の信頼性といいますか、その観点を含め

て、先ほど、冒頭、いろいろと質問をさせていただきました。 

 おっしゃるとおり、現段階での御社の解析結果では、1,080本のうちの1本も割れる可能

性はない。しかも、60年の供用を仮定したとしても、ないというお話ですけども、その計

算の信頼性等について、御社の御見解をお願いいたします。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 

 今、御質問いただきました件につきましては、（3）の新しい知見を踏まえた評価結果に

ついての計算の信頼性という理解でよろしいでしょうか。 

 説明の中でも若干触れたんですが、（2）の維持規格に基づく評価は、当然、いわゆる維

持規格に基づきエンドースされている評価になってございまして、この次の（3）の評価

については、もともと国プロジェクトの中で行われた評価技術の報告書の中にまとめられ

ている、しきい線等を用いた評価になってございます。 

 応力については、この10ページで御説明しましたとおり、FEMを使った詳細な精緻化モ

デルというものを使って評価を行っているものでございます。 

 維持規格で行われている評価というものは、実際、このFEM、今回、新しい知見に基づ

く評価に比べて、はりモデル等を使った評価を行っておりますので、少なくとも、そうい

ったはりモデルを使った評価よりも、今回行っているFEMによる評価というものは応力値
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が精緻化されているものだというふうに考えております。 

 なお、こういった評価手法というものは、国プロで評価がまとめられた後に、炉内構造

物点検評価ガイドラインといいまして、そういう民間のガイドラインというものを、ガイ

ドライン検討会の中で有識者を含めて審議されまして、この解析手法についても有効に使

える。最新知見を踏まえておりまして、さらに、不確定性というものを考慮した上でも有

効だという審議を経て、2014年3月に、こういう点検評価ガイドラインというものが制定

されておりまして、その中で採用されている評価というものを評価で用いておりますので、

そういった観点からも、不確定性を考慮しても有効な評価だというふうに考えております。 

○菅野技術参与 理解しました。 

 もう少し詳細についてレビューさせていただきたいので、相当時間がかかると思います

のでヒアリングで行っていきたいと思います。 

 次の質問なんですけども、ページ6なんですが、先ほどの説明で、さまざまな最新の設

計のバッフルフォーマボルトを使っておられて、いわゆるグループ4というものを使って

いるというふうに考えています。 

 この図でわかりますように、当然、ボルトですから締めつけるわけでして、そのときに、

この説明がなかったんですけども、ボルトの締結管理、要は、トルクを一体幾つに設定し

ておられるのか。そのときのトルクというのは、今、御説明のあった、「パラボリック」

と書いてありますけども、この首下形状が一番重要だと思うんですけども、この部分に相

当する応力というのは、一体どのぐらいを想定して設計されていたのか。 

 その応力というのは、先ほどの説明でありました詳細な応力計算の中の、10ページの中

には応力が書いていないんですけども、あくまでこれは応力評価法、解析の方法だけを言

っていたので、別途の管理であるということがわかるんですけども、では、そのときのボ

ルト締結のトルク管理の値というのを含めてどこでちゃんと評価しているのか。そのこと

は説明がないんですけども。足して考えるべきなのか、いや、この10ページで言う評価の

手法の中に入っているという御説明なのか、そこを確認したいと思います。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 

 今の件について御回答いたします。 

 まず、トルク管理については、ちょっと商業機密に関わるところもありますので、具体

的な数字というのはなかなか申し上げにくいんですが、締めつけについては、降伏応力よ

りも低い値で十分な締めつけ力が得られるところで管理しているというものでございます。 
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 解析の中で、9ページのところを見ていただきますと、まず、これは運転時間が右に行

くほど長くなっていくんですが、一番左の0といったところは、まず運転を開始するとこ

ろの時点でございまして、その時点では、まず締めつけを行っている応力と、機械荷重と

熱による影響ということで、実際に照射を受ける前の応力条件が書かれておるんですが、

ここの応力の値の中に、当然、その締めつけ応力というものも入っておりまして、この中

で管理をしていると。その後、照射の影響を受けまして、クリープとかスウェリングの影

響がございまして、一旦こういうふうな応力履歴をたどっていくということで、今、言わ

れました締めつけのものについても、この解析の中で考慮をしてございます。 

○菅野技術参与 ありがとうございました。 

 引き続き、規制庁の菅野ですけども、ページ5ですが、代表機器については、バッフル

フォーマボルトという理解で、私どものほうでの経験によりますと、やはりこういう応力

腐食割れ等々は溶接部に発生する場合が多いので、その点に関しての質問です。 

 そういう観点に立ちますと、炉心そうは溶接構造物でありまして、溶接残留応力として

応力が発生するということですけども、これも企業秘密なのかもしれませんが、解析また

はひずみゲージ等で一体どのぐらいの残留応力が発生しているのか、その点をお聞きした

いのが1点目です。 

 おおよそ、この炉心そうは、この表に入っているだけですので、説明していただきたい

のは、この板厚がどのぐらいなのか、材質は、恐らく、これまで私どもの調べた感じでは

304じゃないかと思うんですけども、それから、溶接方法もサブマージというふうに書い

てあったんですけども、それで正しいのかどうか。板厚が書いていないんですけども、板

厚は恐らく50mm前後じゃないかと思うんですが、その3点を教えていただきたい。 

 板厚と溶接方法と材料、その3点をお聞きしたい。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 

 二つ質問を受けましたので、順を追って御説明を差し上げます。 

 まず、炉心そうが溶接構造物ということで、溶接残留応力というものが発生するという

ことで、この表1の中でも、実際に応力レベル「大」ということで溶接部がありまして、

溶接残留応力がありますよというもので、当然、我々としても、そういう残留応力という

ものが発生するということを考慮した評価をしております。 

 実際に、ここの炉心そうについては、そういう残留応力の影響等がございますので、具

体的に解析を行っておりまして、数値自体はちょっとここではなかなか申し上げづらいん
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ですが、少なくともバッフルフォーマボルトの応力よりも低いということを確認しており

まして、応力履歴をたどっても下回っているということを確認しております。 

 必要であれば、今後、詳細に丁寧に御説明することは可能ですが、この場では、バッフ

ルフォーマボルトより低いということを確認しているということの説明にさせていただき

ます。 

 続きまして、2点目の御質問ですが、炉心そうの材料、寸法と溶接方法については、こ

れも商業機密に関わるところもございますが、少なくとも、304系の材料であるというこ

とは御指摘のとおりでございます。溶接方法についても、サブマージの溶接というものを

行っております。 

 寸法については、ちょっとこれの数字はなかなか申し上げづらいので、また後ほど丁寧

に御説明を差し上げることは可能だと思っております。 

○菅野技術参与 これも同じ系統の質問なんですけども、なかなか御社が出している報告

書の中には書いていないんですけども、これは溶接構造物だとすると、縦継ぎ手があるの

か、周継手は何本あるのか、本日、そこら辺のことはおわかりになりますでしょうか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 

 詳細には、今後、説明を差し上げるんですが、少なくとも周継ぎ手がございまして、そ

の辺りがその継ぎ手の中でも厳しくなるということがわかっておりまして、そこの応力を

評価しても、バッフルフォーマボルトよりも厳しくないということを確認してございます。 

○菅野技術参与 これまで、私どものほうでも、いろいろと海外知見、国内外の知見、こ

こまで少なくとも炉心そうについては割れていない、今回も割れていないという知見だと

認識しています。 

 その理由なんですけども、したがって、御社の川内1号機も現段階で割れていないのは、

自明といいますか、わかるような気がします。 

 一方、BWRの炉心シュラウドについては、御承知のように割れているわけでして、その

違いをいろいろ考察しなければいけないわけですが、恐らくPの場合には非常に溶存酸素

が低いとか、ｐＨ管理をしているという、そういう水管理がしっかりなされているのでは

ないかということがあります。 

 その辺の、なぜこれまでも国内外でこういう炉心そうについては一切、IGSCCもIASCCも

起こっていないのかという御社の見解をお聞きしたいと思います。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 
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 今、御説明いただきましたとおり、PWRでは――BWRのことをちょっとここではなかなか

あれなんですけど、1次系の水管理というものはしっかりしておりまして、そういうとこ

ろでもIASCCは起きないということはわかっております。 

 なお、ここの評価でも、中性子の照射量レベルとしても低くて、スウェリング等の影響

もないということがわかっておりますので、そういう水管理の影響、環境の影響と照射の

影響等を考えても、炉心そうのIASCCというものは起きていないということで考えており

ます。 

○菅野技術参与 もう1点お聞きしたいのは、この観点です。 

 製造時の観点なんですけども、本日、わかる範囲で説明していただきたいんですけども、

Bのことはさておき、PWRの場合の炉心そうのつくり方というのは、溶接して溶接部を全部

除去しているというふうに聞いています。 

 しかも、内径、外径とも機械加工をしているということで、表面の残留応力が結構、解

析と違って意外と低くなっているのではないかということも予想されます。その点につい

て、もし、今日、説明できるのであれば説明していただきたいし、もし後日、ヒアリング

等で説明できるのであれば、そういうふうに説明していただきたい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、溶接部の話がありましたが、少なくともそういったものを考慮して溶接部の残留応

力というものを算出して、解析を行って、バッフルフォーマボルトよりも応力が小さいと

いうことを確認しておりますので、そういった意味で、問題ないというふうに考えてござ

います。 

○菅野技術参与 最後の質問になります。ちょっと長々と失礼いたしました。 

 VT-3を炉内構造物として、炉内構造物というのは、御社の定義では非常に――カテゴリ

ーとしてはわかるんですけども、全ての炉内構造物に対しては、少なくともVT-3を、いわ

ゆる変形等々というものをやっておられるということですけども、至近の検査としてバッ

フルフォーマボルト近傍の、あるいは炉心そうも含めた至近の点検というのは、いつなさ

れたのでしょうか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 

 現状保全で御説明しました目視点検については、供用期間中検査の中で水中カメラによ

る点検をしておりまして、その中で、3年に1回だとか、10年に1回だというふうにスケジ

ュールを組んでいて、そういう頻度で確認しておりますので、具体的な最新の時期という
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のは調べればすぐ御回答できるんですが、少なくとも3年に1回の頻度で点検しているとい

うことを確認いただければ、そう遠くない時期に確認しているということは確認しており

ます。 

○菅野技術参与 今おっしゃった11ページ目の現状保全の中で、あるいは総合評価の中で

もそうなんですけども、「超音波探傷試験を実施し、ボルトの健全性を確認する」という

ふうに書いてありまして、この文章だけを見ると、過去にやったようにも見受けられるん

です。実際には、超音波探傷試験をこれまでに一度やったことはあるんでしょうか。 

 あるいは、御社として考えておられるのは、維持規格に基づく点検として、いつごろを

計画されているのでしょうか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 

 御質問いただきました超音波探傷検査については、まず、今までに実績があるかという

ものに対しては、実績はないというふうに認識しております。 

 今後の検査については、維持規格に従ってやっていくものでございますので、維持規格

で求められている運転時間で50年以内ということでございますので、少なくとも、その50

年を迎える前には、運転時間で50年に達する前には検査をやっていくものだというふうに

認識しておりますが、じゃあ、具体的にいつやるかというのは、今後こういった、今やっ

ている評価等々を踏まえまして検討を行ってやっていくものだと。 

 ただ、少なくとも維持規格で求められているものは満足するような検査を行っていくと

いうふうに考えております。 

○菅野技術参与 ありがとうございました。私からの質問は以上でございます。 

○大村審議官 それ以外に何かありますか。 

○坂本主任調査官 規制庁技術基盤グループの坂本でございます。 

 今の質問に関連して、11ページ目の総合評価のところで、バッフルフォーマボルトにつ

いては、現状保全について御説明をいただきましたけれども、それ以外の総合評価の後半

のところに書いてあります「バッフルフォーマボルト以外の部位について」は、「照射誘

起型応力腐食割れの可能性は小さいと考える」というふうにまとめられておりますけれど

も、これらについての保全というのは現状どうなっているか、今後どうするかということ

について、御説明いただきたいと思います。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 

 今の御質問についてですが、バッフルフォーマボルトの現状保全の中で御説明いたしま
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したが、この目視検査というものは供用期間中検査の中でやってございまして、その検査

というのが、原子炉容器の内部であったりとか炉心支持構造物というものを対象としてお

りますので、ここではバッフルフォーマボルトの検査というふうに申し上げましたが、あ

わせて、ここで対象にしている炉内構造物全体を目視検査をしていっている。 

 あわせて、先ほど言ったような頻度で見ていっているというものでございますので、ち

ょっと説明の都合上、バッフルフォーマボルトの検査というふうに聞こえてしまったかも

しれませんが、それ以外の部位についても、一緒に目視検査を行っているというものでご

ざいます。 

○坂本主任調査官 規制庁、坂本です。 

 わかりました。それで、目視検査は、対象となる範囲について100%完全にできるとも限

らないといいますか、見ようと思っても、なかなか接近しづらくて見えない部分もあるか

と思うんですが、どのぐらいのところが見えているかということについては、別途、詳し

くその辺を確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○九州電力（新立） 九州電力、新立です。 

 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。 

 どうぞ。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 IASCCの評価代表部位の選定の妥当性の観点から、再度確認という意味で質問させてい

ただきます。 

 シート5ページにおいて、各条件の比較として評価対象部位としてバッフルフォーマボ

ルトが代表として選定されています。このバッフルフォーマボルトについては、シート6

で述べておられるように、改良型のバッフルフォーマボルトということで、応力低減を図

っているということが記載されておりますが、この改良型ボルトにおいても、シート5の

比較上、最も厳しい応力レベルにあるのか、再度確認させてください。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 

 今の御質問についてですが、シート6で示しましたとおり、改良型のボルトを使ってお

ります。例えば、首下形状がパラボリックだとかいうことで、こういう応力集中部位につ

いて、応力集中は低減しているというような改良を行っております。 

 そもそも、なぜこういう改良を行う必要があるかといいますと、シート5に書いており
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ますとおり、ここの応力レベルで「締付＋熱曲げ＋照射スウェリング」ということで、応

力レベル「大」というふうに、こういう締付、熱曲げに加えて照射のスウェリングの影響

が大きいというところから、こういう応力低減をする必要があるというところが、まず前

提にございまして、当然、もともと応力が高いため応力低減をしているというものでござ

います。 

 したがいまして、応力低減をした後においても、ほかの部位よりも厳しいというような

応力レベルにあるというものでございます。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 了解しました。 

 もう1点確認したいんですが、バッフルフォーマボルトの健全性評価の観点から質問さ

せていただきます。 

 シート9ページになるんですが、このグラフの横軸の中性子照射量ですが、65dpaがバッ

フルフォーマボルトの60年間での最大の中性子照射量1×1023n/cm2に相当すると見られま

す。このグラフにおいて、特定のバッフルフォーマボルトが、これでいいますと約85dpa

まで解析されています。 

 85dpaは、最大中性子照射量の約1.3倍に当たるんですが、この解析結果の意味ですが、

当該ボルトが、例えば、1×1023n/cm2の1.3倍まで照射を受けるのか、または最大中性子照

射量の1×1023n/cm2の1.3倍まで予測しても応力履歴は、しきい値線を超えないとするもの

なのか、この解析の範囲を広げた内容を確認させてください。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 

 ここの図に示されている応力の線図については、運転開始後60年時点までを想定したも

のになってございます。 

 実際、川内1号炉の運転時間というのは、最初のほうで御質問があったように、EFPYで

いうと、今は22.7。今後、60年時点までで、どれだけ稼働率をもって運転するかというの

は、ちょっとなかなか予想しづらいところがございまして、今回の評価に当たっては、現

状、実績のあるEFPYと仮定ですね、60年までの間については、100%の運転時間というもの

を考慮して評価を行っておりまして、そうした場合に、60年時点までの運転時間というの

は、約49万時間になるというふうに計算しております。 

 ここのグラフについては、その値を包絡するという意味で、運転時間で50万時間の運転

をした場合の応力履歴というものを記載しておりまして、その50万時間を運転した場合に、
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こういう右側のほうまで来ているボルトの位置にありますと、照射量としては83とか81ぐ

らいになろうかと思いますが、そういう照射量まで受けるというふうに推定しておるとい

うものでございます。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 稼働率を多目に見て解析して、健全性を確認しているということは了解しました。 

 以上です。 

○大村審議官 ほかに何かありますか。 

 私のほうから、ちょっと何点か、基本的なことばかりですけれども。 

 ボルトなんですけど、これは、実際、応力が高いところが恐らく対象になっていると思

うんですけど、実際、この形状の中のここの部位ということになると、一体どこの部位の

ことになっているんでしょうか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 

 シート6ページの左下に図が載っておりますので、この図を使って御説明を差し上げま

す。 

 先ほど来、首下形状にパラボリックを採用しているということを何度か申し上げておる

んですが、もともと、ここの首下のところというのは、Rをとらなければ角ばっていると

ころですので、非常に応力集中が高くなるというところで、ここに一番応力がかかるとい

うふうに考えておりまして、その一番かかるところを、こういうふうにパラボリック形状

にすることで応力集中を低減しているというものでございます。 

○大村審議官 この首のところですね。 

 ちょっとその関連で、目視の確認、一番最後の11ページにVT-3の話がありますが、そう

すると、通常はこれは表面から見ても、中に入っている部分だということになると思うん

ですが、もちろんこれが取れちゃえば異常がすぐわかりますけど、損傷の有無というもの、

例えば、これはひび割れが入っているとかという、そこはこのVT-3で確認できるものなん

でしょうか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 

 VT-3で見ておりますのは、水中カメラで表面から見ておりますので、今、御説明を差し

上げた首下部というのは直接は見れておりません。しかしながら、ボルトの頭の部分とい

うものは見えてございます。仮にボルトが落ちてしまえば、当然、わかるんですが、ここ

にちょっとひびがあるぐらいでは直接見ることはできないというふうに考えております。 
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 しかしながら、維持規格の評価の中でもございましたとおり、7割折れても大丈夫とい

ったような評価もございまして、当然、今、我々の健全性評価の中で折れませんという評

価をしているのが一つと、仮に折れていて、炉心構造に影響を及ぼすような変形とか異常

があると、VT-3で確認できるというふうに考えております。 

 さらに、評価上、維持規格でやっている保守的な評価でその時期を迎えるまでには、超

音波探傷検査をして、実際に小さな割れがあった場合というのも確認できるのかなという

ふうに考えております。 

○大村審議官 このUTなんですけれども、結構、割と入り組んだような形状のところです

が、この形状のところの、例えば、そういう首のところに損傷があるというようなことも、

これはUTで確認できるような手法なり、形状というふうに判断していますか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 

 この部分についても、技術的には確認できるということは確認してございます。 

○大村審議官 あと、それに関連してもう1点だけ。 

 これについては、まだ今まで実績がないんだけれども、これからUTをやるということ、

多分、これは維持規格に基づくということなので、11ページの最後に「5 高経年化への

対応」ということで、追加すべきものはないとなっていますが、これはもう通常保全の中

で組み込まれてやるものであるから、長期保守管理方針の中には特には入れる必要はない

んだと、こういう理解でよろしいですか。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 

 御理解のとおりでありまして、現状も、維持規格に従った現状保全というのを行ってお

りますので、新たに追加するものではないというふうに考えております。 

○大村審議官 それから、最後ですけれども、このバッフルフォーマボルトを今日の説明

で取り上げてやっていますけども、これ以外のところについても、評価自身はされている

と。だけど、今日の説明としては、これが一番厳しいところなので、バッフルフォーマボ

ルトを取り上げたと、こういう理解でよろしいですね。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 

 その理解で問題ございません。 

○大村審議官 一番最初のところに、「1 審査会合における代表機器の選定」というのが

若干言葉がひっかかることはひっかかるんですけど。 

 実はこれは、審査会合の1回目に、審査会合でどういうふうに説明してもらおうかとい
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う話があって、当然、もともと高経年化技術評価というのは、すべからく全部というより

は、むしろ評価上は厳しいところとか、それで代表性があるんだったら、それをきっちり

説明して、評価をすると、こういう考え方ですよねということを確認させていただきまし

たけど、その中でも、恐らく申請上は多くの機器について評価しているはずなんですけど、

審査会合においては、その中でも特に厳しいところを代表性を持って説明しようと。 

 そういうことで、これは「審査会合における代表機器の選定」だと、こういう説明にな

っている。ちょっと言葉はひっかかりますけど。 

 それ以外のところについては、これがきっちり代表性があるのかどうかとか、あと、ほ

かの機器で問題がないかどうかというのは、別途ヒアリング等でしっかり確認させてもら

うと、こういう構図になっているということですので、対応をよろしくお願いしたいと思

います。 

 それでは、それ以外に何かありますか。 

○坂内調整官 規制庁の坂内でございますけども。 

 この解析の結果の一般公開ができない部分についてのあれですけども、場所によっては

非常に応力履歴が異なってくるということで、これを後の点検の優先順位づけに活用なり、

そういったことはあり得るのかなと思うんですが、その辺の九州電力さんのお考えはいか

がでしょうか、というのが第1点でございます。 

 2点目なんですけども、これだけ差があると2割残れば大丈夫ということでございますけ

れども、残った部位によって、かなりバッフルの動きが変わってくるのではないか。そう

すると、その残ったボルトにかかってくる応力もかなり変わってくるのではないかという

ことが素朴に思いつくんですけれども。 

 その辺の評価の状況はどのようになっていくのかというのを、ちょっとお聞かせいただ

きたいと思います。 

○九州電力（新立） 九州電力の新立でございます。 

 まず、1点目の御質問についてですが、点検の方法については、まだ具体的な点検計画

というのを定めておりませんので、どのようにやるかというのは、ここでは申し上げられ

ないんですが、全部見るというのが基本だと思っております。維持規格の中にでも、代表

性を持った評価を行うことも可能だというような記載もございましたので、場合によって

は、そういう選択肢もあり得るのかなと考えております。 

 2点目の御質問ですが、折れていくたびに条件が変わっていくのではないかというふう
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な御質問をされたというふうに認識しておりますが、そういったところも踏まえて時間経

緯を追った解析というのも行ってございます。 

○坂内調整官 2点目に対する御回答ですけれども、そういったさまざまな折れ方につい

て、それを包絡するような解析をされているという、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○九州電力（新立） 九州電力、新立でございます。 

 その理解で問題ないと思います。 

○坂内調整官 承知しました。 

○大村審議官 じゃあ、それ以外に何か御質問はありますか。 

 ないようですので、それでは、これで議題1、川内原子力発電所1号炉についての審議を

終わりたいと思います。 

 それでは、入れ替え等もありますので、3時再開ということで、議題1はこれで終了しま

す。御苦労さまでした。 

（休憩 九州電力退室 関西電力入室） 

○大村審議官 それでは、時間になりましたので、議事を再開したいと思います。 

 議題2は、関西電力高浜発電所3号機と4号機の高経年化技術評価についてということで

す。 

 まず、6月3日に、4号機について申請があったということで、本日は高経年化技術評価

の全体の概要について説明いただくということ。 

 それから、高浜3号炉については絶縁低下、それからコンクリートについて、個別の劣

化事象について審査を行うということであります。 

 では、まず初めに、高浜4号炉の高経年化技術評価の全体の概要について、説明をお願

いしたいと思います。 

○関西電力（高井） 高井でございます。 

 では、早速ではございますが、お手元の資料2-1に基づきまして、高浜4号炉の高経年化

技術評価（30年目）の概要につきまして御説明いたします。 

 1ページ目は目次でございます。ここに記載しております各項目の順に御説明いたしま

す。 

 次、お願いします。 

 初めに、高浜発電所4号炉の概要と保全実績でございます。 

 3ページをお願いします。 
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 右上に高浜発電所の構内配置図を示してございますけれども、高浜4号炉は、現在審査

していただいております3号炉とツインユニットでございます。 

 左上の主な仕様ですけれども、電気出力が約870MW、原子炉の型式が加圧水型軽水炉等

となってございます。 

 左下の主な経緯としまして、営業運転開始が1985年6月でありまして、来年6月に営業運

転開始後30年を迎えることとなります。 

 次をお願いいたします。 

 運転状況の推移としまして、営業運転開始以降、2013年度までの発電電力量・設備利用

率の年度推移でございます。 

 2007年度～2008年度にかけまして、蒸気発生器600系ニッケル基合金溶接部の応力腐食

割れによる損傷で、定期検査が長引いて利用率が若干低下してございます。 

 2012年度以降は、震災による影響で停止しておりますけれども、供用期間の長期化に伴

いまして、発電電力量・設備利用率が低下する明確な傾向は認められておりません。 

 次をお願いいたします。 

 ここでは計画外停止回数の年度推移を示してございます。 

 1999年度に自動停止が1回、2010年に手動停止が1回ございますけれども、供用期間の長

期化に伴いまして計画外停止回数が増加する明確な傾向は認められておりません。 

 次をお願いいたします。 

 6ページは、運転開始以降に実施した主な改善点を表にしてございます。 

 応力腐食割れ対策の一例としまして、1行目に蒸気発生器伝熱管予防保全対策がござい

ます。第13回定期検査時に実施しておりまして、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、耐応力腐食割れ性の向上を図ってございます。 

 次に、疲労について一例を挙げますと、3行目でございますが、余熱除去系統配管取替

工事、第18回定期検査時ですけれども、国内外PWRプラントにおける高サイクル熱疲労割

れ事象を踏まえ、予防保全の観点から、温度ゆらぎ及び熱疲労を抑制するため、配管ルー

トを変更する工事を実施いたしております。 

 次に、7ページをお願いいたします。 

 ここでは、さきの6ページで御説明した内容を発電所の概要図にそのままお示ししたも

のでございます。 

 次、8ページをお願いいたします。 



30 

 ここからは高浜発電所4号炉の高経年化技術評価につきまして御説明いたします。 

 9ページをお願いいたします。 

 まず初めに、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、管理を実施してござい

ます。 

 左側は原子力事業本部をお示ししてございますが、原子力技術部門統括が高経年化技術

評価書の提出の承認を実施いたします。その下の原子力技術部門高経年対策グループは、

ここに記載させていただいたとおり、全体取りまとめ等を実施してございます。その下、

土木建築設備グループは、コンクリート構造物及び鉄骨構造物のみ実施しておりまして、

ここに書いてございます評価書の作成等を実施してございます。原子力発電部門の機械設

備グループ、電気設備グループほかは、社内方針、技術的内容の確認等の評価書の作成助

成を実施いたしております。同じく品質保証グループは、内部監査、プロセス監査を実施

してございます。 

 右下は発電所でございます。 

 まず、原子力事業本部の窓口としまして保全計画課が担ってございます。そして、発電

所内の取りまとめも実施してございます。その下に記載があります各課室につきましては、

ここに書いてございます機器・保全データの提供等を実施してございます。 

 右上ですけれども、これは原子力事業本部・発電所、両方としての委員会でございます

が、原子力発電安全委員会が設けられてございます。これは、原子炉技術部門とは別の、

原子力発電部門統括を委員長としまして、美浜、高浜、大飯の各発電所長、各発電所の原

子炉主任技術者、原子力事業本部内の各チーフマネジャー以上の職位から委員が構成され

まして、保安規定の変更等を審議し、確認いたしております。 

 次をお願いいたします。 

 高経年化技術評価の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、工程管理を実施いたしました。 

 2012年10月17日に実施計画及び実施手順を策定し、技術評価に着手してございます。 

 以降、ここに記載しました日付で技術評価書案の高浜発電所の確認、グループ内での評
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価者以外による評価書内容の技術的な妥当性確認、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いたしております。そして、今年5月23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し確認いたしております。そして、5月26日に

原子力技術部門統括が承認しました。 

 その後、先ほど御紹介がありましたように、今週の6月3日に保安規定変更認可申請をさ

せていただいてございます。 

 次をお願いいたします。 

 高浜4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

けれども、まずは運転を前提とした技術評価書の作成の実施手順でございます。 

 技術評価の手法は、社内の高経年化対策実施手順書で明確にして実施しております。 

 なお、この手順書は特定のユニットごとにあるのではなく、当社の全ユニット共通もの

でありまして、したがいまして、この実施手順というのは、第2回と第4回の審査会合で―

―3号炉ですけれども――これで御説明した内容と全く同じものでございます。 

 右の図に、運転を前提とした技術評価フローをお示ししてございます。 

 評価は、大別すると下記の五つのステップでそれぞれ実施いたしております。 

 まず、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

象としまして、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

のを抽出しまして、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の機器のグループ化、代表機器の選定では、評価対象機器を構造、使用

環境、材質等の条件でカテゴリー化・グループ化しまして、重要度、使用条件、容量等で、

グループ内の代表を選定してございます。 

 ステップ3の劣化事象の抽出は、原子力学会標準の経年劣化メカニズムまとめ表を参考

にしまして、対象機器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ございま

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、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まして、

高温・高圧ではないクラス3機器とあわせて最終的な長期保守管理方針を策定してござい

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上有意な劣化事
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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いたしております。 

 以降の12ページ～17ページでは、以上の内容を整理したものになってございますので、

次は18ページをお願いいたします。 

 ここからは、もう一種類の冷温停止を前提とした高経年化技術評価の実施手順でござい

ます。この技術評価手法も、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。 

 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手法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、それぞれに関して評価を実施してございます。 

 評価は、大別すると下記の四つのステップで実施してございます。 

 ステップ1の冷温停止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の冷温停止に係る高経年化対策上着目すべき劣化事象の抽出での絞り込

みは、20ページに詳細は記載してございますが、その内容は、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は評価対象外とするとともに、運転を前提とした場合

と比べて厳しくなるおそれがない劣化事象は、運転を前提とした評価の知見を活用してご

ざいます。 

 一方、冷温停止を前提とした場合のほうが厳しい場合は、それを特出しで評価いたして

いるというものでございます。 

 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・耐津波安全性評価の

基本的な流れは、運転を前提とした高経年化技術評価の手法と同じでございます。 

 次に、22ページをお願いいたします。 

 国内外の新たな運転経験及び最新知見の反映については、これまでの美浜1、2、3号炉、

高浜1、2号炉及び大飯1、2号炉を含む先行プラントの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、

2011年4月～2013年11月の国内外の運転経験及び最新知見について、高経年化への影響を

判断して反映を実施いたしております。 

 なお、その期間以降の最新知見、運転経験については、審査の状況等も踏まえて、適宜

反映することといたしております。 

 国内の運転経験は、NUCIAのトラブル情報・保全品質情報を対象といたしております。 
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 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います以下のものを対象とし

てございます。 

 なお、第4回審査会合でトラブル情報等の反映プロセスについて指摘事項がございまし

たけれども、それは後ほど資料2-3で御説明させていただきます。 

 次をお願いいたします。 

 ここからは主な経年劣化事象の評価結果につきまして御説明させていただきます。 

 24ページをお願いします。 

 評価結果の一覧でございます。①～⑥は実施ガイドで示されている事象、それと、⑦は

長期保守管理方針に関連するもの、そして⑧耐震、⑨耐津波安全性評価の順に御説明いた

します。 

 25ページをお願いいたします。 

 低サイクル疲労割れでございます。 

 評価対象機器としましては、原子炉容器、蒸気発生器、1次冷却材ポンプ等があります

が、評価例としまして、原子炉容器で御説明いたします。 

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

右上に図がありますけれども、この評価対象部位に劣化が進展すると仮定した場合の60年

時点での疲労累積係数を評価、ここでは環境を考慮した評価も実施してございます。 

 右下に、疲労評価結果を表で示してございますが、疲労累積係数は許容値1以下である

ことを確認いたしました。 

 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検査で健全性

を確認するとともに、高経年化技術評価にあわせて実過渡回数に基づく評価を実施してお

ります。 

 以上のことから、総合評価としまして、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いたしました。 

 高経年化への対応として、現状保全項目に高経年化対策の観点から追加すべきものはご

ざいません。 

 次をお願いいたします。 

 原子炉容器の中性子照射脆化でございます。 
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 健全性評価としまして、これまで実施した4回の監視試験結果より、炉心領域の中性子

照射脆化はJEAC4201-2007/2013追補版に基づきます国内脆化予測法による評価結果におき

まして、右上に関連温度の予測と監視試験結果の関係でお示ししましたように、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、特異な傾向が認められ

ないことを確認いたしました。 

 次、27ページをお願いします。 

 先ほどの健全性評価の続きですけれども、JEAC4206に基づいた60年経過時点の加圧熱衝

撃が生じることを仮定した評価の結果を右上のPTS評価結果の図にお示ししてございます

けれども、破壊に対する抵抗力K1Cが60年時点――右側に倒れてきたとしましても、常に

破壊力K1を上回っており、不安定破壊しないことを確認いたしました。 

 また、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て、60年経過時

点での上部棚吸収エネルギーの予測値を評価した結果を右下の表に示してございますが、

JEAC4206で要求している68J以上を満足していることを確認いたしました。 

 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、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。 

 以上のことから、総合評価としましては、炉心領域部の中性子照射脆化が危機の健全性

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いたしました。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

劣化管理をさらに万全にするため、今後の原子炉の運転時間、照射量を勘案して、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。 

 次をお願いいたします。 

 照射誘起型応力腐食割れでございます。 

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

等でございますけれども、評価例としてバッフルフォーマボルトで御説明いたします。 

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

傷が発生していないことを確認いたしました。 

 現状保全としましては、定期的に水中テレビカメラによる可視範囲の目視確認を実施し

てございます。 

 以上のことから、総合評価として、構造強度、機能の健全性に影響を与える可能性は小
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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

て適切であると評価いたしました。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。 

 次をお願いいたします。 

 2相ステンレス鋼の熱時効でございます。 

 評価対象機器は1次冷却材管、1次冷却材ポンプケーシング等ございますが、評価例とし

て1次冷却材管で御説明いたします。 

 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お示ししてござ

います。運転開始後60年時点までの疲労亀裂進展長さを評価した評価用亀裂を想定しまし

ても、材料の亀裂進展抵抗（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はなく、健全性評価上問題とな

らないことを確認しております。 

 現状保全としましては、定期的に溶接部の超音波探傷検査を実施しております。 

 以上のことから、1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

あると評価いたしました。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が、評価例

として低圧ケーブルで御説明いたします。 

 左のイメージ図は、通常運転相当の劣化傾向は緩やかで、事故時雰囲気ばく露により、

性能低下は急速にする様子を記載いたしております。 

 右側に、電気学会推奨案の長期健全性試験手順を記してございますけれども、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模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となってございます。 

 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は維持できると評価することができました。 
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 現状保全としましては、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、異常

のないことを確認いたしております。 

 以上のことから、総合評価としまして、絶縁体の絶縁低下による機器の健全性に影響を

与える可能性はないと評価いたしました。高経年化への対応としましても、追加すべきも

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でございます。 

 健全性評価として、60年の供用を想定して、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。 

 強度低下については左側、遮蔽能力低下については右上に、表形式で評価結果を記して

ございますが、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ました。 

 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かえ等の補修を実施するとともに、非破壊検査等を実施し、

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、遮蔽能力低下の可能性はないと考えられるとともに、保全内容も適切であると評価

いたしました。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、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

すが、右下の推移グラフで示しましたとおり、絶縁紙のホットスポット部の平均重合度が

取りかえ目安としている保守的な管理値に達するまでの変圧器運転時間は約64,000時間

（約7.3年）と評価され、コイルの絶縁低下は否定できないことを確認いたしました。 

 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

均重合度計算等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、さきの現状保全は絶縁低下検知の点検手法とし

て適切ではございますけれども、コイルの絶縁低下の可能性は否定できないことから、絶

縁紙の寿命評価に基づき、変圧器の取りかえを実施することにより、プラント稼働率を考

慮すると、運転開始後60年までの健全性を維持できることが可能と評価いたしました。し
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たがいまして、高経年化への対応としましては、現状保全に加えて、絶縁紙の寿命評価に

基づき変圧器の取りかえの実施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。 

 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、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。 

 なぜならば、右上に応力腐食割れ検出本数履歴をお示ししてございますけれども、第13

回定期検査時にショットピーニング施工以降、数本出たり出なかったりしているというこ

とでございます。 

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

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、定検ごとに全数渦流探傷検査を実施しております。 

 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が、定検ごとの全数渦流探傷検査にて

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、

点検手法として適切であると評価いたしました。 

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

等の発生が否定できないことから、さらなる安全性向上のため、現状保全項目に加えて、

蒸気発生器取りかえ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。 

 耐震安全性評価では、技術評価の結果から経年劣化を保守的に想定した上で評価を実施

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評価結果の概要を右側にまとめたものでござ

います。評価の結果、経年劣化を考慮しても耐震安全性に問題ないことを確認いたしまし

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、さらなる耐震性の向上
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を目的とした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を御説明い

たします。 

 お願いいたします。 

 左下に減肉想定のイメージ図をお示ししてございますけれども、配管減肉の起こり得る

エルボ部等が周軸方向に減肉したと想定して、地震時の発生応力を算出し、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クラスの配管の評価結果をお示ししてございます。その下は耐震重要

度Sクラスの配管の評価結果をお示ししてございます。 

 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、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おります。 

 耐震安全性評価としましては、全ての管理対象箇所に、①の手法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の手法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ました。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（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、現状保全項目に加えて、①の手法で耐震安全性を

確認したドレン系統配管の一部については、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、これを反映して、②の手法で耐震安全性評価を

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。 

 評価対象は、右側にお示ししている取水構造物（浸水防止蓋）でございます。 

 着目すべき劣化事象につきましては、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を抽出した結果、

浸水防止蓋の腐食が抽出されましたが、目視点検により塗膜の管理を行うこととしている

こと、並びに仮に腐食が発生したと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、影響は軽微でありますので耐津波安全性評価対象外としました。追加保全策は、

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が、技術評価の結果の概要でございます。 
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 40ページをお願いします。これまで御説明してまいりましたけれども、健全性評価と現

状保全の突き合わせにより、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4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技術評価を

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てもプラントを健全に維持することが可能との見通し

を得ました。 

 その一方で、一部の機器・構造物は、現状の保全項目に加えて新たに講じる必要がある

保全項目が4件抽出されましたので、高経年化への対応としまして、この4件を長期保守管

理方針として策定いたしました。 

 なお、高経年化技術評価の結果につきまして、第2回の審査会合で御説明させていただ

いています高浜3号炉との相違は、3、4号炉の共用設備は3号炉の評価に含めて評価してい

ることと、あと、先ほど御説明した主変圧器の絶縁紙の評価値が少し大きく異なりますが、

それを除けば、運転実績や材料の微妙な差異等により評価値などに若干の違いはあるもの

の、3、4号炉ともに健全性に問題はないことを確認できたということでございます。 

 次、41ページをお願いいたします。 

 先ほどの4項目につきまして、長期保守管理方針を表形式に記載させていただいてござ

います。 

 次、42ページをお願いします。 

 今回実施した高経年化技術評価は、現在の最新知見に基づき実施したものでありますが、

今後、以下に示すような運転経験や最新知見等を踏まえて、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 高浜4号炉の技術評価の全体の概要について説明をいただきました。 

 では、この資料について、何か質問などありましたらお願いします。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 高浜4号炉についての概要説明ですが、評価対象機器・構造物の抽出の観点から、設備

の概要として質問させていただきます。 

 高浜4号炉と3号炉はツインプラントということで、かつ抽出された評価対象機器・構造
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物においては共用設備があって、共用設備は高浜3号炉で管理しているとお聞きしました。 

 申し訳ないんですが、具体的にどういう共有設備があるか説明してください。 

○関西電力（木谷） 関西電力の木谷でございます。 

 3、4号共用設備としましては、廃液蒸発装置とか、アスファルト固化設備などの廃棄物

処理系統の設備、それから、津波防護設備として防水ゲートと放水口側の防潮堤、これに

ついては3、4号共用となってございます。ほかにも中央制御室の換気空調設備関係、これ

なんかも共用設備となってございます。 

 以上です。 

○大高上席調査官 規制庁、大高です。 

 了解しました。 

○大村審議官 ほかに何かありますか。 

 じゃあ、後ろから。どうぞ。 

○坂本主任調査官 規制庁、技術基盤グループの坂本でございます。 

 6ページ目に主な機器の更新状況をまとめられた表がありますけれども、2001年度に蒸

気発生器伝熱管の予防保全対策をされていますけれども、この工事の前後で損傷が検出さ

れる伝熱管の本数というのは、もう明らかに変わったのかどうか、その辺の状況を御説明

いただければと思うんですが。 

○関西電力（田中） 関西電力の田中です。 

 今のお話は、34ページのほうの蒸気発生器の応力腐食割れを見ていただくとわかるので

はないかと思います。 

 伝熱管のショットピーニングの前後ですから、11回4本、12回で11本出ていまして、シ

ョットピーニングを打つ工事をやる予定をしていたときに1本出ています。それ以降、打

った後でも、やはり1年運転した後、2本検出されていますのでECTで検出されたものです

けれども、出ています。それ以降、しばらく3回なく、その後、18、19、20と連続して、1

本、1本、2本という形で出ています。 

 同様の対策をとっているのは高浜3号でございまして、こちらのほうはショートピーニ

ングを打った後、しばらく出なかったんですけども、一番近々の定期検査で1本だけ出て

いるということで、若干、やはりプラントによって差異が若干出ておりますけれども、シ

ョットピーニング施工の効果としては、一応上がっているのではないかと考えています。 

○坂本主任調査官 わかりました。ありがとうございます。 
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○齋藤管理官補佐 規制庁の齋藤です。 

 3号機と4号機の評価の相違という観点で確認したいんですけれども。 

 9ページで組織についての説明がございましたけれども、3号機の評価に当たった部署が

4号機の評価も行っていると理解してよろしいでしょうか。教えてください。 

○関西電力（高井） 体制も、3号炉のときと同じでございます。 

 ユニットによって体制を変えるということはしてございませんで、全ユニット対象で、

共通の体制で実施してございます。 

○齋藤管理官補佐 それから、もうちょっと別の観点で、もう一つ質問なんですけれども。 

 25ページ～38ページにございます各事象の評価結果を見ますと、現状保全を続けること

で、いずれも健全性は維持できるというふうに書いてあるんですけども、その中で長期保

守管理方針が四つ挙がっているということなんですが、この評価結果と長期保守管理方針

が出てきているということの関係といいますか、長期保守管理方針の位置づけをちょっと、

どんな位置づけで出されているのか、重みといいますか、それを説明していただきたいん

ですけれども。 

○関西電力（田中） 関西電力の田中ですけれども。 

 長期保守管理方針のほうは、今お話しいただいたように、その手前の現状保全を継続す

べきものもきちんと報告書に書かせていただいたものがございますので、ただ、現状保全

をやっているもの以外として、さらにつけ加えるべき保全として出してきたのが4件とい

うことですから、これまでの保全を継続することの意味が重たいと我々は思っています。 

 さらに、現場の保全をよりよくするためのものとしても一部入れております。 

 先ほど、少し耐震の配管のところでお話ししましたけど、現場の管理をより合理的にと

いう言葉よりも、実は、より簡易に易しくやれる方法として、我々としてはサポートを追

設することによって、耐震評価を不要として肉厚管理をするだけでよいようにするとか、

現場の視点に立った保全を常に心がけるようにしているというつもりでございます。 

 以上です。 

○齋藤管理官補佐 わかりました。 

○大村審議官 それ以外に何かありますか。 

○中野審査官 規制庁の中野です。 

 26ページの中性子照射脆化について質問なんですけども。 

 下のほうの表にある2013年6月末時点での中性子の照射量、これが高浜3号のときの照射
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量の値と比べてやや大きいように見えるんですけども、設備の稼働状況なんかも、3号よ

りは、やや累積設備利用率が低い中で、この照射量の値が大きい理由をちょっと御説明い

ただけますか。 

○関西電力（田中） 関西電力の田中です。 

 今、御指摘のとおり、この照射量というところについては、先ほど高井が説明しました

ように、稼働率のところを見ると、高浜3号機のほうが稼働率がよくて、高浜4号機の稼働

率が若干低いということであれば、本来だったら、中性子照射量は高浜4号機のほうが低

く出るというのが普通考えやすいんですけども、御指摘のとおり、これは中性子照射量は

高いです。 

 要するに、原子炉容器の寸法及び中にある炉内構造物、全て寸法は同じなので、この差

というのは燃料の装荷パターン－－燃料の装荷といいましても、よく燃えるものというか、

3サイクルで燃料を取りかえますので、よく燃えるものを外にやっているパターンと、既

に燃え切りそうなところを外に持ってくるパターンと、若干中性子照射量が変わるという

ことで、実際は中性子の漏れと僕らは表現しますけど、その漏れ量が差異が出ていて、こ

の数字になっている。 

 この数字につきましては、監視試験片のカプセルのデータでしっかりとらまえているの

で間違いないと考えていますし、装荷パターンとの相違がないことも確認しております。 

 以上です。 

○中野審査官 もう一つ、よろしいですか。 

 そうしますと、60年時点後の数値の予測は、装荷パターンによる線量のぶれというのは

どのように盛り込んで考えていらっしゃるんでしょうか。 

○関西電力（田中） 関西電力の田中ですけども。 

 最近の装荷パターンが大体固まってきている。数サイクルですけど、ありますので、そ

れで推定をかけているので、それ以降はそんなに差があるとは思っていません。最初のほ

うで、炉心の組み方を徐々に変えていったタイミングがずれただけなので、最近のは同じ

になっていますので、差異は出てこないとは思っています。ですから、この差が残ります

ので、高浜4号機のほうは照射量が高いまま推移すると考えています。 

○中野審査官 ありがとうございます。 

○大村審議官 ほかに何かありますか。 

 どうぞ。 
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○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 シート34ページの蒸気発生器の件について御質問します。 

 シート34で、蒸気発生器の応力腐食割れの現状保全として、保全の実績の質問ですが、

定期検査ごとに全数渦流探傷検査を実施して、欠陥指示がある場合には施栓等を実施する

とあります。今後、高経年化に伴い施栓の数が増加すると思いますが、現時点で蒸気発生

器の施栓率と、施栓率における許容値を説明してください。 

○関西電力（田中） 関西電力、田中がお答えします。 

 今、現状の施栓率ですけれども、三つのSG、伝熱管の本数が1万146本あります。そのう

ちの392本が施栓されておりまして、これが3.9%になっています。 

 この施栓の許容については、以前は20数%という数字も出ていますけど、最近の評価会

合では10%で解析していますので、今は10%と考えております。 

 ところで、先ほど少し損傷の話も出ていたので、つけ加えさせていただきますと、実際

には、SCCが発生して施栓が増えているというものは、そう多くなくて、実はECTの検査装

置の精度をかなり上げました。 

 そのときに、若干、伝熱管の摩耗のところが見つかった部分がありまして、一気に施栓

が増えた時期がありますけれども、それ以降、図も見ていただくとわかりますように、シ

ョートピーニングを打った後になりますけども、本数としては一応1本、2本と、三つのSG

でその程度ですから、余裕的には十分あるかと我々は考えています。 

 以上です。 

○大高上席調査官 規制庁、大高です。 

 現状保全、了解しました。 

 長期保守管理方針では、蒸気発生器取りかえを含めた保全方法を検討していくというふ

うに書いてございますが、施栓率のことを聞きますと、SCCでの施栓率は小さいというこ

となので、その辺も含めて今後検討するというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○関西電力（田中） はい、そのとおりでございます。 

○大高上席調査官 規制庁、大高です。 

 了解しました。 

○皆川調査官 規制庁、皆川です。 

 33ページの主変圧器の絶縁特性低下について質問させていただきます。 

 先ほど、3号機と比較しまして評価結果が異なるというお話がございましたが、この異
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なる理由について、御説明をお願いいたします。 

○関西電力（内山） 関西電力の内山でございます。 

 主変圧器のコイルの絶縁低下につきましては、コイルの発熱による、熱による絶縁紙の

劣化が大きく影響するわけでございますけれども、その熱の影響につきまして、3号機と4

号機の通常運転時の負荷率、平均負荷率というのが若干異なっております。 

 それと、発熱したものを絶縁油で冷却するわけですけれども、その絶縁油の温度と、実

際コイルの絶縁紙が巻かれている部分の一番温度が高いホットスポットと言われる部分、

そこの温度差によっても若干影響してきます。 

 その二つにつきまして4号機のほうが3号機よりも緩やかであるという結果から、評価結

果、絶縁の寿命につきまして、数年の差が出てきております。その差がここに現れており

まして、長期保守管理方針の書き方も若干違う書き方になっていると。そういう結果にな

りました。 

 以上でございます。 

○皆川調査官 わかりました。 

○大村審議官 ほかに何かありますか。 

 今の幾つかの質問の中にも、3号機との違いでという観点の質問が結構あって、それで

実際、3号炉の評価はこれからですし、追いかける形で4号の評価という形になっていきま

す。そういった意味では、同時期に並行してツインプラントの両方が進んでいくという形

になりますので、もちろん高経年化の評価というのは、炉ごとですから、あまり混同する

とよくないんですけど、説明の便宜上、同じ説明を短い期間に2回伺うというのも非常に

非効率な場合もあり得ますので、これは事業者の判断ではありますけれども、説明の便宜

上、その辺りは効率的に説明するということもあり得るかなと思います。 

 ただ、あまり混同して、共通のものということではなくて、炉は当然別だということは

念頭に置いた上で、説明の便宜上、そういうのは工夫していただく余地はあるんじゃない

かというふうに思います。 

 それ以外に何かありますか。よろしいですか。 

 それでは、続きまして、3号炉について、前回の審査会合での指摘について、補足説明

を用意いただいているようですので、それでは資料2-3ですね。これの説明をお願いしま

す。 

○関西電力（内山） 関西電力の内山でございます。 
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 まず、始める前に、初めに、前回の4月7日の審査会合におきまして高浜3号炉の共通事

項の御説明をしたわけでございますけれども、その質疑応答におきまして、私のほうから

正しくない説明をしてしまいまして、この場をおかりして、1件訂正させていただきたい

と思います。 

 前回、力量評価の説明をしたわけでございますけども、評価書を作成するグループの担

当者の力量を、各グループのチーフマネジャーが評価をするという説明をさせていただき

ました。 

 その際の質疑応答で、では、チーフマネジャーの力量は誰が評価するのかという質問が

ございました。 

 評価書を作成するグループは、実際、高経年対策グループと土木建築設備グループの二

つがあるわけでございますけれども、私は、そのときに、チーフマネジャーの力量評価は

原子力技術部門統括が評価をするというふうに回答いたしました。しかし、実際、正しく

は、高経年対策グループチーフマネジャーの力量評価は技術部門統括がやる、土木建築設

備グループチーフマネジャーの力量評価は土木建築室長が実際は行っているということで

ございます。 

 この場をおかりして、それは訂正させていただきたいと思います。大変失礼いたしまし

た。 

 よろしければ、議題に入りたいと思います。よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、本日の資料2-3で御説明させていただきたいと思います。 

 1枚めくっていただきたいと思います。 

 前回の指摘事項としまして、これまでのトラブル情報等の高浜3号炉PLM評価への反映の

プロセスについて説明することということで、まず、高浜3号炉のPLM評価へのトラブル情

報等の最新知見反映実績について御説明いたします。 

 PLM先行プラントとなる美浜1、2、3号炉、高浜1、2号炉、大飯1、2号炉の30年目の技術

評価報告書と、美浜1、2号炉の40年目の技術評価報告書を参考にするとともに、それ以降、

2011年4月～2013年6月の国内外のトラブル情報、保全品質情報を調査しまして、高経年化

への影響を判断した上で、評価への反映を行いました。 

 なお、その期間以降の最新知見につきましては、審査の状況等も踏まえまして、適宜反

映していくこととしております。 

 国内の運転経験としては、原子力安全推進協会（JANSI）が運営している原子力発電情
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報公開ライブラリー（NUCIA）において公開されているトラブル情報、保全品質情報を対

象としてスクリーニングを実施しまして、高浜3号炉用に新たに抽出された高経年化技術

評価書に反映した国内の運転経験は、ここにございます高浜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1件でございました。 

 国外の運転経験としましては、NRCのBulletin、Generic Letter、Information Notice

を対象としてスクリーニングを実施した結果、高浜3号炉用に新たに抽出された高経年化

技術評価書に反映すべき国外の運転経験はありませんでした。 

 次ページをお願いいたします。 

 2ページ目、次に、ここでは高浜3号炉PLM評価へのトラブル情報等の具体的な反映方法

について御説明いたします。 

 まず、トラブル情報等に係る最新知見の新規のスクリーニング期間というのは、高浜3

号炉PLM申請期間開始日の4カ月前までとルールで定めて実施しております。 

 高浜3号炉PLM評価には、それ以前のスクリーニング情報も全て反映しておりますけれど

も、反映した情報を時系列で区分けしますと、ここの真ん中に示しているような図のよう

になっております。また、ここの図の1番ですけども、①の2009年7月31日までのトラブル

情報等、これは美浜1号炉40年目のPLM評価時までの知見ということになるんですけれども、

これは既に学会PLM標準の劣化メカニズムまとめ表に整理されており、このまとめ表を活

用することで評価に反映されています。 

 次に、2009年8月1日～2011年3月31日のトラブル情報等、これは美浜2号炉40年目PLM評

価時の知見になりますけれども、これは美浜2号炉PLM評価時にスクリーニング済みでござ

いまして、この知見を高浜3号炉の評価書に反映してございます。 

 次に、2011年4月1日～2013年6月16日のトラブル情報等、これは美浜2号炉40年目のPLM

評価時以降の知見になりますけれども、これらは今回新規にスクリーニングを実施して、

高浜3号炉評価に反映したものになってございます。 

 以上のとおり、2013年6月16日以前のトラブル情報は、この区分した絵に示しましたと

おり、①～③までを漏れなく反映しております。 

 なお、この②と③のスクリーニングのところからは、具体的には499件のトラブル情報

が抽出されまして、そのうち65件が経年劣化に起因するものであり、その中で、劣化メカ

ニズムまとめ表に既に整理されている63件を除く2件も、高浜3号炉用の評価に反映してご

ざいます。 
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 さらに、最後の3.になりますけれども、ここで2013年6月17日以降のトラブル情報等、

これは3号炉のPLM評価時のスクリーニング期間以降の知見になりますけれども、これらは

PLM評価に反映が必要なものについては、適宜、審査会合等で説明の上、評価書に反映し

ていきたいと思っております。 

 次ページをお願いいたします。 

 3ページ、4ページは、参考情報として書かせていただきましたけれども、トラブル情報

等の当社PLM評価への反映の流れというのを絵にしてみました。 

 過去に発生したトラブル情報、保全品質情報というのは、学会のPLM基準劣化メカニズ

ムまとめ表、この図で言いますと、図の（e）になりますけれども、ここに整理されてお

ります。この劣化メカニズムまとめ表を活用することで、PLM評価に反映されています。 

 新たに発生したトラブル情報、保全品質情報は、この図で言う（a）と（b）のところに

なりますけれども、各プラントのPLM評価時期にスクリーニング期間を定めて、NUCIA等に

より入手しまして、検討の結果、必要なものを評価書へ反映しています。それらは、図の

（d）と（e）のところになりますけれども、原子力学会のPLM分科会で検討の上、劣化メ

カニズムまとめ表に反映されます。 

 一方、図の（c）のところになりますけれども、これらの新たに発生したトラブル情報、

保全品質情報等は、基本的にはJANSIのエキスパート会議というところで定期的に整理・

検討しておりまして、これらの最新情報も、先ほど申し上げた原子力学会PLM分科会が行

う劣化メカニズムまとめ表への反映検討のインプット情報になってございます。 

 以上、簡単ではございますけれども、参考として、トラブル情報の当社PLM評価書への

反映の流れを説明させていただきました。 

 4ページは、今の補足説明を文章で書いたことになっております。 

 これで高浜3号炉の共通事項補足説明資料の説明を終わらせていただきます。ありがと

うございました。 

○大村審議官 トラブル情報等の反映方法の少し詳しいプロセスについてということで、

説明をいただきましたが、これについて何か質問等ありましたらお願いします。よろしい

ですか。 

 特に質問はないようですので、それでは、劣化事象の審査に入る前に、資料2-4に、審

査会合において代表機器選定の考え方ということで、これは3号、4号共通のものとして整

理をいただいたようですので、じゃあ、これの説明をお願いします。 
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○関西電力（内山） 関西電力の内山でございます。 

 それでは、資料2-4で御説明いたします。 

 これは高浜3号炉と4号炉の共通の資料になっておりまして、両プラントの審査会合にお

ける代表機器の選定の考え方をまとめたものになります。 

 それでは、次ページをお願いします。 

 1ページ目は目次ですけれども、まず、審査会合における代表機器選定の手順の全体概

要を説明した上で、各手順のステップ1～ステップ3になりますけれども、それらについて

具体的に述べたいと思います。 

 次ページをお願いします。2ページ目です。 

 審査会合における代表機器の選定の手順の概要になります。高経年化技術評価は、重要

度クラス1、2と、あと高温・高圧に限るクラス3及び常設重大事故等対処設備の全ての機

器を対象に評価を行いまして、それら全ての機器の評価については、高経年化技術評価総

括報告書と、その別冊で確認いただけるものと考えております。 

 審査会合におきましては、劣化事象ごとに審査会合用の代表機器を選定しまして、各劣

化事象に係る評価内容を具体的に説明するとともに、同代表機器以外の機器についても、

その評価結果を一覧で御説明したいというふうに考えております。 

 では、審査会合用の代表機器の選定ですけれども、具体的には、ここにある三つのステ

ップを踏んでございます。 

 まず、ステップ1で、プラント全系統・構造物・機器の中から評価対象機器の抽出を行

います。これは、右の高経年化技術評価実施フローの四角の1のところに該当いたします。 

 次に、ステップ2で、評価対象機器を構造、使用環境、材質等の観点からグループ化を

行いまして、その中から、重要度、使用条件、運転状態等を考慮しまして、代表機器を選

定します。これは、右の図のフローの四角2に該当いたします。 

 そして、ステップ3で、これらの代表機器の中から、各劣化事象ごとに審査会合で具体

的に説明すべき代表機器の選定をします。このステップ3については、後ほど御説明いた

します。 

 それでは、次ページをお願いします。 

 3ページ目ですけれども、ステップ1の評価対象機器の抽出を詳細に記したものになりま

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
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要度分類に関する審査指針において定義されている浸水防護設備を含むクラス1、2、3の

機能を有する機器・構造物、そして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、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）ですけれども、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

標準「原子力発電所高経年化対策実施基準2008版」で除外対象としているものがあり、こ

れらについては機器ごと評価対象から除外しております。 

 具体的には何かといいますと、機器単位で消耗する燃料集合体、バーナブルポイズンが

これらに該当いたします。 

 次ページをお願いいたします。4ページ目になります。 

 ここではステップ2の評価対象機器のグループ化と代表機器の選定について御説明いた

します。 

 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、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機種に分類し、機種ごとに評価を

実施しております。 

 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」、「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、材料等により評価対象機器を分

類して、グループ化いたしました。また、グループ化した対象機器から、重要度、使用条

件、運転状態等により対象機器を選定して、代表機器での評価結果を、そのグループ内の

全機器へ水平展開しております。 

 では、具体例を示しております次ページを御覧ください。 

 5ページ目は、容器を例に、グループ化と代表機器の選定をお示ししております。 

 グループ化は、表の左側の分離基準にあります設置場所・型式、内部流体、材料に基づ

いて実施しています。 

 例えば、後半にあります補機タンクの一番上のグループを見ますと、屋内・たて置円筒

形、内部流体は一次冷却材、材料は炭素鋼内面ステンレス鋼内張りというところに一つの

グループを形成しまして、そこに含まれる機器は、ここの表にありますとおり、蓄圧タン

クとほう酸注入タンクというふうになります。 

 そして、このグループ内の代表機器は、表の右側のほうに選定基準というのがございま
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すけれども、ここにある重要度や使用条件から選定しますけれども、この例えば蓄圧タン

クとほう酸注入タンクが含まれるグループからは、この二つを見比べまして、最高使用圧

力が高くて使用条件が厳しいと考えられる、ほう酸注入タンクを代表として選定しており

ます。 

 次ページをお願いいたします。 

 6ページ目で、ここからが、ステップ3の審査会合における代表機器の選定の手順になり

ます。 

 各経年劣化事象ごとに全ての機種の代表機器のうちから、その劣化事象が想定されるも

のの中から審査会合用代表機器を選定して、その劣化事象の評価の代表として説明いたし

ます。したがいまして、審査会合用の代表機器は、代表としての適切性を考慮しまして、

プラント安全上の重要性等の観点から選定いたしております。 

 次に、次ページに低サイクル疲労割れの審査会合用代表機器の選定を例として示してお

りますので、そちらを御覧ください。 

 7ページ目が、低サイクル疲労割れの審査会合用代表機器の選定の例になります。 

 低サイクル疲労割れが着目すべき経年劣化事象と判断されるものには、この表にありま

すとおり、ポンプ、熱交換器、容器、配管ほか、多数の機種が含まれております。表では

一部を省略してございますけれども、ポンプ、熱交換器、容器のグループ内代表機器を列

挙しておりまして、その中で低サイクル疲労割れが想定するものには、この表の真ん中辺

りに丸をつけて整理しております。 

 これらの丸がつくものの中から、プラント安全上の重要性を考慮して見比べた結果、1

次冷却材バウンダリ機能上最も重要と考える原子炉容器（原子炉本体）を低サイクル疲労

割れの審査会合用代表機器として選定いたしました。 

 このように、各劣化事象の評価内容を審査会合で具体的に説明するための審査会合用代

表機器は、その代表としての適切性を考慮して選定してまいりますけども、個別の選定理

由につきましては、各経年劣化事象の審査会合の際に、それぞれ説明させていただきたい

と思います。 

 以上で、審査会合における代表機器選定の考えの説明を終わります。ありがとうござい

ました。 

○大村審議官 審査会合で説明する機器の選定の考え方ということで、これは先ほどのと

ころでも申し上げたんですけど、評価されているのは、たくさん機器はあるわけなので、
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説明は最も厳しいという評価をするものを代表例としてしっかり審査をすると、こういう

考え方でありますけど、ただ、一方で、ヒアリング等でもっと細かな条件等確認している

と思うんですが、これは必要があれば、こちらのほうでもまた改めて説明いただくという

こともあり得るということで、それはちょっと事前に御承知おきいただきたいというふう

に思います。 

 そういうことですけど、何かこの件について質問等はありますでしょうか。よろしいで

すね。 

 それでは、具体的な劣化事象ごとの説明と、それから質疑応答に入りたいと思います。 

 まず、絶縁低下について、これは資料2-5ですけども、それではこれの説明をお願いで

きますか。 

○関西電力（内山） 関西電力の内山でございます。 

 そうしましたら、資料2-5で、絶縁低下について御説明させていただきます。 

 まず、1枚めくっていただきまして、1枚目は目次になります。まず、順番に2ページ目

から説明させていただきます。 

 2ページ目をお願いします。 

 まず、2ページ目は、「はじめに」ということで、絶縁低下について簡単に御説明させて

いただきます。 

 電気・計装品には、その諸機能を達成するために、種々の部分にゴムやプラスチック等

の高分子材料やプロセス油等の有機化合物材料が使用されております。これらの材料は、

環境的――熱・放射線等ですけれども――及び電気的、そして機械的な要因で劣化するた

めに絶縁特性が低下しまして、電気・計装設備の機能が維持できなくなる可能性がござい

ます。絶縁低下は、通電部位と大地間、あるいは通電部位と他の通電部位間の電気的独立

性――絶縁性といいますけれども、これを確保するために介在されている高分子絶縁材料

が、環境的、電気的、そして機械的な要因で劣化するため、電気抵抗が低下し、絶縁を確

保できなくなる事象でございます。 

 さらに、絶縁低下に水トリー劣化というのがございまして、これは長期間にわたって水

が存在するような状態で、かつ高い電位に絶縁材料がさらされているときには、水と局部

的な電界集中が原因で絶縁材料中に樹枝状の欠陥が発生する現象で、これは高圧ケーブル

のみに発生が確認されているものでございます。 

 なお、絶縁低下とは別に、長期使用に伴いまして、接点部分の電気的摩耗等によりまし
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て動作特性が変化する特性変化の可能性というのもございますので、こちらも同様に評価

しております。 

 次ページをお願いします。 

 では、先ほど代表機器の選定の説明をさせていただきましたけども、ここでは絶縁低下

に関する代表機器の選定について説明いたします。 

 代表機器の選定、こちらにあるステップ1、2、3は、先ほど説明したステップ1、2、3と

同じでございます。 

 ステップ1で、絶縁低下に係る評価対象設備ですけれども、絶縁低下の評価では、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お

ります。 

 抽出した設備を表1のほうに記載しておりまして、4ページ以降になります。 

 4ページを見ていただきたいと思います。 

 4ページ、5ページに、対象設備を列挙した一覧をまとめてございます。 

 それぞれポンプモータ、容器、弁、ケーブル、電気設備、計測制御設備、空調設備、機

械設備、電気設備、その他設備として、各機器の中に評価対象となる機器がございます。

それらの機器と評価対象部位を整理してございます。 

 例えば、ポンプモータにつきましては、一番上、高圧ポンプモータ、これらが評価対象

部位として固定子コイル、口出線等、こういうものが絶縁低下を考慮するものとして挙が

っております。 

 もう一つの例としまして、例えばケーブルの低圧ケーブルのところで、評価対象部位は

絶縁体というのがございまして、これが絶縁低下を考慮する事象として挙がってきており

ます。この低圧ケーブルの右のところに丸がついておりますけども、これは何かといいま

すと、設計基準事故時に機能維持が要求される設備、そういうものを識別する丸になって

ございます。 

 もう一つ、例えば電気設備のところにございますメタルクラッド開閉装置にあるばね蓄

勢用モータ他の※1とか、その二つ下の保護リレー他の※1とか、この※1というのは、冒

頭に申し上げましたとおり、絶縁低下以外に特性変化というのがございまして、そういう

ものを含むものを※1として注記してございます。 

 そうしましたら、3ページに戻ってください。 

 ステップ2になります。高経年化技術評価書では、高圧・低圧といった電圧区分、型式、
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設置場所、これは屋内・屋外といったものですが、それと絶縁材料等によりましてグルー

プ化を行っており、設備の重要度、使用条件等を考慮して、グループ内の代表機器を選定

しております。 

 ステップ3としまして、このグループ内の代表機器の中から、設備の重要度、そして絶

縁低下の影響が大きいと考えられる設置環境、これは熱、放射線、また屋内外といったも

のがございますけども、それらを考慮しまして、審査会合における代表機器を選定しまし

た。 

 具体的には、重要度が高く、かつ熱・放射線環境が厳しいもの、それと重要度が高く屋

外環境にあるもの、そういったものの中から、設置環境、使用条件、機能要求が最も厳し

いものを審査会合用代表機器として1、2を抽出いたしました。 

 具体的には、①番、低圧ケーブル。これは難燃PHケーブルとしております。これは重要

度クラス1の設備であり、設計基準事故環境下において機能要求がされ、使用条件が最も

厳しく、原子炉格納容器内で多く使用されているケーブルということで抽出しております。 

 続きまして、②番ですけれども、高圧ポンプモータ（海水ポンプモータ）ですが、これ

は重要度クラス1の設備であり、使用電圧が高く、屋外に設置されておりまして、連続運

転しているポンプモータということで抽出しました。 

 なお、もう一つの劣化事象であります特性変化につきましては、グルーブ内の代表機器

の中から、プラント安全上影響が最も大きいと考えられるメタルクラッド開閉装置（メタ

クラ）を選定いたしました。 

 これらの代表3機器について、以降、具体的な説明をしていきますけれども、代表機器

以外の評価結果につきましても、22ページ以降に全て表2として、その評価結果を整理し

てございます。 

 それでは、6ページをお願いいたします。 

 6ページ目からは、審査用代表機器に選ばれました低圧ケーブル（難燃PHケーブル）の

評価になります。 

 まず、難燃PHケーブルの構造図を左側に示しておりまして、右上に難燃PHケーブルの主

要部位の使用材料を説明しております。 

 ①番が導体になりまして、その周りを覆っております②番のところが絶縁体になります。

ここが絶縁機能を持たせているものになっております。 

 ②番の材料は、右の上の表にございますとおり、難燃エチレンプロピレンゴムというふ
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うになっております。 

 この難燃PHケーブルの使用条件ですけれども、それを右下の表に書いてございまして、

それぞれのCV内外の設置場所ごとに、周囲温・圧力・放射線を通常運転時と設計基準事故

時に分けて整理してございます。 

 続きまして、7ページをお願いいたします。 

 7ページ、これは準拠規格になりますけれども、ケーブルの長期間の経年劣化を考慮し

た評価は、IEEEの323、そしてIEEEの383の規格を根幹に、我が国のケーブル耐環境試験方

法の推奨案として――電気学会にまとめられております電気学会推奨案というのがござい

ます。この電気学会推奨案には、ケーブルの加速劣化方法を含む試験条件、試験手順、そ

して判定方法が述べられておりまして、本評価は、これらに従って低圧ケーブルの長期健

全性を評価いたしました。 

 8ページをお願いします。 

 8ページは、具体的な試験手順、試験項目になっております。 

 事故時雰囲気内で機能要求がある難燃PHケーブルの電気学会推奨案に基づく試験手順、

判定方法は以下のフローに示すような手順になっておりまして、供試体のケーブルに対し

て、60年間相当の加速熱劣化、60年間相当の放射線照射、その後、設計基準事故相当の放

射線照射、そして設計基準事故時の雰囲気ばく露――ここでは放射線は除きます雰囲気ば

く露――そして最後に屈曲浸水耐電圧試験という試験をしまして、判定を行うというふう

にしております。 

 屈曲浸水耐電圧試験につきましては、下の※1で補足しておりますけれども、円筒状の

マンドレルという機器にケーブルを巻きつけまして、その末端部ですね、むき出しの末端

部を除いた部分は水中に浸しまして、規格電界を印加した上で絶縁破壊が生じるかどうか

というのを確認するものになってございます。 

 続きまして、9ページをお願いします。 

 試験条件と試験結果になっております。試験条件は、高浜3号炉の実機環境に基づいて

60年間の運転期間を想定し、劣化条件を包絡しているということを整理してございます。 

 具体的な試験条件が上の表でございますけれども、表の右側、こちらの試験条件、これ

が上から通常運転相当の温度・放射線と、設計想定事故相当の放射線・温度・圧力が書い

ております。この試験条件に対して、右側、高浜3号炉の60年間の通常運転相当の条件及

び高浜3号炉の設計基準事故時の環境条件を書いてございます。それぞれ試験条件が高浜3
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号炉の実機の条件を上回っているということが確認できるようになってございます。 

 なお、温度につきましては、運転状態にケーブルの温度上昇等を加味した温度、59℃が

60年ということなんですけれども、比較するためにアレニウスの換算を行いまして、試験

条件と同じ9日間にすると何度になるかという換算をして書いております。この温度を比

較して、どっちか高いか低いかということで、包絡しているかどうかというのが比較でき

るようになってございます。 

 そうしまして、下の表ですけれども、先ほど御説明しました一番最後の屈曲浸水耐電圧

試験、こちらについて試験条件に書かれているような試験をした結果、絶縁破壊の有無と

いうことで、「良」という判定が出ております。 

 （4）健全性評価の結果ですけれども、60年間の運転期間を想定した劣化条件を包絡し

た試験、その結果、難燃PHケーブルは運転開始後60年時点においても絶縁機能を維持でき

るということを確認しました。 

 続きまして、10ページをお願いいたします。 

 10ページは現状保全になりますけれども、制御・計装用ケーブルにつきましては、定期

的に系統機器の動作に異常のないことを確認しまして、絶縁低下による機能低下がないこ

とを確認しております。また、電力用ケーブルにつきましては、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ございます。 

 総合評価ですけれども、健全性評価から判断しまして、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ます。また、絶縁低下は系統機器の動作確認や

絶縁抵抗測定で検知可能であり、点検手法としても適切であると判断しました。 

 なお、冷温停止を前提とした場合におきましては、運転を前提とした場合に比べて熱・

放射線等の環境条件が緩和されることから、本事象の進展がより厳しくなるとは考えられ

ないことから、運転を前提とした評価に包絡されるというふうに考えております。 

 最後に、高経年化への対応ですけれども、絶縁体の絶縁低下については、現状保全項目

に高経年化の観点から追加すべきものはないと判断いたしました。 

 以上が低圧ケーブルの評価になります。 

 続きまして、11ページをお願いします。 

 ここからは高圧ポンプモータ（海水ポンプモータ）の評価になります。 

 まず、右のほうに海水ポンプモータの構造図と、その下に海水ポンプモータの使用条件

が書いてございます。右側が海水ポンプモータの主要部位の使用材料となっております。 
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 まず、構造としまして、固定子コア、固定子コイル、口出線・接続部品といった固定子

の組立品や、主軸、回転子棒、回転子コアといった回転子組立部品、あと軸受組立品、油

冷却器、その他機器を組み合わせた構造になってございます。 

 この中で、図でいう③と④になるんですけども、③、④の固定子コイル、口出線・接続

部品、これが絶縁性能に係る部位になってございます。それぞれ絶縁性能に係る部位の中

の絶縁機能を持たせている材料は、固定子コイルですとマイカ、エポキシ樹脂、口出線・

接続部品ですとシリコーンゴム、マイカ、エポキシ樹脂というふうになってございます。 

 次、12ページをお願いします。 

 12ページは健全性評価になっております。海水ポンプモータの健全性評価は、下の表に

示す二つの方法により実施いたしました。 

 一つはヒートサイクル試験による健全性評価、もう一つは経年機のコイル破壊電圧測定

試験による健全性評価。 

 まず、左側のヒートサイクル試験による健全性評価ですけれども、供試固定子コイルの

加熱等の繰り返しサイクルを加える方法にて測定した耐熱寿命をもとに、アレニウス則か

ら評価対象機器の実機環境に換算した耐用年数を評価いたしました。これは、後ほど13ペ

ージ～15ページで詳細に説明します。その結果、管理強化の目安となる耐用期間は約20年

という評価結果になりました。 

 右の経年機のコイル破壊電圧測定試験による健全性評価では、異なる環境条件の実機で

使用された複数の高圧モータの固定子コイルの絶縁破壊電圧を測定しまして、絶縁破壊値

の運転年数に対する低下傾向から耐用年数を評価いたします。これも16、17ページで詳細

に説明します。この結果としまして、管理強化の目安となります耐用年数は、運転年数で

18.5年と判断いたしました。 

 それらの評価をまとめた結果、運転年数で18.5年以降に絶縁診断による傾向管理を強化

しまして、健全性を確保できていると評価いたしました。 

 続きまして、13ページをお願いします。こちらはヒートサイクル試験による健全性評価

です。その準拠規格は、高圧ポンプモータと同種の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して、ここではIEEEの275の規格に基づき実施したヒートサ

イクル試験結果から固定子コイルの長期健全性を評価いたしております。 

 IEEEの275では、熱、機械、環境及び電気の各劣化要因によっておのおのの試験条件が

述べられているんですけれども、モータはこれらの劣化要因が複合するため、複合劣化の
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試験条件で固定子コイルの長期健全性を評価いたしております。 

 14ページをお願いします。 

 ここでは具体的な試験手順、試験項目、試験条件を記載しております。右側に健全性評

価の試験手順を書いてございまして、その試験手順の①、②、③の試験条件――具体的な

条件を右上の表に整理してございます。 

 具体的には、①番の加熱、課電、加振のサイクルを繰り返しまして、この①番は下の表

でいうヒートサイクル方法、試験条件1というグラフがありますけれども、この山が波を

打っている、この繰り返しになります。その後、吸湿、課電、加振というのを行います。

これは、この表の最後のほうの平らになっているところが該当いたします。 

 その後、チェック電圧を確認しまして、絶縁破壊を起こさなかったら、その繰り返しを

何度も行うということで絶縁寿命の確認を行うという評価になってございます。 

 続きまして、15ページをお願いします。 

 試験結果ですけれども、前ページの試験に基づきまして、供試高圧ポンプモータの固定

子コイルについて、先ほどの1、2、3を1サイクルとしましてコイル絶縁がチェック電圧で

破壊するまで繰り返しまして、170℃と190℃での耐熱寿命に係るプロットが2点とれます

ので、これをもとにアレニウス則に基づいて下のアレニウス則の式の定数1と2を求めるこ

とで耐熱寿命曲線を得ることができます。 

 この求められた式のもとに、当該モータの運転条件、tになりますけれども、ここに当

該モータの運転条件を入れまして寿命を評価するということにしております。この運転温

度というのは、最高使用温度として周囲温度に固定子コイルの運転時の温度上昇、それと

測定ポイントとホットスポットのマージン余裕を組み込んだ温度にしてございます。これ

らの結果、固定子コイルの絶縁寿命は、ヒートサイクル試験結果からは約20年というふう

に判断いたしました。 

 続きまして、16ページですけれども、こちらは経年機のコイル破壊電圧測定試験による

健全性評価になります。 

 まず、試験条件と準拠規格ですけれども、実機で使用されている高圧ポンプモータ、

6.6kV級ですが、これで固定子コイル破壊電圧値を測定しまして、安全運転下限に低下す

るまでの期間を評価することにしています。ここでは、JEC-2100の規格に基づきまして安

全運転下限値を決定して、固定子コイルの長期健全性を評価しました。 

 判断式は以下のとおりになっております。 
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 続きまして、17ページをお願いします。 

 17ページが、その試験結果になります。異なる環境条件の実機で使用されていた高圧モ

ータの固定子コイルを用いまして、おのおのの絶縁破壊電圧の測定値から安全運転下限に

至る運転年数を推定したところ、下図のように求められました。 

 ここの図で言っております運転年数というのは、稼働率等を考慮しました年数で、運転

時間に止まっている休止時間も、休止係数で補整した上、加算しているという年数になっ

てございます。この評価から、コイル破壊電圧の平均値、24年と、95%信頼下限値として

18.5年という安全運転下限に低下するそれぞれの年数が出ておりまして、その結果、固定

子コイルの運転に必要な絶縁耐力を保有する期間は、運転年数で95%信頼下限をとりまし

て18.5年というふうに判断いたしました、 

 次ページをお願いします。 

 次ページ、現状保全になります。固定子コイル、そして口出線・接続部品の絶縁低下に

対しては、定期的な絶縁診断で絶縁抵抗測定及び直流吸収試験、tanδ試験、部分放電試

験により、許容値以上または以下という判定基準を満たしているかどうかということを確

認するとともに傾向管理を行っております。 

 また、運転年数に基づき、直流吸収試験、tanδ試験、部分放電試験の周期を短縮しま

して、点検結果に基づき取りかえを実施することとしております。 

 次に、総合評価ですけれども、健全性評価結果から判断して、固定子コイル、口出線・

接続部品の絶縁低下については、運転年数で18.5年以降において発生の可能性は否定でき

ないけれども、絶縁診断による傾向管理を強化して健全性を確保しております。また、絶

縁低下は絶縁診断で検知可能であり、点検手法としても適切であると判断しております。 

 なお、冷温停止を前提とした場合においては、運転を前提とした場合に比べて環境条件

や使用条件が厳しくなることはなく、本事象の進展がより厳しくなるということは考えら

れないことから、運転を前提とした評価に包絡されるものと考えております。 

 最後に、高経年化への対応ですけれども、固定子コイル、口出線・接続部品の絶縁低下

については、定期的に絶縁診断を実施していくとともに、運転年数と絶縁診断に基づいた

取りかえを実施していくこととしております。 

 以上が高圧ポンプモータの評価になります。 

 続きまして、19ページをお願いします。 

 ここからは特性変化になります。メタクラの評価、代表機器はメタクラで特性変化の評
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価を御説明いたします。 

 まず、左側にメタクラの構造図、そのすぐ下の図、左側、ここに、メタクラに内蔵され

ています遮断器の構造図、その右側は、さらに内部のガス遮断器操作機構構造図を載せて

ございます。その下の表は、メタクラの使用条件になっております。右側の表には、メタ

クラの主要部位の使用材料等が書いてございます。 

 メタクラは、主回路導体や支持碍子、計器用変流器、計器用変圧器、保護リレーといっ

た盤構成部品や、遮断器、支持組立品、こういったもので構成されてございます。この中

の⑤番に該当する保護リレー、ここが特性変化を想定する必要がある部位となってござい

ます。 

 続きまして、20ページをお願いします。 

 事象の説明としまして、機械式保護リレーの特性変化を説明いたします。 

 機械式の保護リレーは、回転軸、誘導円板等といった回転機構部、そして軸受、駆動電

磁石等といった固定部、それらで構成されておりまして、長期間の使用に伴い回転軸及び

軸受の機械的摩耗、そして接点部分の電気的摩耗、損傷等によりまして特性が変化する可

能性がございます。 

 健全性評価としまして、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

験として実施しておりまして、機構及び特性に異常を生じないことを確認しております。 

 また、屋内に設置されていることから環境変化の程度が小さく、短期間で急激な特性変

化が生じる可能性は小さいと考えております。回転軸、摺動部等にございましては、グリ

スの固着というモードがあるんですけれども、機械式保護リレーの回転軸受部、摺動部に

は油やグリスを使用していないことから、グリスの固着により誘導円板の動作特性が変化

するということは考えがたいというふうに判断しております。しかしながら、長期的に使

用する回転機構部、固定部の摺動部及び接点部に発生するごくわずかな摩耗や損傷により

抵抗値が変化し、動作特性が変化する可能性については否定できないというふうに考えて

おります。 

 21ページをお願いします。 

 現状保全になりますけれども、機械式保護リレーの特性変化に対しては、定期的な調整

試験、動作試験により異常のないことを確認しております。 

 そして、総合評価としまして、健全性評価から判断して機械式保護リレーの特性変化の

可能性は否定はできないけれども、特性変化は調整試験及び動作試験で検知可能であり、
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点検手法としては適切であると考えます。 

 なお、冷温停止を前提とした場合におきましては、運転を前提とした場合に比べて環境

条件及び使用条件が厳しくなることはなく、本事象の進展がより厳しくなるとは考えられ

ないことから、運転を前提とした評価に包絡されているというふうに判断します。 

 最後に高経年化への対応ですけれども、機械式保護リレーの特性変化については、定期

的に調整試験及び動作試験を実施していきます。 

 なお、同様に特性変化が想定される保護リレーに、メタクラには静止型保護リレーとい

うのがございますけれども、これらについても屋内に設置されていることから環境変化の

程度は小さく、短期間で特性変化の可能性は小さいと考えるものの、60年の供用を想定す

ると、その可能性は否定できない。しかし、特性変化は調整試験及び動作試験で検知可能

であり、定期的な調整試験、動作試験をするという現状保全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おります。 

 以上が特性変化の説明になります。 

 22ページ以降は、冒頭申し上げましたとおり、審査会合用、代表機器以外の全ての絶縁

低下、特性低下の評価結果の一覧になってございます。 

 それぞれ対象設備、グループ内代表機器、それぞれの部位に対する健全性評価、現状保

全、総合評価と高経年化への対応をまとめております。その結果、後で御説明しますが、

主変圧器を除きまして、健全性評価で、健全性が担保をとれるものや、現状保全で健全性

の担保がとれまして、追加保全というのはないというのが結論になってございます。 

 主変を除くというのは、26ページを見ていただきたいんですけれども、これは一番最初

の審査会合で長期保守管理方針として御説明させていただきましたけれども、26ページの

その他設備の一番下になります。 

 初回会合で長期保守管理方針で御説明させていただきましたとおり、主変圧器のコイル

の絶縁紙のホットスポット部の平均重合度が取りかえの目安としている管理値に達するま

での変圧器の運転時間は約1万9,000時間、約2.2年と評価され、コイルの絶縁低下は否定

できないということで、高経年化への対応として、コイルの絶縁低下については、現状保

全に加えて第23回定期検査時までに主変圧器の取りかえを実施するという追加保全を決め

てございます。 

 以上で絶縁低下の説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○大村審議官 絶縁低下について説明いただきましたが、これについて質問等ありました
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らお願いします。 

○池田主任調査官 規制庁の池田です。 

 21ページの特性変化のところで教えていただきたいんですけれど。 

 総合評価のところ、特性変化は調整試験及び動作試験で検知可能とあります。 

 動作試験は、恐らく電流と動作範囲、動作時間を指すものだと思うんですけれど、この

調整試験というのはどういうものか。また、調整試験によって特性は復帰するものなのか、

教えてください。 

○関西電力（内山） 関西電力の内山でございます。 

 この名称は、他電力さんなんかですと特性試験という呼び方をして、まとめているかと

思うんですけれども、当社の呼び方がそういうふうになっておるわけでございまして、具

体的に、動作試験というのは不足電圧リレーみたいに動作復帰値しかないような、そうい

うものの試験を動作試験と呼んでおります。 

 一方、過電流リレーのような限時特性がある、何パーセントでというときの指示値を見

るようなものにつきましては、調整試験という呼び方をして実施してございます。合わせ

て特性試験という考えで判断していただけたら問題ないかと思います。 

○池田主任調査官 規制庁の池田です。 

 そうすると、これは特性は調整試験でも復帰するわけではなく、あくまでも現状把握の

ための試験でよろしいですね。 

○関西電力（内山） はい。 

○池田主任調査官 あと、もう少し質問したいんですけれど、ここのところ、機械型に関

してはモードやなんかが明確でわかりやすいんですけれど、静止型のところが、どのよう

なモードがあって、どのように劣化するから、何を見て何を危惧してやられるというお考

えなんでしょう。 

○関西電力（内山） 関西電力の内山でございます。 

 静止型の保護リレーの劣化モードということですか。 

 静止型の保護リレーにつきましては、半導体回路が内蔵されておりまして、半導体回路

がありますとマイグレーションが想定されるということで、マイグレーションの評価をこ

こではしてございます。 

 マイグレーションは否定できないというふうにしているんですけれども、実際、半導体

回路を持つ基盤はコーティングをしており、それによりマイグレーションが、あまり考え
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にくいけれども、長期の仕様では否定できない。ただ、調整試験や動作試験、そういうも

のにより検知可能であるので、問題ないというふうな評価をしてございます。 

○池田主任調査官 規制庁の池田です。 

 了解しました。 

○皆川調査官 規制庁、皆川です。 

 高圧ポンプモータの現状保全内容について、幾つか質問させていただきます。 

 ページで言いますと18ページでございます。 

 総合評価のところに「18.5年以降において発生の可能性は否定できないが、絶縁診断に

よる傾向管理を強化し」という記載がございますけれども、この評価対象の高圧ポンプモ

ータについては、運転年数で18.5年を既に経過しているのかについて御説明をお願いいた

します。それが1点目です。 

 2点目につきましては、ここに記載がありますけれども、これは18.5年を過ぎたら絶縁

診断による傾向監視を強化するという意味で書かれているのでしょうか。あとは、強化の

内容について御説明をお願いいたします。 

 3点目ですけれども、これまでの取りかえ実績がある場合は、その理由と、あわせて実

績の御説明をお願いいたします。 

 以上です。 

○関西電力（内山） 関西電力の内山でございます。 

 まず、1点目の代表機器の海水ポンプモータの運転年数、停止時の重みづけを加えた運

転年数で18.5年を経過しているのかというと、まだしておりません。 

 続きまして、二つ目の強化の内容ということだったと思うんですけれども、強化内容は、

停止時を加味した運転、我々は等価運転年数と呼んでいるので、そのように呼ばせていた

だきますけれども、等価運転年数で18.5年、海水ポンプにおきましては18.5年を超えた時

点で、実際は分解点検時にあわせた周期でやっていくんですけれども、その周期を短縮し

て、内容は同じ絶縁診断試験をやるようにしております。その周期をぐっと短縮してやっ

ていくという形になっております。 

 最後に、実績につきましては、原子炉補機冷却水ポンプというのがございまして、それ

を1台だけ取りかえているというポンプモータがございます。こちらにつきましては、周

期はもう短縮している状況になっておりますけれども、絶縁診断の結果は全然悪いわけで

はまだございませんが、うちの社内の事情で台数が非常に多く、1ユニットが5台ある、3
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号、4号、両方合わせて10台あるということで、取りかえを計画的にしていこうと思うと、

まとめて、ある時期に集中してやるのは厳しいということで、早目に取りかえに入ってい

るという状況で、1台先行して取りかえているという実績がございます。 

 以上です。 

○皆川調査官 規制庁、皆川です。 

 わかりました。ありがとうございます。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 今、あった高圧ポンプモータについて追加の質問なんですが、例の18.5年を過ぎた場合

に絶縁診断を強化して、その後、運転年数と絶縁診断に基づいた取りかえを実施していく

というふうに明記してございますが、強化した絶縁診断に基づいた取りかえの基準という

のはあるんですか。今の場合、何か状況で判断していると思いますけれども、具体的に、

絶縁診断でどうなったら取りかえるとか、そういう基準について説明をお願いします。 

○関西電力（内山） 関西電力の内山でございます。 

 ここで言う、等価運転年数がある期間を超えたら強化していくというのは、同じ内容の

周期をぐっと縮めていくということになります。取りかえの判断は、絶縁診断した絶縁診

断内容は、ここにございます絶縁抵抗測定、直流吸収試験、tanδ試験、部分放電試験と

ございますけれども、それらの試験には判定基準というのがございまして、この判定基準

を超えたら変えなければならないという、そちらのデータをもって取りかえを判断すると

いう形になっております。 

○大高上席調査官 了解しました。 

○池田主任調査官 規制庁の池田です。 

 今の御説明と関連して。 

 絶縁診断のデータというのは極めて定常状態の話で、絶縁破壊というのは極限状態の話

なんです。そうした場合、データの根拠となるのは極限状態と定常状態の関連が明確に1

対1相当になると思うんですけど、ここら辺は、もう御確認されていて、それで、だから、

この許容値を超えると絶縁破壊値が多分このぐらいいくということは、もう御理解された、

あるいはデータでしょうか。 

○関西電力（内山） 関西電力、内山でございます。 

 もう一度、お願いできますか。絶縁破壊値の。 

○池田主任調査官 そうです。だから、絶縁診断というのは極めて低い電界とか電圧でや
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っているんで、そのときの顔が見えてきているわけです。ところが、破壊するというのは、

もう極限状態にいっている状態なんです。 

 だから、今お話しのように、絶縁診断の許容値というのは通常状態の値であって、それ

がちゃんと極限状態に結びついていることは、もう論文等で確認されているんでしょうか。

だから、許容値の根拠というんですか、それはもう明確になっているんでしょうか。 

○関西電力（内山） 関西電力、内山でございます。 

 絶縁診断の根拠値につきましては、各種基準がございまして。－－ちょっとお待ちくだ

さい。 

 高圧モータの絶縁診断の判定基準の根拠につきましては、それぞれ絶縁抵抗、成極指数、

tanδ、部分放熱等がございますけれども、基本的にIEEE-43とかJEC-146、そういったも

のを参考にしまして、そちらから我々が社内基準として判定基準を設けております。それ

でこれまで運用してきておりまして、何か、それで不具合が生じるようでしたら、また検

討しなきゃいけないとは思うんですけれども、我々は、今までの経験から、この判定基準

で実施をしていて問題は生じていないということで、改善することなく、その判定基準を

運用してここまでに至っているということでございます。 

○池田主任調査官 規制庁の池田です。 

 わかりました。 

○大村審議官 それ以外に何かありますか。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 シート20ページのメタクラの健全性評価の観点で質問させていただきます。 

 電気規格調査会の標準規格において1万回での耐久試験を型式試験等で実施して、問題

がないということを確認しているというふうに書いてございますが、実際に、このメタク

ラで60年間使った場合の実際の実稼働数というのは何回になるのか、説明してください。 

○関西電力（内山） 関西電力の内山でございます。 

 各種メタクラは、補機ごとにいろいろございまして、具体的に、これが何回というのは

ないんですけれども、基本的に大型補機になりますので、通常の定検時の試験で入り切り

するとか、あとは、当社は、補機は大概1台ではなくて予備機を持っていて、大型補機は

予備機の定期的な切りかえというのがございますけれども、それは数カ月に1回というオ

ーダーになりますので、年間でもそんな二けたにいかないという数になりますので、仮に

10回としても年間10回の60年で600回ですか、そういったオーダーになって、1万回という
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のはかなり上のオーダーにな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。 

 繰り返す耐久試験については、十分に。 

○関西電力（内山） 失礼しました。 

 特性変化の20ページの話ですね。今のは、すみません、遮断器の動作回数になりますけ

れども、こちらは保護リレーになりますんで、保護リレーを動作するというのは、過電流

が生じたりとか、要は事故時の状況になりますので、それが年間に何回あるか、トラブル

の回数が何回あるかという数になりますので、相当低い数になるというふうに考えており

ます。接点がカチカチと動作するというのは。 

 基本的に、ですから、定検時の試験をするときに動作試験とかをしますので、そちらが

一番大きくなってくると思いまして、定検時に、そんな何百回もやるもんではありません

から、それも回数としては先ほど言ったような回数になるとは思います。1万回というの

は、かなり大きな数になっております。 

○大高上席調査官 規制庁、大高です。 

 了解しました。 

○池田主任調査官 規制庁の池田です。 

 先ほどの主変圧の絶縁低下とあわせて、3号、4号あわせてお伺いします。 

 先ほどの4号のグラフが一番大きく出ていると思うんですけど、33ページのところで、4

号炉に関しては7.3年、3号炉に関しては残り2.2という数字があります。電動機に関して

は、絶縁診断の強化というふうな形にしています。 

 そうした場合に、この主変圧器、残り2.2という、かなり短い寿命だと思っているんで

すけれど、これはどのように現状保全されているか、あと、どのように、今、状態を把握

されているか、教えてください。 

○関西電力（内山） まず、3号機の主変圧器につきましては、現状は通常の100%のフル

稼働運転をしておりませんので、温度的に劣化が進んでいくという環境にはなってござい

ません。次の3号炉につきましては、2.2年というのを定検回数で換算しまして、その間、

あと2保全サイクルは動かせるという判断をしておりまして、動き出してから2回運転する、

次の定検には必ず変える。 

 あとは、運用上、もしかしたら1個前とかにする可能性はありますけれども、そこまで

には変えるというふうに考えて、検討を今進めているところでございます。 
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○池田主任調査官 規制庁の池田です。 

 わかりました。 

○大村審議官 今の主変圧器のところなんですけれども、長期保守管理方針の中で方針が

出ておりますので、それはそれでいいかと思うんですが、ただ、ある程度、将来の予測が

ついているようなものだと思いますんで、今までのデータとか今後の見通しがきっちりし

ているかどうか、そのあたりは詳細なデータを持って、このヒアリングの中でもしっかり、

もう一度、よく確認していただけますか。 

 ある程度のことがわかっているんだったら、保守的に、もうちょっと手前で取りかえる

とか。それとも、劣化がわかれば、すぐわかるので、それはそのときに即時に対応可能で

あるとか。何かそういうのがないと、ちょっと何となく将来がある程度見通せているのに

少し不安を聞いていると感じますよね、そこは。 

○関西電力（内山） 関西電力の内山でございます。 

 その辺は、またヒアリング等で御説明していく件は承知いたしましたが、非常に2.2が

厳しいというのは、数字だけ見ると考えられるんですけれども、このそもそもの判定を

我々は目安として考えているんですけれども。何かと言いますと、このときに絶縁紙がも

たないという基準は非常に厳しくしておりまして、外部三相短絡事故という究極の事故が

起きたときに、それ以上ない応力がコイルにかかるという状況のときに、初めて絶縁紙が

もたないというところを基準にしておりまして、通常の普通の運転においては、そんな応

力も働かなくて、何か問題があるということはないというふうに判断しております。その

辺も考慮して、いつの定検に変えていったらいいかというのを検討しているところでござ

います。 

○大村審議官 それでは、それ以外に何かありますか。 

（なし） 

○大村審議官 それでは、次の資料に行きたいと思いますが、本日の最後の資料ですが、

これはコンクリートの強度低下及び遮蔽能力の低下ということで、資料2-6を説明してく

ださい。 

○関西電力（山口） 関西電力の山口でございます。 

 それでは、技術評価のうちコンクリートの強度低下及び遮蔽能力の低下、鉄骨構造の強

度低下を含むについて御説明いたします。 

 まず、1ページ目でございますが、こちらは目次を記載してございます。 
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 まず初めに、経年劣化事象と劣化要因の概要を御説明した後に、代表構造物、評価対象

部位及び評価点の選定について、次に健全性評価を、最後に現状保全、総合評価、高経年

化への対応につきまして御説明いたします。 

 それでは、2ページ目をお願いいたします。 

 まず、経年劣化事象と劣化要因の概要について御説明いたします。コンクリートの経年

劣化事象として強度低下が挙げられますが、その劣化要因として、まず熱が挙げられます。

コンクリートが熱を受けると、温度条件によってはコンクリート中の水分の逸散に伴う乾

燥に起因する微細なひび割れ、あるいは水分の移動に起因する空隙の拡大等により強度が

低下する可能性があります。 

 次に、放射線照射ですが、コンクリートは、中性子照射やガンマ線照射に起因する内部

発熱により、コンクリート中の水分が逸散し強度が低下する可能性があります。 

 それから、中性化になります。コンクリートは、空気中の二酸化炭素の作用を受けると

徐々に、そのアルカリ性を失い中性化します。 

 中性化がコンクリートの内部に進行しアルカリ性が失われると、鉄筋周囲に生成されて

いた不動態被膜も失われ、鉄筋はコンクリート中の水分、酸素の作用により腐食し始めま

す。さらに、鉄筋の腐食が進行すると酸化生成物による体積膨張からコンクリートにひび

割れや剥離が生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性があります。 

 3ページ目をお願いします。 

 同様に、コンクリートの強度低下についてになります。塩分浸透につきましては、コン

クリート中に塩化物イオンが浸透して鉄筋位置まで達すると、鉄筋表面の不動態被膜が破

壊されるため、鉄筋はコンクリート中の水分、酸素の作用により腐食し始めます。腐食が

進行すると、酸化生成物による体積膨張からコンクリートにひび割れや剥離が生じ、コン

クリート構造物としての健全性が損なわれる可能性があります。 

 次に、機械振動でございます。機械振動によりコンクリート構造物が長期間にわたって

繰り返し荷重を受けると、ひび割れの発生、ひいては損傷に至る可能性があります。 

 それから、アルカリ骨材反応です。コンクリート中の反応性シリカを含む骨材とセメン

ト等に含まれるアルカリが水の存在下で反応してアルカリ珪酸塩を生成し、この膨張作用

によりコンクリートにひび割れが生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる

可能性があります。 

 最後に、凍結融解です。コンクリートの水分が凍結し、それが気温の上昇や日射を受け
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ることなどにより融解する凍結融解を繰り返すことでコンクリートにひび割れが生じ、コ

ンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性があります。 

 4ページ目をお願いします。 

 続きまして、コンクリートの遮蔽能力の低下でございます。こちらにつきましては、要

因として熱が挙げられます。コンクリートは、周辺環境からの伝達熱及び放射線照射に起

因する内部発熱によりましてコンクリート中の水分が逸散し、放射線に対する遮蔽能力が

低下する可能性があります。 

 次に、鉄骨の強度低下になります。まず、腐食が劣化要因として挙げられます。鉄は、

一般に大気中の酸素、水分と化学反応を起こして腐食し、また海塩粒子などにより腐食が

促進されます。腐食が進行すると鉄骨の断面欠損に至り、鉄骨の強度低下につながる可能

性があります。 

 次に、風などによる疲労があります。繰り返し荷重が継続的に鉄骨構造物にかかること

により疲労による損傷が蓄積され、鉄骨の強度低下につながる可能性があります。 

 5ページ目をお願いいたします。ここでは、代表構造物、評価対象部位及び評価点の選

定について御説明いたします。 

 まず、代表構造物、評価対象部位及び評価点の選定手順になります。 

 ステップ1としまして、重要度指針におけるクラス1、2に該当する構造物または該当す

る機器を支持する構造物、クラス3のうち高温・高圧の環境下にある機器を支持する構造

物、浸水防護施設に属する構造物、及び常設重大事故等対処設備に属する構造物を選定し

まして、コンクリート構造物と鉄骨構造物にグループ化いたします。 

 次に、ステップ2としまして、グループ化した評価対象構造物につきまして、使用条件

などを考慮して代表構造物を選定いたします。 

 最後に、選定した断表構造物につきまして、劣化要因ごとに使用環境などを考慮して評

価対象部位、評価点を選定いたします。 

 6ページ目をお願いいたします。 

 評価対象構造物を重要度分類などに応じてリストアップした上で、コンクリート構造物

と鉄骨構造物にグループ化した結果というものを、こちらにお示しいたしております。対

象構造物としましては、外部遮蔽壁、内部コンクリート、原子炉格納施設基礎、原子炉補

助建屋、取水構造物、タービン建屋、非常用ディーゼル発電用燃料油貯油槽基礎、復水タ

ンク基礎、防潮ゲート、放水口側防潮堤というものに、それぞれグループ化いたしました。 
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 なお、7ページ目に構内の配置図というものを添付してございます。 

 7ページ目をお願いいたします。 

 配置図の左下側に3号機の原子炉建屋として外部遮蔽壁、内部コンクリート、原子炉格

納施設基礎というものがございます。また、原子炉補助建屋、タービン建屋というのが周

辺にございまして、その右側に取水構造物というのがございます。配置図の中心からやや

左側に放水口側防潮堤、配置図の右上に防潮ゲートがございます。 

 8ページ目をお願いいたします。 

 こちらは、ステップ2でお示しいたしました代表構造物の選定についてになります。評

価対象構造物ごとの使用条件などにより、それぞれのグループ内の代表構造物を選定して

おります。 

 まず、コンクリート構造物についてになります。使用条件につきましては、熱への影響

の観点から高温部の有無というものを、放射線の影響というものの観点から放射線の有無

を、機械振動というものの観点から振動の有無というのを確認してございます。これに加

えまして、中性化や塩分浸透の観点で設置環境と仕上げの状況、また塩分浸透の観点で供

給塩化物量というものを確認してございます。 

 また、同じ使用条件になった際の判断材料といたしまして運転開始後の経過年数の長さ、

これはつまり使用年数の長さということでございますが、こちらを挙げてございます。 

 これらの使用条件による検討の結果、外部遮蔽壁は屋内で仕上げがないということ、内

部コンクリートは高温部、放射線の影響があり屋内で仕上げがないということ、原子炉格

納施設基礎は代表構造物を支持する構造物であること、原子炉補助建屋は振動の影響があ

り屋内で仕上げがないということ、取水構造物は屋外で仕上げがないこと、また供給塩化

物量の影響があること、運転開始後の経過年数が長いということ、タービン建屋は振動の

影響があり屋内で仕上げがないということから、代表構造物として選定いたしました。 

 9ページ目をお願いいたします。 

 9ページ目が鉄骨構造物についてになります。こちらは、使用条件として設置環境の状

況と、また同じ使用条件になった際の判断材料といたしまして運転開始後の経過年数の長

さというものを挙げてございます。 

 これらの使用条件による検討の結果、設置環境が屋外であること、運転開始後の経過年

数が長いということから、取水構造物の浸水防止蓋、こちらを代表構造物として選定いた

しました。 
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 10ページ目をお願いいたします。 

 こちらは、対象構造物のうち代表構造物の概要図でございます。左から、タービン建屋、

タービン架台、原子炉補助建屋、外部遮蔽壁、内部コンクリート、原子炉格納施設基礎、

原子炉補助建屋をお示ししてございます。右側の図につきましては、取水構造物と取水構

造物の浸水防止蓋をお示ししてございます。 

 11ページ目をお願いいたします。 

 こちらは、対象構造物のうち、防潮ゲートと放水口側防潮堤を示してございます。この

二つの構造物につきましては、浸水防護施設というものに属する構造物でございまして、

現在、建設中でございます。 

 12ページ目をお願いいたします。 

 最後に、代表構造物の中から劣化要因ごとに評価対象部位を選定いたします。 

 まず、劣化要因としての熱ですが、こちらは運転時に最も高温となる内部コンクリート

の1次遮蔽壁を選定しております。次に、放射線照射ですが、こちらも中性子及びガンマ

線の照射量が最も大きい内部コンクリートの1次遮蔽壁を選定しております。次に、中性

化ですが、まず屋内の代表として、仕上げがない箇所があり環境条件が中性化に与える影

響度が大きい箇所として外部遮蔽壁の屋内面を選定してございます。次に、屋外の代表と

して、仕上げがないことから取水構造物を選定しております。次に、塩分浸透ですが、こ

ちらは仕上げがなく海水と接するなど環境条件が厳しいことから取水構造物を選定してお

ります。次に、機械振動ですが、比較的大きな振動がある機器としてタービンと非常用デ

ィーゼル発電機が挙げられますので、それらを支持するタービン架台、非常用ディーゼル

発電機基礎を選定しております。 

 アルカリ骨材反応、凍結融解につきましては、高経年化対策上、着目すべき事象ではな

い事象と判断いたしました。その理由につきましては、後ほど御説明いたします。 

 次に、遮蔽能力低下の熱ですが、こちらは運転時に最も高温となる内部コンクリートの

1次遮蔽壁を選定しております。最後に、鉄骨構造物の強度低下ですが、腐食については

代表構造物として選定しております浸水防止蓋を選定いたしました。 

 なお、風などによる疲労につきましては、高経年化対策上、着目すべき事象ではない事

象と判断しておりまして、こちらについても、その理由につきまして、後ほど御説明いた

します。この選定した評価対象部位を対象に、健全性評価を実施しております。 

 なお、コンクリートにつきましては、先ほど審査会合用の代表機器というようなお話、
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御説明をいたしましたが、劣化要因ごとに評価対象を代表構造物から選定するというプロ

セスになっておりまして、選んだものにつきましては全て評価を実施しているということ

でございますので、その全てを御説明するという形になります。 

 13ページ目をお願いいたします。 

 ここでは、アルカリ骨材反応、凍結融解、風などによる疲労につきまして、高経年化対

策上、着目すべき経年劣化事象ではない事象とする理由につきまして御説明いたします。 

 アルカリ骨材反応につきましては、定期的に目視確認を実施しておりまして、アルカリ

骨材反応に起因すると判断されるひび割れ等は認められてはいないということと、また、

使用している骨材につきましては、1985年にモルタルバー法による反応性試験というもの

を実施してございまして、反応性骨材ではないことを確認してございます。今後も経年劣

化事象の進展が考えられないということで、高経年化対策上、着目すべき経年劣化事象で

はない事象と判断いたしました。 

 凍結融解につきましては、日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説JASS5鉄筋コン

クリート工事」に示されます凍害危険度の分布図によりますと、高浜3号炉の周辺地域に

つきましては「ごく軽微」よりも危険度が低い地域ということでございますので、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判断いたしました。 

 風などによる疲労につきましては、鉄骨構造物に疲労破壊が生じるような風などによる

繰り返し荷重を継続的に受ける構造部材はないことから、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判断をいたしました。 

 14ページ目をお願いいたします。 

 こちらから、健全性評価結果につきまして御説明いたします。 

 まず、コンクリート強度低下のうち、熱による強度低下になります。評価対象部位は1

次遮蔽壁の内部コンクリート、評価点は運転時に最も高温となる原子炉容器支持構造物。

これはRVサポートと呼んでおりますが、この直下部、評価手順は温度分布を3次元伝熱解

析コードにより算出しております。 

 15ページ目をお願いいたします。 

 健全性評価の結果ですが、解析により求めたコンクリートの最高温度は約63℃となりま

した。これは、日本建築学会「原子炉建屋構造設計指針・同解説」に記載されております

制限値であります65℃を下回ることから、健全性評価上、問題とはならないと判断いたし

ました。 
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 なお、参考に、長期間、加熱を受けたコンクリートの物性変化の実験結果を添付してご

ざいます。最高温度を自由水の脱水が生じる110℃までとした長尾らの実験によりますと、

長期加熱時のコンクリートの圧縮強度につきましては、65℃、90℃及び110℃で3.5年間、

加熱した場合におきましても強度低下は見られません。これを、グラフにおいて、縦軸の

残存比が100を超えているということから確認ができるかと思います。 

 今回の解析値は63℃と、制限値である65℃に近い数値ではありますが、十分に保守的な

評価となっていることがわかるかと思います。 

 16ページ目をお願いいたします。 

 次に、放射線による強度低下について御説明いたします。評価対象部位は1次遮蔽壁の

内部コンクリート、評価点は、図に記載しておりますとおり、中性子、ガンマ線照射量が

最大となる1次遮蔽壁の炉心側コンクリートになります。評価手順につきましては、まず、

放射線量率の算定ということで、1次遮蔽壁における中性子束及びガンマ線量率を2次元輸

送コードDORTにより算出いたします。次に、放射線照射量の算出ということで、先に算出

いたしました線量率に運転時間を掛けまして、中性子照射量とガンマ線照射量を算出いた

します。運転時間につきましては、2013年6月30日までは実績値、2013年7月1日以降は85%

の稼働率ということで算出しております。 

 17ページ目をお願いいたします。 

 健全性評価の結果でございます。 

 まず、中性子照射でございますが、運転開始後60年時点における中性子照射量は1cm2当

たり約4.7×1019nということでございまして、Hilsdorfほかの文献によると有意な強度低

下は見られない値であります1cm2当たり約1.0×1020n以下ということでございますので、

健全性評価上、問題とはならないと判断いたしました。 

 18ページ目をお願いいたします。 

 次に、ガンマ線照射でございます。運転開始後60年時点におけるガンマ線照射量は、約

2.34×1010radでございます。Hilsdorfほかの文献によると有意な強度低下は見られない

値であります2.0×1010radを超える部分というのが出てきてございます。 

 しかしながら、Hilsdorfほかの文献による有意な強度低下が見られない値を超える範囲

というのは、深さ方向に最大でも8cm程度でございまして、1次遮蔽壁の厚さ、最小壁厚が

約300cmでございますが、これに比べると非常に小さいということを踏まえまして、構造

強度上、問題とはならないと評価をしてございます。 
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 19ページ目をお願いいたします。 

 次に、中性化による強度低下について御説明いたします。 

 評価対象部位につきましては、屋内の代表として外部遮蔽壁の屋内面、屋外の代表とし

まして取水構造物を選定してございます。評価点として、それぞれ外部遮蔽壁の屋内面の

全面、使用環境の違いを考慮いたしまして、取水構造物のうち気中帯を選定してございま

す。 

 評価手順としましては、まず、中性化深さの推定といたしまして、中性化推定式により

まして運転開始後60年経過時点の中性化深さを算出いたします。次に、中性化推定式のう

ち最大値となる中性化深さを抽出いたします。次に、鉄筋が腐食し始めるときの中性化深

さとして、屋内はかぶり厚さに2cmを加えた値、屋外はかぶり厚さの値をそれぞれ算出い

たします。最後に、運転開始後60年経過時点の中性化深さの評価といたしまして、資料の

番号でいうと（2）番で求めました推定式による中性化深さの最大値と、（3）番で求めま

した鉄筋が腐食し始める中性化深さを比較いたします。 

 20ページ目をお願いいたします。 

 健全性評価結果について、御説明いたします。運転開始後60年経過時点における中性化

深さの最大値、これは外部遮蔽壁では2.4cm、取水構造物では0.8cmになりますが、この値

が鉄筋が腐食し始める時点の中性化深さ、外部遮蔽壁では9.7cm、取水構造物では8.9cmで

ありますけれども、これに達していないということから、健全性評価上、問題とはならな

いと判断いたしました。 

 21ページ目をお願いいたします。 

 次に、塩分浸透による強度低下について御説明いたします。評価対象部位は取水構造物、

評価点として環境条件が異なる気中帯、干満帯、海中帯を、それぞれ選定してございます。 

 なお、気中帯、干満帯、海中帯につきましては、ハイウオーターレベル及びローウオー

ターレベルを考慮いたしまして、その範囲を設定してございます。 

 評価手順としましては、まず、運転開始後60年時点における鉄筋腐食減量を算出いたし

ます。方法としましては、まず、拡散方程式によりまして運転開始経過年ごとの鉄筋位置

における塩化物イオン量を算出いたしまして、先に求めました塩化物イオン量を用いまし

て運転開始経過年数ごとの鉄筋腐食減量というものを算出いたします。次に、かぶりコン

クリートにひび割れが発生する時点における鉄筋腐食減量を算出いたします。最後に、資

料でいいますと、1番で求めました運転開始後60年時点における鉄筋腐食減量と、2番で求
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めましたかぶりコンクリートにひび割れが発生する時点における鉄筋腐食減量というもの

を比較いたします。 

 22ページ目をお願いいたします。 

 健全性評価結果について、御説明いたします。運転開始後60年経過時点における鉄筋腐

食減量につきましては、気中帯で3.4、干満帯で0.0、海中帯で1.0となりました。この値

が、かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点の鉄筋腐食減量であります86.5に達し

ていないということですので、健全性評価上、問題とはならないと判断いたしました。 

 23ページ目をお願いいたします。 

 次に、機械振動による強度低下について御説明いたします。 

 評価対象部位としましては、比較的大きな振動を受ける箇所としてタービン建屋のター

ビン架台、原子炉補助建屋の非常用ディーゼル発電機基礎、評価点としましては、局部的

に影響を受ける可能性がある基礎ボルト周辺のコンクリートとなります。 

 健全性評価につきましては、基礎ボルト定着部周辺コンクリートにひび割れが発生する

可能性というものはありますが、現状保全において定期的な目視確認というものを実施し

てございまして、有意な欠陥などがないということを確認しております。今後も、現状保

全を継続することにより、健全性の維持は可能と考えてございます。 

 24ページ目をお願いいたします。 

 コンクリートの強度低下についての最後になりますが、破壊試験の結果でございます。 

 外部遮蔽壁、内部コンクリート、原子炉格納施設基礎、原子炉補助建屋につきましては、

設計基準強度が24.5Nに対しまして、破壊試験の結果がそれぞれ53、39.3、42.0、34.1Nと、

全て設計基準強度を上回っております。 

 また、タービン架台につきましては、設計基準強度20.6Nに対しまして破壊試験結果が

48.9N、取水構造物につきましては、設計基準強度23.5Nに対しまして破壊試験結果が

41.0Nとなりまして、こちらも設計基準強度を上回っております。 

 25ページ目をお願いいたします。 

 続きまして、コンクリートの遮蔽能力の低下でございます。評価対象部位は内部コンク

リートの1次遮蔽壁、評価点は、図にお示しいたしますとおり、運転時に最も高温となる

原子炉容器支持構造物、RVサポートという部位でございますが、それの直下部、評価手順

といたしましては温度分布を3次元伝熱解析コードにより算出しております。 

 26ページ目をお願いいたします。 
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 健全性評価結果につきましては、解析の結果、コンクリートの最高温度は約63℃となり

まして、コンクリート遮蔽体設計基準に示されます中性子遮蔽で88℃、ガンマ線遮蔽で

177℃の制限値以下になりました。水分の逸散はほとんどないと考えられますので、健全

性評価上、問題とはならないと判断いたしました。 

 27ページ目をお願いいたします。 

 健全性評価の最後としまして、鉄骨構造の強度低下について御説明いたします。評価対

象部位は取水構造物の浸水防止蓋、評価点は鉄骨部の構造部材になります。 

 健全性評価として、定期的に目視確認を実施しておりまして、強度に支障を来す可能性

のあるような鋼材の腐食がないことを確認してございます。その際に、鋼材の腐食に影響

する塗膜の劣化などが認められた場合につきましては、その部分の塗装の塗りかえなどを

行うこととしております。今後も現状保全を継続することにより、健全性の維持は可能と

考えてございます。 

 28ページ目をお願いいたします。 

 最後になりますが、現状保全、総合評価、高経年化への対応につきまして御説明いたし

ます。 

 まず、現状保全のうちコンクリートの強度低下についてですが、強度に支障を来す可能

性のあるような有意な欠陥がないということを定期的に確認しておりまして、必要に応じ

て塗装の塗りかえ等の補修を実施してございます。これに加えまして、非破壊検査による

点検を傾向監視の位置づけとしまして、強度に急激な経年劣化が生じていないということ

をリバウンドハンマーにより定期的に確認してございます。 

 遮蔽能力の低下に対しましては、遮蔽能力に支障を来す可能性があるひび割れなどの有

意な欠陥がないということを定期的に確認しております。 

 鉄骨構造物の強度低下につきましては、強度に支障を来す可能性のある鋼材の腐食がな

いということを定期的に確認をしておりまして、鋼材の腐食につながる塗膜の劣化などが

認められた場合につきましては、その部分の塗りかえなどを行うこととしてございます。 

 次に、総合評価になります。 

 まず、コンクリートの強度低下ですが、現状におきまして設計基準強度を上回っており

まして、強度低下が急激に発生する可能性は極めて小さいと考えられます。ガンマ線照射

量が文献によると有意な強度低下が見られない値というものを一部超えてございますが、

その範囲は壁厚全体に比べて非常に小さいということから、構造強度上、問題とならない
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と判断してございます。保全方法というものは適切でありまして、現状保全を継続するこ

とにより健全性の維持は可能と考えてございます。 

 また、防潮ゲートなどの建設中の設備というものがございますが、こちらにつきまして

も、竣工後、既設設備と同様の保全を実施することで健全性の維持を図っていきたいとい

うふうに考えてございます。 

 次に、遮蔽能力の低下ですが、遮蔽能力の低下の可能性はないと考えてございます。保

全方法につきましても、ひび割れなどにつきましては目視確認で検知可能でございますの

で、適切であると考えてございます。 

 鉄骨構造物の強度低下ですが、今後、腐食が急激に進展することはないと考えられまし

て、現状保全を継続することにより健全性の維持は可能であると考えてございます。こち

らにつきましても、防潮ゲートなどの建設中の設備というものがございますが、竣工後、

既設設備と同様の保全を実施するということで健全性の維持を図っていきたいというふう

に考えてございます。 

 なお、総合評価におきまして、冷温停止状態の評価というものも行ってございます。冷

温停止状態におきましては、発生・進展が断続運転を前提とした場合と比べて厳しくなる

ことが想定される経年劣化事象というものは抽出されませんでしたので、現状保全を継続

実施することで健全性の維持は可能と考えてございます。 

 最後に、高経年化への対応でございますが、高経年化対策の観点から追加すべき項目と

いうものはなく、現状保全を継続して実施していきたいというふうに考えてございます。 

 資料の説明につきましては以上でございます。 

○大村審議官 それでは、コンクリートですけども、これについて質問等がありましたら

お願いします。 

○中野主任調査官 規制庁の中野です。何点か質問させていただきます。 

 まず、14ページですが、14ページの評価手順のところに温度分布を3次元伝熱解析コー

ドにより算出とありますけれども、実際に使用しましたコード名と、そのときに入力した、

そのための入力項目がわかれば教えてください。 

○関西電力（木谷） 関西電力の木谷でございます。 

 まず、コード名はANSYSのバージョン12でございます。あと、入力条件でございますけ

れども、まず、RV内部及び1次冷却材管の内面の温度が321.1℃、RVの冷却空気流量が

900m3/min、冷却空気の温度が44.5℃というふうに入力してございます。 
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○中野主任調査官 規制庁の中野です。 

 わかりました。 

 それでは、次、2番目の質問ですけれども、16ページですが、放射線量の算出に用いて

おります設備利用率ですけれども、2013年6月30日までは実績というふうに御説明された

と思いますけれども、以前に概要のところでも説明があったかもしれませんが、実際に放

射線照射量の算出に用いた設備利用率というのは、具体的に幾つだったのかというのを教

えてください。 

○関西電力（木谷） 関西電力の木谷でございます。 

 評価に用いました設備利用率は85%でございますが、高浜3号の累積平均の設備利用率は

80.3%となってございます。 

○関西電力（田中） 関西電力の田中です。 

 追加しますと、今のは実績値というふうに書いている6月30日までのところが80.3%で入

れて、7月1日以降85%相当というのは、今、言ったとおりでございます。 

 以上です。 

○中野主任調査官 そうしましたら、実際に放射線照射量の解析に用いた実績の設備利用

率というのは80.3%という。それとも、計算上は85%で算出されたということでしょうか。 

○関西電力（木谷） だから、ここに書いていますが、2013年6月30日までは実績で、そ

れ以降は85%想定で計算しているということでございます。 

○中野主任調査官 わかりました。 

 次に、22ページですけれども、塩分浸透のところの評価結果の鉄筋腐食減量の値なんで

すが、干満帯のところで調査時点及び運転開始後60年経過時点のところが0.0という値に

なっていますけれども、これは、ほとんど鉄筋が腐食していないというふうに考えてよろ

しいのかどうか、御見解をお願いします。 

○関西電力（宮崎） 関西電力の宮崎です。 

 鉄筋の腐食減量につきましては、鉄筋自体の塩化物濃度を測定しておりますので、その

数値が非常に小さいということで、腐食減量については0ということで、ほとんど腐食し

ていないということでございます。 

○中野主任調査官 わかりました。 

 それでは、最後の質問ですけれども、27ページ、鉄骨構造の強度低下のところですが、

評価対象部位として浸水防止蓋が選定されておりますけれども、具体的に浸水防止蓋の推
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定耐用年数と今後の保全方法について御説明をお願いいたします。 

○関西電力（山口） 関西電力、山口でございます。 

 推定耐用年数につきましては、7年というのを今検討いたしておりまして、具体的な保

全の方法につきましては、ここに記載しておりますとおり、定期的に目視点検を実施いた

しまして、その中で鋼材の腐食に影響する塗膜の劣化などが認められた場合につきまして

は、その部分の塗装塗りかえなどを行うということにより対応していくということになり

ます。 

○中野主任調査官 規制庁の中野です。 

 了解しました。以上です。 

○大村審議官 どうぞ。 

○池田主任調査官 規制庁の池田です。 

 23ページのところで、健全性評価の（2）、ここに「目視確認を実施しており、有意な欠

陥等」、この有意な欠陥というのは目に見えるものなのか、それとも何か規定があって、

それを超えたらという、ある程度のクライテリアがあるのか、そこら辺を教えてください。 

○関西電力（山口） 関西電力、山口でございます。 

 御指摘の有意な欠陥というものにつきましては、構造的に影響を与えるような大きなひ

び割れというものを指すというふうに私どもは考えてございます。こちらにつきましては、

具体的な数値基準というものは特になく、発生する場所とか状態というものが当然ござい

ますので、そういったものを踏まえて工学的に判断しているというところでございます。 

○池田主任調査官 規制庁の池田です。 

 そうすると、現場へ行って、見て、そこそこ大きいということで、それで保全の方々を

集めて検討するというようなプロセスで、その結果、有意というふうに決めるということ

でよろしいんですか。 

○関西電力（山口） そのとおりで結構かと思います。 

○池田主任調査官 了解しました。 

 あと、もう1件、同じような意味合いかもしれないんですけど、27ページのところで

（1）、（2）のところにあるんですけど、強度に支障を来す可能性のある鋼材の腐食という

のも目視点検にあるんですが、これは、やっぱり現場に行って、見て、何か腐食があって、

それで、それを会議か何かにかけてということを言っているんですか。それでよろしいん

ですか。 
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○関西電力（木谷） 関西電力の木谷ですけれども、そのとおりで結構でございます。 

○池田主任調査官 ということは、現状保全というのは、あくまでも現場の方々がパトロ

ールして、明らかに目で見て異常があったらば、それを報告して、それを持ち帰って検討

するというプロセスを踏むということでよろしいんですね。 

○関西電力（木谷） そのとおりでございます。 

○池田主任調査官 規制庁、池田です。 

 承知しました。 

○大村審議官 ほかに、いかがでしょうか。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 塩分浸透のシート22ページの健全性評価の観点から、質問させていただきます。 

 取水構造物の気中帯、干満帯、海中帯、それぞれ測定され、かつ60年での腐食減量の予

測をされております。 

 この値で、気中帯が一番塩分浸透が大きくて、2番目が海中帯、一番少ないのが干満帯

ということで、塩分浸透だと海水中についているところが一番多いかなと思うんですけど、

それが2番目、それから干満帯が逆に一番環境が変わるので影響があるのかなと思ってい

るんですが、このデータから見ますと、このように気中帯が1番、2番目が海中帯、最も少

ないのが干満帯という傾向がありますけど、こういうふうな現象が起きるということにつ

いて、何か定性的なことで結構なんですが、説明していただけませんか。 

○関西電力（宮崎） 定説的なことというのは、ちょっと、この数値からはございません

が、計算式の中では環境条件の使う計算式の数値、それが気中帯、干満帯、海中帯では違

いがございますので、そこら辺で数値の違いが出てくるということで。この数値につきま

しては、実測ではかったデータをもとに計算しておりますので、この数値以外のところで

確認できるということはございませんということで。データが全てということで。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 予測式でこういうふうな結果になって、実測でもこうだということで、確かにデータそ

のものについては問題ないかと思うんですが、あくまでも健全性評価という意味では、そ

れを、いわゆる、どういうふうに説明していくかという定性的な論理がなければ、ちょっ

と信頼性が伴ってこないと思うので、予測式の例えばパラメータの敏感性とか、その辺も

考慮して、次回でもよろしいんですが、定性的な説明で結構ですので、ぜひ、このデータ

の信頼性を上げるという意味で説明をお願いいたします。 
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 以上です。 

○関西電力（宮崎） 関西電力の宮崎です。 

 計算するパラメータの中で酸素濃度というものがございまして、その酸素濃度の数値が

一番高いのが気中帯ということで、酸素濃度の影響が一番大きいということで鉄筋の腐食

減量の数値が大きくなるというところはございます。 

 海中帯と干満帯につきましては、酸素濃度が低い数字になっておりますので、実測値が

同じでも数値的には低くなるというのが計算の結果でございます。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 今の回答を確認させていただきますと、気中帯は酸素濃度で影響が大きい。干満帯と海

中帯は、差はあるように見えますが、実測のばらつきからこういうふうに出ていて、値は

ほぼ同じというふうな知見というふうな説明と理解してよろしいですか。 

○関西電力（宮崎） そのとおりでございます。 

○大高上席調査官 規制庁、大高です。 

 了解しました。 

○大村審議官 今の点なんですけれども、これは実測のデータをもとに、そういう計算式

があって恐らく出ているんでしょうから。さすがに、干満帯のところで00は00、60年経過

しても進まないと、こういうことになっているというのは、ちょっと気中帯と海中帯のや

つから見ると、両方の条件が交互に来るというような話ですよね。いかにも不自然な感じ

はします、数値的に見ると。 

 ですから、もちろん実測値から得られていると思うんですけれども、実際の数値をきっ

ちりと出していただいて、それで、こういう実測値で、こういう計算式で、こういう進展

だから、これでいいのだということをきっちり説明していただけますか。 

○関西電力（山田） 関西電力の山田です。 

 拝承いたしました。 

○大村審議官 ほかに何かありますか。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 もう1点。中性化に関する健全性評価の観点から、シート20の評価について質問させて

いただきます。ここでも、中性深さについては実測、それと現時点での推定式については

森永式と実測値を用いた√t式でそれぞれ評価して、最大値を調査時点の推定値として採

用していると。 
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 そうした場合に、最大値で評価した式を用いて60年経過時点での値を出しているという

ふうに、この表では見受けられるんですが、この二つの式を用いて、どちらが適用できる

かというのを現時点での評価をしているんですが、多分、式において推定の不確定性があ

るので、両方やって最大値をとっていると理解します。そうしますと、60年においても、

多分、両方の式の値で最大値をとって評価すべきかなと。ロジック的には。ですが、実際

に計算したときに、現時点で最大値の予測式の値が出ている式を用いれば60年もやっぱり

大きいという結果であったのか、その辺の内容を説明してください。 

○関西電力（山田） 関西電力、山田でございます。 

 60年の推定時点でも、この値自体も両方やって大きいほうの値を記載しています。です

から、そういう意味で、不確定性が含まれるということで、二つのやり方をやって、大き

な値をここには載せているということでございます。 

 以上です。 

○大高上席調査官 規制庁の大高です。 

 事実は確認して、了解しました。もし、そういう意味であれば、60年経過時点でのとこ

ろの評価にも米印の2を入れていただけるといいかなと。いわゆる最大値をとると。そう

いうことでよろしいんですか。 

○関西電力（山田） 今、御覧になられている20ページの推定値のほうは、両方、調査時

点と60年、両方にかかっています。 

○大高上席調査官 すみません、了解しました。 

 ちょっと見落としていました。訂正します。 

○大村審議官 それ以外に何かありますか。 

○坂内調整官 規制庁、調整官の坂内でございますが、24ページの破壊試験でございます

けれども、ちょっと素朴な疑問として、外部遮蔽壁から原子炉補助建屋までについて、同

じ設計基準強度のところ、実際、強度がこのように場所によって変わっているんでござい

ますけれども、これは、どういったふうに考えればよろしいんでしょうか。 

 同じ出発点から今現在こうなっていると見るべきなのか、あるいは、この程度のばらつ

きがあるととったらいいのかというのが、まず第1点でございます。 

 あと、2点目が、内部コンクリートのところでございますけれども、恐らく、これ、前

のほうのページで議論されているような厳しい部分というところ、RVサポート直下部、こ

ういったところから持ってくるのは、コアを抜くのは非常に難しいと思いますので、別途
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のところで実施されていると。そういったところは現地調査で別途確認させていただくよ

うな部分かと思いますけれども、実際、別途のところと厳しいところというのを、この結

果をもって推測を、ある程度することも可能なのかどうか、そういった点について御社の

お考えをお聞かせいただければと思います。 

○関西電力（山口） 関西電力の山口でございます。 

 まず、1点目の御質問ですが、御指摘のとおり、ばらつきの範囲というふうに考えてご

ざいます。コンクリートというものは、もともと想定のばらつきというものがございまし

て、その範囲の中でおさまっているというか、健全性が十分担保されている値であるとい

うふうに判断してございます。 

 2点目の御質問ですけれども、御指摘のとおり、1次遮蔽壁という場所から実際に破壊試

験というものは実施しておらず、2次遮蔽壁等からの実施ということになってございます。

現在、私どもが実施している健全性評価の使用条件であれば、少なくとも、そういった場

所での評価において、1次遮蔽壁のコンクリート強度等の推定というものは十分可能であ

るというふうに考えてございます。 

○坂内調整官 ありがとうございました。 

○大村審議官 それ以外に何かありますか。 

○大村審議官 ないようですので、幾つか、さらに追加的な資料とか、あとヒアリングで

の確認とかというのをお願いしましたんで、そのあたりをよろしくお願いをしたいと思い

ます。 

 それでは、今日の質疑はこれで終了ということにしたいと思いますが、最後に事務連絡

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。 

 次回以降の会合についてでございますけれども、これまで運転前提として御申請いただ

いておる川内1号、高浜3・4号について、引き続き個別劣化事象について審議を進めさせ

ていただきたいと考えております。 

 また、日程等の詳細については、追って御連絡いたしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○大村審議官 それでは、本日の審査会合はこれで終了いたします。御苦労さまでした。 


