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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7回 

議事録 

 

 

            日時：平成２６年１０月１７日（金）１３：３０～１６：４５ 

            場所：原子力規制委員会 １３階 会議室Ｂ 

 

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 

  伊藤晋太郎  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 

  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 

  小嶋 正義  主任技術研究調査官 

  竹島 菊男  技術研究調査官 

  荒井 健作  技術研究調査官 

  菅野 眞紀  技術参与 

  船田 立夫  技術参与 

関西電力株式会社 

  南 安彦   原子力事業本部 高経年対策グループ 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 

  金島 慶在  原子力事業本部 高経年対策グループ リーダー 

  内山 康志  原子力事業本部 高経年対策グループ リーダー 
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  北村 嘉英  原子力事業本部 高経年対策グループ リーダー 

  三山 彰一  関西電力株式会社 リーダー 

  辻 峰史   原子力事業本部 高経年対策グループ 担当 

  武田 大尚  原子力事業本部 高経年対策グループ 担当 

  木村 圭佑  原子力事業本部 高経年対策グループ 担当 

 

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7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。 

○坂内室長 安全規制調整官の坂内と申します。 

 本日は、前回から日があきましたけれども、引き続き、高浜発電所3、4号機の個別事象

についての審査を進めさせていただきます。 

 まずは、配付資料の確認をさせていただきます。 

 資料1-1として、高浜3号炉の2相ステンレス鋼の熱時効。 

 1-2として、高浜4号炉の熱時効でございます。 

 1-3として、高浜3号炉の照射誘起型応力腐食割れについての資料。 

 1-4が、高浜4号機のIASCC応力腐食割れのもの。 

 1-5として、高浜3号炉のその他事象の資料。 

 1-6が、高浜4号炉のその他の事象についての資料。 

 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、3、4号機の2相ステンレス鋼熱時効について、説明をお願いしたいと思いますが、

資料1-1と1-2と、合わせて説明いただくということで聞いておりますので、よろしくお願

いします。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田です。 

 それでは、お手元の資料の1-1、高浜発電所3号炉の高経年化技術評価（2相ステンレス

鋼の熱時効）について説明いたします。 

 まず、表紙をめくっていただきまして、1ページ目でございますが、こちらは目次でご

ざいます。 



3 

 まず、熱時効の評価の流れといたしましては、まず審査会合における代表機器の選定を

行いまして、その次に2番、健全性評価を行います。3番、現状保全、4番、総合評価、5番、

高経年化への対応、6番、代表機器以外の評価の流れで説明いたします。 

 それでは、めくっていただきまして、2ページ目でございます。 

 まず、1番、審査会合における代表機器の選定につきまして、説明いたします。 

 1-1、評価対象機器および代表機器の選定についてですが、ステンレス鋼鋳綱は、オー

ステナイト相中に一部フェライト相を含む2相組織であるため、高温で加熱されると時間

とともにフェライト相内でより安定な組織形態へ移行しようとし、相分離が起こり、靱性

が低下する可能性がございます。これを熱時効と呼んでおります。 

 この熱時効による靱性低下への影響というものは、フェライト量が多いほど、そして使

用温度が高いほど大きくなるということが知られております。また、使用条件としては、

応力が大きいほど厳しくなるということになります。 

 まず、ステップ1で、これらを踏まえまして、2相ステンレス綱の熱時効の対象となる以

下の条件に該当する部位に対して、フェライト量、使用温度および地震時の発生応力を考

慮して、評価対象の機器と部位を抽出します。 

 一つ目の丸ですが、使用温度が250℃以上の高温であること、二つ目は、使用材料が2相

ステンレス綱であること、そして、三つ目なんですけれども、き裂の原因となる劣化事象

の発生が想定される部位であることでございます。 

 今回、対象になる部位につきましては疲労評価を行っておりまして、実際、健全性を確

認しているんですけれども、保守的に疲労き裂を想定して評価を行っております。 

 ステップ2ですが、ステップ1の結果、抽出されたものを右の表に示しております。ここ

では、1次冷却材ポンプのケーシングと1次冷却材管が対象となります。これらの機器は、

全てグループ内代表機器でございます。 

 次に、ステップ3ですが、これらの部位のうち、今回の審査会合における代表機器を選

ぶのですが、上に示すとおり、熱時効はフェライト量が多く、応力が大きいほど評価が厳

しくなりますので、この二つのうち、より評価が厳しくなる1次冷却材管を今回の審査会

合における代表機器として選定いたします。 

 以下、1次冷却材管について評価を実施してまいります。 

 めくっていただきまして、3ページ目でございますが、まず、以降の評価の概要ですけ

れども、最初に1次冷却材管の中でもさらに条件の厳しい箇所を評価点として抽出いたし
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ます。次に、その部位に対してき裂を想定し、60年の経年劣化を加味した状態で地震を想

定し、配管が不安定破断をするか否かで評価いたします。 

 1-2の評価点の抽出でございますが、繰り返しになるのですけれども、熱時効における

靱性低下への影響はフェライト量が多いほど大きく、破壊評価は応力が大きいほど厳しく

なります。 

 右の表に示す1次冷却材管の部位の中から、応力が最も大きいのは蓄圧タンク注入ライ

ン管台です。 

 そして、フェライト量が最も多い部位はホットレグ直管ですので、この部位を今回の評

価点として選定しております。 

 この2点について、破壊力学的な評価を実施しているという状況です。 

 また、ほかの部位については、応力の値とフェライト量の両方が、今回の評価点である

蓄圧注入ライン管台とホットレグ直管のどちらか、または両方に包絡されることから、こ

の2点を評価することで、ほかの部位についても評価ができていると考えております。 

 めくっていただきまして、4ページ目でございますが、2の健全性評価でございます。 

 先に述べましたように、60年の劣化を想定するために、まず2-1で評価対象期間の脆化

予測ということで、プラントの長期間の運転により熱時効したステンレス綱鋳綱は、引張

強さは増加するので、材料強度の評価上の余裕は向上するのですけれども、材料の靱性が

低下することが想定されます。 

 ここでは、H3Tモデルという脆化予測モデルを用いまして、熱時効後のステンレス綱鋳

綱のき裂進展抵抗というものを予測しております。 

 このH3Tモデルでございますが、※1のほうで注釈を飛ばしておりますものを補足いたし

ますと、H3Tモデルは、熱時効により低下する靱性を予測するために開発され、電共研で

改良されたものであり、複数の綱種や製造方法の材料により、取得された材料データに基

づき、フェライト量から熱時効後の材料のき裂進展抵抗を予測するものであります。 

 き裂進展抵抗は時効と共に低下しますが、最終的には底値、靱性がこれ以上低下しない

落ち切った値を用いております。今回は、保守的にこの底値を使用しております。 

 上に戻っていただきまして、2-2の想定き裂の評価ですが、初期き裂については、日本

機械学会の配管破損防護設計規格に準拠し、超音波探傷試験の検出能力を考慮して設定し

ております。すなわち、配管に超音波探傷試験でも見つけられない小さな傷があると仮定

するのです。寸法については、深さ方向で板厚の0.2倍、幅方向が板厚相当の幅のものを
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設定しております。 

 これについても、下の※2で補足しておりまして、配管破損防護設計規格の中では、今

回の評価対象となっております、オーステナイト系ステンレス綱鋳綱にも適用できるもの

でございます。 

 また、過去に行われた国の実証事業において、ステンレス綱鋳綱においては、今回想定

している欠陥より、小さな疲労き裂を検出可能であることが確認できております。 

 ですので、今回の想定するき裂は十分な大きさのサイズであり、保守的なものであると

考えております。 

 めくっていただきまして、5ページですが、前の4ページで想定いたしました初期き裂と

いうものが、プラント運転時に生じる応力によって運転開始後60年間で進展する量を先ほ

どの規格に基づいて、この下に示されている式で算出しております。 

 なお、算出に当たっては、応力拡大係数を求めておりますけれども、それに当たっては、

供用状態A・Bといったものに3分の1Sd地震というのを足した場合の内圧・熱応力、曲げモ

ーメント荷重を用いて算出しております。 

 また、ここでの定数C、mといったものは、規格に基づくものでして、軽水炉水環境下に

おけるオーステナイト系ステンレス綱管に適用される値を用いております。 

 き裂進展の解析結果を下の表に示しております。先に選定いたしました2部位について

示しております。 

 左がホットレグ直管、右が蓄圧タンク注入ライン管台の結果でございますが、各表の上

の行に初期のき裂の寸法を、下の行に60年時点でき裂の寸法を記載しておりまして、60年

の進展を予想しても、貫通き裂には至らない結果になっております。 

 めくっていただきまして、6ページでございますが、2-3、き裂安定性評価用想定き裂の

想定といたしまして、先ほど確認した60年時点のき裂を保守的に貫通き裂に置換えており

ます。この貫通させたき裂を以後の破壊評価を行うための評価用想定き裂としております。 

 右の表に、選定した2部位の評価用想定き裂の寸法を示しております。 

 めくっていただきまして、7ページでございますが、2-4、破壊力学による健全性の評価

ということで、今までに求めてまいりました、材料の時効後の靱性と、材料に想定される

き裂の寸法を用いて傷を想定した60年後の材料の破壊に対する靱性値、これをき裂進展抵

抗、Jmatと呼んでおりますが、この値と構造系に与えられた荷重とき裂長さから算出され

るき裂進展力Jappと呼んでおりますが、これらを比較して評価を行います。 
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 Jmatは、先に説明いたしました、H3Tモデルから求めておりまして、フェライト量をもと

に算出されております。 

 想定されるき裂からき裂がある寸法まで進んだ際に、き裂に加わる荷重に対してこれ以

上き裂が進まないように耐えられる抵抗力の値を示しております。 

 一方のJappは、部材に加わっている荷重により、ある寸法のき裂がさらに進展しようと

する力の値を示しております。 

 この耐えようとする材料の抵抗力とき裂が進展しようとする力を比較することで評価を

行っております。 

 下のグラフを確認していただきますと、JmatとJappの交点において、傾きは、JmatがJappを

上回っております。これはき裂の寸法がこの値のときには、材料のき裂が進まないように

耐えるJmatが、き裂を進ませようとする力Jappを上回っていることを意味しておりますので、

き裂の進展がこの段階以上に進まないことを意味しております。 

 このことにより、たとえ配管にき裂が入っていて、配管に靱性値が想定し得る最も低い

状態であったとしても、配管は不安定破壊することはなく、母管及び管台の熱時効は、健

全性評価上、問題ないと言えます。 

 めくっていただきまして、8ページ目の現状保全ですが、母管及び管台の熱時効に対し

ては、供用期間中検査時に溶接部の超音波探傷検査を実施し、評価で想定した初期き裂の

ないことを確認しています。また、定期的に漏えい検査を実施し健全性を確認しています。 

 4の総合評価ですが、健全性評価結果から判断して、1次冷却材管の熱時効は高経年化対

策上問題となる可能性はないと考えております。 

 実施している溶接部の超音波探傷検査は、内面からの割れを検知可能であり、また、割

れが発生するとすれば応力の観点から溶接部であると判断されることから、点検手法とし

て適切であります。 

 冷温停止状態においては、温度が低く、事象の進展が考え難いことから、今回の評価が

十分に保守的な評価であり、現状の保全を実施することで健全性を維持できると考えてお

ります。 

 5番の高経年化への対応でございますが、母管及び管台の熱時効については、現状保全

項目に、高経年化対策の観点から追加すべきものはないと判断しております。 

 6番の代表機器以外の評価につきましては、熱時効による靱性低下へ影響はフェライト

量が多いほど大きく、また、破壊評価は応力が大きいほど厳しくなることから、1次冷却
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材管の評価結果に包絡できると考えております。 

 以上が3号炉の2相ステンレス綱の熱時効についての説明でございます。 

 続きまして、お手元の資料1-2、高浜発電所4号炉の高経年化技術評価（2相ステンレス

綱の熱時効）について説明してまいります。 

 こちらは、評価の中身といたしましては、3号炉と基本的に同様のものを実施しており

ます。 

 まず、めくっていただきまして、1ページ目でございますが、こちらは目次でございま

す。 

 1番～6番までの順番の流れは、先ほどの3号炉と同様でございます。 

 めくっていただきまして、2ページ目でございますが、1番、審査会合における代表機器

の選定でございますが、こちらも3号機と同様のステップを踏んでおりまして、ステップ1

～3の結果により、3号と同様に1次冷却材管を代表機器として選定しております。 

 めくっていただきまして、1-2、評価点の抽出でございますが、こちらも基本的には3号

と同様でございます。 

 まず、応力とフェライト量の観点から評価点を一つずつ抽出いたします。 

 このときに、3号では、ほかの部位は、応力とフェライト量の値が応力最大部位、また

はフェライト量最多の部位の値に包絡されていましたが、今回は右の表に示すとおり、ホ

ットレグ直管においては、この2点の値のどちらに包絡されるというものではございませ

ん。 

 例えば、ホットレグ直管とフェライト量最多のクロスオーバーレグ直管を比較いたしま

すと、フェライト量はホットレグ直管のほうが低いのですが、応力ではホットレグ直管が

クロスオーバーレグ直管を上回っております。 

 また、応力が最大の点である蓄圧タンク注入ライン管台では、応力はホットレグ直管が

下回っておりますが、フェライト量は、逆にホットレグ直管が上回ってございます。 

 以上のことから、ホットレグ直管は、この2点に包絡されないと考えておりまして、今

回、ホットレグ直管においては、この2点の値のどちらにも包絡されるというものではご

ざいませんので、今回はホットレグ直管を新たに評価点といたしまして、この3部位につ

いて破壊評価の確認を行っております。 

 こちらが3号と4号の相違点でございます。 

 ページをめくっていただきまして、2番の健全性評価でございますが、こちらの2-1、評
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価対象期間の脆化予測、また2-2の想定き裂の評価においては、考え方といたしましては3

号と同様でございます。 

 めくっていただきまして、先のページで想定されました評価き裂を、60年間に進展する

量を同様に配管破損防護設計規格に基づき算出しております。 

 こちらは今回の選定部位といたしましては、3号と違いまして3部位ございますので、下

の表にはクロスオーバーレグ直管、蓄圧タンク注入ライン管台、ホットレグ直管の三つの

値を示しております。 

 めくっていただきまして、2-3のき裂安定性評価用想定き裂の想定でございますが、こ

ちらも右の表を御覧になっていただければわかりますとおり、4号炉では3部位について評

価を実施してございます。 

 めくっていただきまして、7ページでございますが、2-4の破壊力学による健全性の評価

でございますが、評価点とした3部位に対してJmat、Jappの比較を行っております。Jmatと

Jappの交点の傾きにおいては、三つのグラフのいずれもJmatのほうが大きいため、き裂の進

展は止まり、不安定破壊をしないという結果が得られております。 

 めくっていただきまして、8ページでございますが、現状保全におきましては、3号と同

様に母管及び管台の熱時効に対しては、供用期間中検査時に溶接部の超音波探傷検査を実

施し、評価で想定した初期き裂のないことを確認しております。また、定期的に漏えい検

査を実施し健全性を確認しております。 

 4番の総合評価におきましても、3号と同様に健全性評価結果から判断して1次冷却材管

の熱時効は、高経年化対策上、問題となる可能性はないと考えております。 

 実施している溶接部の超音波探傷検査は、内面からの割れを検知可能であり、また、割

れが発生するとすれば応力の観点から溶接部であると判断されることから、点検手法とし

て適切であります。 

 なお、冷温停止状態においては、温度が低く、事象の進展が考え難いことから十分に保

守的な評価であり、現状の保全を実施することで健全性を維持できると考えております。 

 5番の高経年化への対応も同様でございまして、母管および管台の熱時効については、

現状保全項目に、高経年化対策の観点から追加すべきものはないと判断しております。 

 6番の代表機器以外の評価も3号と同様でして、熱時効による靱性低下への影響は、フェ

ライト量が多いほど大きく、また破壊評価は応力が大きいほど厳しくなることから、1次

冷却材管の評価結果に包絡できると考えております。 
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 以上で4号炉の2相ステンレス綱の熱時効についての説明を終わります。 

 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、何か質問、指摘事項等ありまし

たらお願いします。 

○坂内室長 事務局からですけれども、注意事項として、本日、会議室の関係と、あとカ

メラの位置の関係から、発言の際は必ず所属名、名前をおっしゃってから発言するように

お願いいたします。 

○大村審議官 それでは、内容につきまして。 

 どうぞ。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 

 それでは、まず項目1、目次1の代表機器の選定に関して質問いたします。 

 2ページのステップ1のところですけれども、代表機器部位を抽出する際にフェライト量

の測定を行っておりますけれども、このフェライト量の測定は何に基づいて算出したのか、

どのように算出したのかについて説明してください。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 フェライト量の算出に当たりましては材料の化学成分、具体的には、クロムやニッケル

のほか、炭素や珪素やマンガン等の割合をもとに、文献、ASTM-A800を用いて算出してお

ります。 

 以上でございます。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 

 ASTM-A800で計算されたということで、わかりました。了解いたしました。 

○菊池主任 原子力規制庁の菊池です。 

 今の代表機器の選定のところで、ステップ1のところで、使用温度とそれから2相ステン

レス綱、それから一番下のところに、劣化事象の発生が想定される部位と書かれています

けれども、当然、原子力標準の中にも応力の大きいところというところを選定の基準に入

っていたと思うんです。そういうことは考慮をされているんでしょうか、ステップ1の段

階で。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 亀裂の原因となる劣化事象の想定といたしましては、疲労亀裂等を想定される部位にお

きましては劣化を想定しておりまして、そこを対象としてございます。 
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○関西電力（三山） 関西電力、三山でございます。 

 応力の観点につきましては、ステップ1のところにも記載させていただいておりますけ

れども、発生応力を考慮して、評価対象の部位の選定を行ってございます。 

 その具体的な応力でどのようなことをというのは、ステップ1のところに記載しており

ますように、発生応力を考慮して、部位の選定をして、評価対象を決めてございます。 

○菊池主任 規制庁の菊池です。 

 当然、大きな応力がかかるようなところは考慮されているという理解でよろしいんでし

ょうか。もう一度確認したいです。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 そのとおりでございます。 

○菊池主任 規制庁の菊池です。 

 それから、あと、ここの右下のところに、考慮したときの応力と書かれていますけれど

も、ここの応力というのは、どういう応力を考慮されていますか。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 このときの応力でございますが、供用状態ABの内圧、自重、熱膨張荷重、そして地震荷

重を考慮して算出してございます。 

 以上でございます。 

○菊池主任 了解しました。 

 続けて、よろしいでしょうか。 

○大村審議官 結構です。 

○菊池主任 3ページ目のところですけれども、ここのところで、表の中に応力と書かれ

ていますけれども、先ほどの選定のときに考えた応力と、ここで考えている応力というの

は、全く同じ応力の種類を考えているということでよろしいですか。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 そのとおりでございます。 

○菊池主任 そのときに、例えば、今おっしゃった地震以外のいろんな応力というのは、

何に基づいて求めておられますか。 

○関西電力（武田） 内圧や自重や熱膨張荷重、地震荷重といった応力の種類に関しまし

ては、配管破損防護設計規格を参照してございます。 

○菊池主任 配管破損防護設計規格には、そういう応力の求め方まで規定されているんで
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しょうか。 

○関西電力（南） 関西電力の南でございます。 

 今申しました、ここで、評価点で考えます応力につきましては、今申しました配管破損

防護設計とかの考え方で、例えば、破損想定点というものを決めましたときに、応力評価

で決めるものがございます。そういうときに、供用状態のABでの内圧ですとか、ゲート内

の荷重条件、それから、自重や熱荷重というのを考慮して、ここでは地震荷重も考慮して

ございます。 

 ただし、今回の評価では、そういうのも踏まえて、通常考えられる荷重としてSdの荷重

まで考慮した格好で高応力点という形で、この熱時効の評価点というのを我々として選定

したといいますか、評価しているということでございます。 

 補足ですけども、それはあくまでも通常の荷重とかをベースにしつつ、考慮評価点とし

て評価するポイントを選んだということでございまして、後段で示しております、破壊評

価につきましては、例えば、地震荷重につきましても、Ssのような荷重を考慮して評価を

しているということでございます。 

○菊池主任 わかりました。 

 あくまでも選定するときの話と、それから、最後に詳細評価をやるときの応力というの

は、別に考えておられるということでよろしいわけですね。 

○関西電力（南） 関西電力の南でございます。 

 そのように理解していただいて結構でございます。そのとおりでございます。 

○菊池主任 続けて、よろしいですか。 

 4ページ目のところですけれども、先ほど、破壊靱性は60年を想定して、実際には底値

を使われているとおっしゃっていましたけれども、底値の定義と、あと実際にデータ点を

決めるときのもとになるデータの個数だとか、あと当然、今、熱時効ということがポイン

トになっていますけれども、そうすると、あとどのぐらいのラインの時間を熱時効したも

のをデータとして用いておられるかということについて説明していただきたいと思います。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 まず、底値の定義でございますけれども、熱時効に関しましては、高い温度の状態で時

間がかかりますと、徐々に靱性値というものは低下していくのでございますけれども、靱

性値の低下というものは、いつまでも下がり続けるものではなくて、最終的には、ある一

定の値のところで止まるというふうに考えておりまして、今回の熱時効の評価におきまし
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ては、下がり切ったところを用いておりまして、それを底値として考えてございます。 

 その際に、底値等を出すために、電共研でデータの拡充を実施してございますけれども、

鋼種、フェライト量、温度や時効時間などの熱時効の条件を変えて、数百ケースの実験を

行ってございます。 

 ただ、今、手元に、それが何時間やったものがあるというところまでございませんので、

というのが、今の状況でございます。 

○関西電力（南） 補足させていただいてよろしいでしょうか。 

 関西電力の南でございます。 

 今御説明いたしましたように、国プロですとか電共研のほうで、正確な数字はあれです

が、数百ぐらいのデータをとっております。 

 これはいろんな鋼種、CF8Mだけでなくて、CF8ですとか、それから溶接金属等につきま

して、フェライト量もパラメータとして振った試験をやっております。それから、温度に

つきましても、四百数十℃から通常の系統温度ぐらいまでの温度での熱時効試験をやりま

して、それで脆化の度合いというのをモデル化できるような、そういうデータをしっかり

とっているところでございます。 

 基本的には、底値というものは、各温度では時間が違うんですけれども、フェライト量

で決まるということが、これは、もう海外も含めてそういう知見がわかっておりまして、

そういうことでモデル化できて、評価ができるというふうに我々は考えておりますので、

底値を今回は我々評価として使わせていただいているということでございます。 

○菊池主任 規制庁の菊池です。 

 確認したいのは、今、60年相当までを評価されているということなので、それは当然、

底値と今おっしゃった値で十分評価できていると、そういうことでよろしいんでしょうか。 

○関西電力（南） 関西電力の南でございます。 

 我々が考えている運転期間、運転状況におきまして、十分評価できているというふうに

考えてございます。 

 十分、保守的に、一番靱性が低下した状況で、十分破壊に対して問題がない、裕度を持

った形成確保できるレベルであるということを確認しているということでございます。 

○菊池主任 規制庁の菊池です。 

 結局、破壊靱性のデータというのは結構ばらつくものなので、そういう底値を考えると

きに、そういうばらつきを十分考慮されて評価されているということなんでしょうか。 
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○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 H3Tモデルにおきまして、靱性値を出すときでございますが、ばらつきを考慮いたしま

して、標準偏差の2倍のマイナス2σのデータの下限値をとって評価してございますので、

そこでばらつきというものは考慮できていると考えてございます。 

○菊池主任 規制庁の菊池です。 

 わかりました。 

○大村審議官 今の点については、どうもいろいろ実験とか、その辺の蓄積もあるようで

すから、ヒアリングでそこら辺の確認をいただいて、もし何か評価に影響があると問題が

あるようでしたら、そこで提起いただくとか、説明いただくということにしたいと思いま

すが、よろしいですか。 

○関西電力（南） 関西電力の南でございます。 

 了解いたしました。 

○菊池主任 規制庁の菊池です。 

 最後、初期亀裂を決めて、その後、60年相当の疲労亀裂進展をさせて、それを評価要因

に考えてきているとおっしゃっていましたけれども、この疲労亀裂進展をするときに用い

た式なんですけれども、これでは、今の時効条件を考えた材料というのは、当然入ってい

ると、考慮されているということでよろしいんでしょうか。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 5ページに示しております、こちらの疲労亀裂進展速度でございますけれども、こちら

に関しましては、時効材と非時効材において疲労亀裂進展速度を比較した結果がございま

して、そちらで有意な差がないということを確認してございますので、こちらの式、配管

破損防護設計規格で用いております疲労亀裂進展速度を用いて問題ないというふうに考え

てございます。 

○菊池主任 規制庁の菊池です。 

 考え方は了解しましたけれども、データは確認しておりませんので、その辺は、また、

ヒアリングのときに確認させていただきたいと思います。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 了解いたしました。 

○小嶋主任 原子規制庁の小嶋です。 

 今の菊池の質問、5ページのところでございますけれども、60年の進展、想定する際に、
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この荷重として与える応力については、どのように与えているのか、詳しく説明してくだ

さい。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 この際に加えております荷重と申しますと、供用状態ABにおける内圧、熱応力、曲げモ

ーメント荷重を用いて算出しておりまして、その際には、3分の1Sdの地震についても考慮

してございます。 

○小嶋主任 原子規制庁の小嶋です。 

 ただいま説明のあったところですけれども、このKmaxとKminの応力拡大係数を出す際に、

この供用状態AB及び3分の1Sd地震時における内圧・熱応力・曲げモーメントについては、

例えば、過渡条件だとかというのをいろいろと考慮されていると思うんですけども、60年

間の応力というんですか、それをどのように求めたか、いわゆる、この内圧・熱応力・曲

げモーメントについて、具体的にはどのように60年間を想定したのかという流れというか、

そこについて説明をお願いします。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 60年の運転を想定いたしまして、実機の運転が今30年弱ございますけれども、そちらの

実績から60年間を外挿いたしまして、60年間の評価等をしてございます。 

○小嶋主任 原子規制庁の小嶋です。 

 実機の今の年数に60年分を外挿して、それを過渡として与えているということ。わかり

ました。 

○菊池主任 規制庁の菊池です。 

 この7ページ目ですけれども、ここで実際に破壊するかしないかの評価の図が書かれて

いますけれども、ここのJmatとJappというのは、このままだとよくわかりませんので、具体

的にどういうものなのかもう一度説明いただけないですか。 

 それから、あとこのJmatです。これは多分材料の破壊靱性抵抗と書かれていますけれど

も、これだと、ある程度Jが増えていくと亀裂が発生すると思うんですけれども、亀裂の

発生点は、JmatとJappの交点ありますけど、この上か下かどちらになるか、その辺も説明し

ていただけますか。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 Jmatにつきましては、フェライト量、温度、時効時間から、国プロ、電共研により作成

された評価モデル、H3Tモデルにより求めることができます。 
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 ただ、本評価では、破壊靱性の底値、時効し切った状態を用いておりますので、温度と

時間を考慮する必要がなく、フェライト量のみでJmatを求めております。 

 Jmatの算出に当たりましては、J1c、J6という二つの靱性値を用いてございまして、こち

らのJmatとJappの交点よりもこのJ1cというものが下に来てございますので、亀裂の進展と

いうものは、しないと考えてございます。 

○菊池主任 お聞きしているのは、この交点より下にJ1cが来るということですか。 

○関西電力（武田） そのとおりでございます。 

○菊池主任 了解しました。 

○小嶋主任 規制庁の小嶋です。 

 今の質問に引き続き、7ページのところなんですけども。 

 ただいま説明のあったJmatの線を算出する際に、先ほどH3Tモデルで底値を使ったという

お話がありましたけれども、また、その説明の際に、ばらつきを考慮して、標準偏差の2

倍の分を引いているということですが、3号と4号それぞれ書かれている、このJmatの曲線

というのは、それぞれ、いわゆるばらつきを考慮した下限のほうの線で記載されていると

いうことでしょうか。それとも、平均値の計算で使ったんでしょうか、どちらでしょう。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 -2σの下限の値を用いてございます。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 

 ‐2σで、保守的に線を引かれているということを今確認しましたけど、つまり、Jmatの

傾きそのものは、右のほうに傾くような形になっているということだと思うんですけども、

片や、このJappのほうの計算について、具体的にどのように算出してこの線を引いている

のかについて説明してください。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 Jappの算出におきましては、配管の形状、外径や内径などでございますが、それと荷重、

自重、熱膨張とSs地震動、ヤング率やポアソン比や応力ひずみ関係などの材料物性値を入

力条件としてございまして、こちらが、亀裂長さが板厚の1倍、3倍、5倍の貫通亀裂長さ

を用いて、その際のJ値を求めておりまして、その3点を結ぶようにJappを引いてございま

す。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 

 今、説明いただいたことを整理すると、このJappの曲線というのは、それぞれ例えばク
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ロスオーバーレグ直管であれば、そのクロスオーバーレグ直管の材料を用いて、フェライ

ト値から応力で計算して、1t、3t、5tで、それぞれ求めたということでしょうか。 

○関西電力（南） 関西電力の南でございます。 

 今のJappの求め方は、お話にありましたとおり、このホットレグ、あるいは蓄圧タンク

注入ラインの管台等は、そこの部位におけます荷重を考慮して、ただ、フェライトという

より、この2相ステンレス鋼としての材料としての応力を求めて、そこは、今申しました3

種類の亀裂半長の長さで、そこに加わってくるJ積分の値というのをプロットしていって

つくったものがJappということでございます。 

 繰り返しですけども、Jmatはそれらの部位のフェライト量から底値になるところを、そ

の保守性を考慮して引かれた線ということになってございます。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 

 それで、このJappの線を引く際には、具体的には、どのような計算で求めたのか説明し

てください。 

○関西電力（三山） 関西電力の三山でございます。 

 具体的に、このJappのグラフをどのように書いたのかという御質問と考えてよろしいで

しょうか。それでしたら。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 こちらのJappのグラフをどのように求めたかと申しますと、板厚の1倍、3倍、5倍の状態

におけるJ値を出してございますけれども、その際に、先ほど、材料物性値を入力条件と

しているというふうに説明してございますけれども、こちらにつきましては、Jappの値が

高くなりやすいように強度の低い非時効材の応力ひずみ線図を用いておりまして算出して

ございます。 

○関西電力（三山） 補足しますと、関西電力の三山でございます。 

 このグラフ自体につきましては、亀裂半長のところで、亀裂長さが板厚の1倍のところ

と、3倍のところと、5倍の3点につきまして、J積分値を求めるという形で点をとりまして、

それを曲線で結ぶという形でグラフを作成してございます。 

 それから、もう一つは、非時効材のお話をさせていただきましたけれども、それにつき

ましては、評価が安全側になるように、厳しい評価で出るようにということで、Jappにつ

きましては、応力ひずみ線図を電共研のほうでデータをとって評価してございますけれど

も、その強度の低い非時効のものを使ったほうが、安全側の評価になるということで、デ
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ータを用いて評価をしてございます。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 

 非時効材を使って、いわゆるこちらも保守的にということだと思うんですけど、3号、4

号のそれぞれの材料に対して、電力共研の材料でこのJappの線図を計算したということで

しょうか。 

 非時効材というのは、この実機の非時効材で計算したのか、共研の材料を用いて算出し

ているのか、そこのところは今お話を聞いていてわからなかったので、もうちょっと詳し

く説明をいただきたいんですけど。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 Jappの値を算出する際に用いている材料物性値のその非時効材の件ですけれども、こち

らは、実機のものではございませんで、電共研で使用しております材料の非時効材の材料

について応力ひずみ特性を測定してございますので、そちらの結果を利用してございます。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 

 電力共研の材料を使用しているということなんですけども、電力共研の材料そのものの

フェライト量、これが今回3号と4号で計算したこの部位のフェライト量とどう違うのか、

高いのか低いのかというようなことで構いませんけれども、説明をお願いします。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 電力共研で用いております非時効材のフェライト量に関してでございますが、こちらは、

実機のものよりも低い値のフェライト量を用いてございます。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 

 わかりました。 

○菊池主任 今度、高浜4号機の2相ステンレスの3ページ目のところなんですけれども、

右側の表の下のところに、T4のSGの入口管入口50℃エルボは、ステンレス綱の鍛鋼品に取

り替え済みのため、熱時効評価対象外としているとされておりますけれども、これはどの

ような理由で取り替えられたんでしょうか。 

 特に、熱時効という観点からのことで御回答いただきたいと思いますけども。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 こちらの取り替えた経緯でございますが、こちらはSGの入口管内の溶接部の600系ニッ

ケル基合金のところで、過去にSCCによる傷が見られまして、そちらの修繕の際に取り替

えてございますので、今回の熱時効によって取り替えたというものではございません。 
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○菊池主任 取り替えた理由が、SCCが起きたときに、そのときに取り替えられたという

こと。何か理由がよくわかりませんが、特に、熱時効とか、そういう劣化が関与して取り

替えたということではないんですか。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 熱時効によるもの、劣化によって取り替えたということではございません。 

○関西電力（南） 関西電力の南でございます。 

 また補足させていただきます。今御説明いたしましたように、ここの高浜3号機、4号機

のSGの入口ホットエルボと称されているものですけれども、ここにつきましては、各プラ

ントで、PWRプラントで管台部のインコネルのところにSCCが少なからず見られたという事

象がございました。 

 その当時、各プラントごとに応じてですけれども、3号機の場合は、内面をインコネル

690で、また肉盛りしまして、そういう対策をした上で、そのホットエルボについては、

もう一度、－－申し訳ないですが、説明が足りませんけど－－その管台を補修する際に、

一旦、エルボを取り払って補修するという、そういう工法をとっております。 

 その際に、3号機につきましては、もともとのありましたエルボを、もう一度つけ直す

という対応をしておりますけれども、4号機につきましては、インコネル部の管台を補修

する際に取り替えたエルボにつきましては、これは調達の関係なんですけども、鍛造品に

取り替えるということをやっておりまして、そういうことから3号機と4号機でホットエル

ボの材質が変わっているということでございます。 

 この当時、特に、熱時効という観点ということではなくて、そういう補修の工事の調達

の段の関係から、そういう3号機と4号機で異なる状況になっているということでございま

す。 

○菊池主任 規制庁の菊池です。 

 理由はよくわかりましたけど、特に、ステンレス鋳鋼に関わる問題ではなくて、ほかの

理由で取り替えたということと理解してよろしいわけですね。 

○関西電力（南） 関西電力の南でございます。 

 そのとおりでございます。 

○菊池主任 規制庁の菊池です。 

 了解しました。 

○大高上席 規制庁の大高です。 
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 今の点について、評価点の抽出という観点から確認したい点がございます。 

 高浜3号は、そのまま2相ステンレス綱のエルボを使われている。4号機については、ス

テンレスの鍛鋼品で取り替えたというのは理解しました。 

 そのステンレス鋼の鍛鋼品を取り替えたため、2相をステンレス鋼の熱時効が今回の評

価点から外れたというのも理解しました。 

 そうしますと、確かにこの取り替えによって熱時効の劣化事象は対象外となりましたが、

ステンレス鋼の鍛鋼品を使っている以上、ステンレス鋼のSCCという観点で、そちらの劣

化事象のほうの対応はどうなっているか、確認させてください。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 1次冷却材管のSCCについてでございますが、こちらは発生の可能性が小さい。△事象と

して、評価者のほうには評価してございます。 

○関西電力（金島） 関西電力、金島です。 

 今、武田から発言しましたとおり、SCCの発生につきましては、可能性が低いというふ

うな評価もされておりますし、今回の取り替えの鍛鋼品につきましてはSUSの316相当品の

鍛鋼品を使っておりますので、SCCに関する問題はないというふうに考えております。 

○大高上席 規制庁の大高です。 

 SUS316の鍛鋼品ということで、SCCのほうでは△事象に処理しているというのを理解し

ました。 

○大村審議官 それ以外に何かありますか。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 

 計算そのものの確かさについて確認させていただきたいんですけれども、先ほどと同様

のページですけど、7ページのところのJmatについては、先ほどのH3Tの計算で2σ下限値を

使って計算したというのはわかったんですけど、Jappそのものの計算では、1t、3t、5tを

求める際に、どのように計算をしたのかというのは、例えば、有限要素法でやったのか、

それとも何かの文献に書かれている式を使ったのかとか、そういったところが、よくわか

らなかったんですけど、計算そのものの確かさについて確認させてください。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 Jappの算出におきましては、有限要素法を用いて算出してございます。 

 それでお答えになっていますでしょうか。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 
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 有限要素法を使っているということなんですけど、その有限要素法そのものを何かの解

析コードを使っていると思うんですけど、その解析コードを使うことに対する不確かさと

いいますか、それをどのように考慮されて、関西電力としては、評価してそのコードを使

っているのかということについて説明をお願いします。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 こちらのJappの算出に用いた、有限要素法に用いたコードというものは、理論値のEPRI

におきます簡易J積分値とFEMで算出したJ積分値が同等となることを確認してございます

ので、今回使用したコードに対して、コードは問題ないというふうに考えてございます。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 

 有限要素法のコードと、EPRIの式を比較したということです。EPRIの式というのは、

EPRIのハンドブックに書かれているJ積分の文献があったと思うんですけど、そのことを

言っているんでしょうか。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 そのとおりでございます。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 

 EPRIのハンドブックを活用してやっているということですが、そこには軸にかかる荷重

と曲げの荷重と、また軸と曲げ両方を一緒にした三つの式といいますか、やり方があった

と思うんですけども、この場合は、そのどれを活用されたということでしょうか。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 申し訳ございません。今、手持ちの資料でそちらを確認することができませんので。 

○関西電力（三山） ヒアリングか、どこかの場で御説明させていただきたいと思います。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 

 じゃあ、ヒアリングの場で確認させていただきたいと思います。 

○大村審議官 それ以外に何かありますか。 

 私から、簡単な点、1点だけ確認させていただきたいんですが。 

 評価点の抽出というのは、説明資料を見る限りは、会合では、全てについて全部チェッ

クできないので、この会合では代表的な一番厳しいようなところを説明していると、こう

いう理解だと思うんですが、例えば2ページのところで、1次冷却材ポンプ、1次冷却材管

とありますけれども、この1次冷却材管については、これは審査会合における代表機器と

して選定したとなっていますが、そうすると実際の、高経年化の技術評価の中では、この
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1次冷却材ポンプ、それ以外のところも評価をされているという理解でよろしいですか。 

○関西電力（武田） 開催電力の武田でございます。 

 そのとおりでございます。 

○大村審議官 加えて、3ページのところにはホットレグ直管とか、あと、蓄圧タンク注

入ライン管台とありますけれども、これは選定していますが、これについては、技術評価

書の中では代表機器として選定して、これに限定して評価したと、こういう理解でよろし

いですか。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 評価書の中でも、この2部位について、1次冷却材管の中で評価してございます。 

○大村審議官 了解しました。 

 それ以外に何かありますか。 

（なし） 

○大村審議官 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。次は、資料

の1-3と1-4。これは照射誘起型応力腐食割れということです。 

 これについて説明をお願いします。 

○関西電力（木村） 関西電力の木村でございます。 

 それでは、お手元の資料の1-3に基づきまして、高浜3号炉高経年化技術評価書のうち、

照射誘起型応力腐食割れ評価について説明させていただきます。 

 1枚めくっていただきまして、まず目次でございます。 

 照射誘起型応力腐食割れ評価につきましては、以下の6項目に分けて説明させていただ

きます。 

 1項目目で、照射誘起型応力腐食割れとはどういった劣化事象なのかを簡単に説明させ

ていただきまして、以降、2項目目の評価対象機器の抽出、3項目目の健全性評価、4項目

目の現状保全、5項目目の総合評価、6項目目の高経年化への対応という順序で説明させて

いただきます。 

 次のページをお願いいたします。 

 1項目目、照射誘起型応力腐食割れという劣化事象についてでございます。 

 この項目では、照射誘起型応力腐食割れという劣化事象についての説明を簡単にまとめ

させていただいております。 

 オーステナイト系ステンレス鋼につきましては、受ける中性子照射量が多くなり、しき
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い照射量を超えると応力腐食割れの感受性が高くなることが広く知られてございます。照

射誘起型応力腐食割れ、こちらはIASCCとも呼んでおりますけれども、IASCCは、こういっ

た状況に引っ張り応力が作用することで粒界型応力腐食割れが生じる事象でございます。 

 IASCCの発生要因としましては、材料、環境及び応力の三つの要因が考えられまして、

運転時間が経過し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

性が高くなります。 

 まず、材料要因でございますけれども、非常に高い中性子照射を受けたステンレス鋼に

おいて、IASCCが発生することがわかってございます。 

 資料の下の図1を御確認いただきたいのですけれども、横軸を照射量、縦軸を粒界破面

率として整理したデータでございますけれども、照射量が大きくなるほど粒界破面率が上

がっており、IASCCの発生度合いが大きくなっていることから、照射量が大きいほど厳し

くなるということが見てとれると思います。 

 続いて、環境要因でございますけれども、環境温度が高いほど厳しいということがわか

ってございます。右下の図2を御確認いただきたいんですけれども、横軸に試験温度、縦

軸にIASCCの発生のしきい値をとってございまして、温度が高くなるほど、しきい値が低

くなり厳しくなることがわかってございます。 

 最後に、応力要因でございますけれども、発生応力が高いほど厳しくなることがわかっ

てございます。 

 次のページ、3ページをお願いします。 

 こちらの図3は、IASCC発生試験の試験結果を、横軸を時間、縦軸を応力として整理した

グラフでございますけれども、応力が高いほど短い時間で破断したデータが採取されてい

ることから、応力が高いほど厳しいということが見てとれます。 

 次のページをお願いします。 

 2項目目、評価対象機器の抽出についてでございます。 

 まず、IASCC感受性の発生が考えられる1021n/cm2以上の照射量を受けるステンレス鋼製

機器を抽出いたしました。 

 その結果、該当する機器は炉内構造物のみであったため、照射誘起型応力腐食割れの評

価対象としましては炉内構造物を評価対象としてございます。左の図が炉内構造物の構造

図になっております。 

 また、次のページに整理しておりますけれども、炉内構造物の各部位の中性子照射量、
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温度、応力レベルを比較した結果、これらの部位のうち中性子照射量と温度が最も高く、

応力レベルも高く、海外での損傷事例もあるということで、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ございます。 

 次のページをお願いします。 

 5ページの表の1でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、炉内構造物の各

部位の中性子照射レベル、応力レベル、温度を整理したものでございます。照射誘起型応

力腐食割れ発生の3要素である中性子照射レベル、応力レベル、温度において、ある要素

が高い部位はほかにも存在しますけれども、3要素ともに条件が厳しい部位につきまして

はバッフルフォーマボルトであるということが御確認いただけるかと思います。 

 次のページをお願いします。 

 3項目目、健全性評価でございます。先ほど申し上げましたとおり、ここからはバッフ

ルフォーマボルトについての健全性評価結果をお示しさせていただきます。 

 まず、3-1としまして、健全性評価実施に当たって適用した規格類でございますけれど

も、日本機械学会の維持規格、そして旧JNESさんで実施されました国プロである照射誘起

型応力腐食割れ評価技術に関する報告書、そして発電技検さんで実施されました、こちら

も国プロでございますけれども、プラント長寿命化技術開発報告書で得られた成果をもと

に評価を実施してございます。 

 続いて、3-2としまして、照射誘起型応力腐食割れの損傷予測評価について記載させて

いただいております。 

 まず、（1）でございますけれども、こちらにバッフルフォーマボルトの仕様を説明させ

ていただいております。 

 高浜3号炉のバッフルフォーマボルトにつきましては、応力低減等を図った改良型のボ

ルトを採用してございまして、照射誘起型応力腐食割れ発生の可能性を低減してございま

す。 

 右下の表に、高浜3号炉のバッフルフォーマボルトの仕様を示させていただいておりま

す。 

 この中で特長的なところを説明させていただきますと、まず、首下形状でございますが、

こちらはパラボリック形状というものを採用してございまして、放物線形状をとることで

首下部の応力集中を低減してございます。 

 次に、シャンク長さでございますけれども、こちらは首下からねじ部までの長さのこと
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でございますけれども、こちらを長く設計することで曲げ応力を低減してございます。 

 最後にベントホールの採用でございますけれども、こちらを設けることによりまして冷

却材によってボルトを冷却することが可能となりまして、温度条件を改善してございます。 

 次のページをお願いします。 

 続いて、（2）としまして発電用原子力設備規格であります維持規格に基づく評価結果に

ついて、説明させていただきます。 

 まず、維持規格におきましては、バッフルフォーマボルトは縦列2本のボルトが残存す

ればよく、ボルト本数全体の約7割が損傷した場合でも、炉心の健全性は確保可能である

との評価がなされてございます。 

 また、維持規格におきましては、バッフルフォーマボルトの仕様に従いまして、バッフ

ルフォーマボルトの損傷可能性が高い順にグループ1から4に分類がなされておりまして、

その中のグループ1と2につきまして損傷予測がなされております。 

 資料中央の表につきましては、維持規格に示されておりますバッフルフォーマボルトの

仕様によるプラントグループの分類でございますけれども、これによりますと、高浜3号

炉はグループ4に属するプラントであると判断されます。 

 損傷ボルト本数の合計本数が評価上の管理損傷ボルト数、こちらは、維持規格では、こ

れを全体の2割の本数と定義しておりますけれども、管理損傷ボルト数に至るまでの期間

として、グループ1では運転時間で約30年、グループ2では運転時間で約50年と評価した損

傷予測曲線が示されてございます。 

 高浜3号炉のバッフルフォーマボルトにつきましては、グループ2と比較しましても、応

力低減等により照射誘起型応力腐食割れの発生可能性を低減したボルトを採用しているた

め、ボルト損傷の可能性はグループ2よりも低くなっていると我々は判断してございます。 

 高浜3号炉のボルトはグループ2のボルトよりも損傷の可能性は低いと考えておりますけ

れども、損傷ボルト本数の合計本数が管理損傷ボルト数に至るまでの期間をグループ2の

損傷予測曲線を用いて保守的に評価しますと、高浜3号炉におきましても運転時間で約50

年以上と評価できると判断してございます。 

 次のページをお願いします。 

 （3）としまして、照射誘起型応力腐食割れ評価技術に関する報告書に基づく評価でご

ざいます。 

 先ほどのページで維持規格に基づく評価結果を説明させていただきましたが、高浜3号
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炉の評価におきましては、維持規格よりも新しい知見といたしまして、2009年に国プロの

成果としてまとめられました照射誘起型応力腐食割れ評価技術に関する報告書の知見を用

いた評価も実施してございます。この報告書の中で評価ガイドというものを示されており

まして、その評価ガイドに従った評価を実施しております。 

 その結果、運転開始60年時点でのバッフルフォーマボルトの予測損傷本数は0本となり

まして、照射誘起型応力腐食割れが発生する可能性は低いと考えてございます。 

 具体的な評価の流れでございますけれども、資料の左下に大まかな流れをお示ししてお

ります。 

 まず、①としまして、運転時間によって変動するバッフルフォーマボルトの応力を算出

しております。 

 応力の算出方法につきましては、資料の10ページの図6を御確認いただきたいのですけ

れども、こちらに示しているようなバッフル構造のFEMモデルを作成しておりまして、こ

のFEMモデルを用いて運転中に伴う中性子照射による変形や熱応力による変形などを計算

いたしましてボルトにかかる応力を算出してございます。 

 その結果、算出される応力については、9ページを御確認いただきたいんですけれども、

図5のグラフ下部の赤枠囲みの部分でございます。こちらは商業機密に関する部分でござ

いますのでマスクさせていただいておりますけれども、こちらにボルト1本1本の応力算出

結果を示させていただいております。 

 8ページに、また戻っていただきまして、以上のように①の応力算出結果は実施してご

ざいまして、その次に、②の部分でございますけれども、照射誘起型応力腐食割れ評価技

術報告書に記載されておりますIASCCの発生試験データから設定しました割れ発生応力線

図と、先ほど①で算出しました応力との重ね合わせを行います。 

 8ページの資料の右下の図が、ボルト発生応力と割れ発生応力線図の重ね合わせの概念

図でございますけれども、こちらは、下側の青い線がボルトの応力履歴、上側の赤い線が

割れ発生応力線図となってございます。 

 続いて、③の工程でございますけれども、②で実施しましたボルトの応力履歴と割れ発

生応力線図を重ね合わせた結果、その2本が交わる部分で割れ発生の可能性があるという

評価をしてございます。 

 資料の9ページをお願いします。 

 先ほども見ていただきましたけれども、図5が高浜3号炉のボルトの発生応力履歴と割れ
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発生応力線図の重ね合わせの結果でございます。ボルトの応力履歴につきましては、運転

開始後60年までの供用を仮定して算出しておりますけれども、ボルトの応力履歴が割れ発

生応力線図と交わることがなかったことから、照射誘起型応力腐食割れ発生の可能性は小

さいと判断してございます。 

 以上が健全性評価についての説明でございます。 

 続きまして、11ページをお願いします。 

 4項目目としまして、現状保全についてでございます。 

 炉内構造物のステンレス鋼の照射誘起型応力腐食割れにつきましては、定期的に炉内構

造物の可視範囲について水中カメラによる目視確認を実施しておりまして、異常がないこ

とを確認してございます。 

 また、高浜3号炉におきましては、照射誘起型応力腐食割れの評価上、最も厳しいバッ

フルフォーマボルトに対しまして、第9回定期検査時に超音波探傷検査を実施してござい

ます。資料の右下に超音波探傷検査の概略図を記載してございますけれども、このように

ボルト1本1本に対して超音波探傷検査を実施し、異常の有無を確認してございます。 

 資料左下にお示しさせていただいておりますけれども、超音波探傷検査範囲としまして

は、炉心の対称性を勘案しまして、ボルト全数の2分の1を対象に検査を実施いたしました。

その結果、有意な欠陥のないことを確認してございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 5項目目の総合評価でございます。 

 高浜3号炉におきましては、バッフルフォーマボルトにつきまして、現時点の知見によ

る損傷発生予測の結果、運転開始後60年時点までに損傷が発生する可能性は小さいと判断

してございます。 

 また、バッフルフォーマボルト以外の部位につきましても、評価上、最も厳しいバッフ

ルフォーマボルトの損傷発生予測の結果、60年時点におきましても損傷の可能性は小さい

と評価されていることから、その他の部位に関しましても照射誘起型応力腐食割れ発生の

可能性は小さいと考えてございます。 

 また、実際に、評価上、最も厳しいバッフルフォーマボルトに対しまして、第9回定期

検査時に超音波探傷検査を実施しておりまして、有意な欠陥がないことを確認してござい

ます。 

 なお、これまで説明させていただきました評価内容につきましては、60年時点まで原子
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炉が断続運転するという仮定のもと実施した評価結果でございますけれども、高浜3号炉

については冷温停止状態が長期間継続した場合の健全性評価も実施してございます。 

 しかしながら、照射誘起型応力腐食割れにつきましては、冷温停止状態においては燃料

から有意な中性子照射がなく、応力条件も緩やかであるため、照射誘起型応力腐食割れは

進展しないと考えてございます。 

 したがって、現評価結果は冷温停止状態評価としては十分に保守的な評価でございまし

て、断続運転時に実施している現状の保全を継続することで健全性は今後も十分維持でき

ると考えてございます。 

 6項目目、高経年化への対応でございます。 

 これまでの評価結果から、高経年化への対応として以下の活動を継続することにより、

今後も炉内構造物の健全性は確保できると考えてございます。 

 まず、炉内構造物の可視範囲につきまして、定期的に水中テレビカメラによる目視確認

を今後も継続して実施していきます。また、維持規格に基づきまして、今後も超音波探傷

検査の実施を検討してまいります。 

 高浜3号炉の照射誘起型応力腐食割れに関する説明は以上でございます。 

 引き続きですけれども、お手元の資料1-4に基づきまして、高浜4号炉の高経年化技術評

価書のうち、照射誘起型応力腐食割れ評価について説明させていただきたいと思います。 

 高浜4号炉につきましては高浜3号炉とツインプラントでございまして、照射誘起型応力

腐食割れ評価の対象機器である炉内構造物の仕様は同一でございます。そのため、今回用

意しました審査会合の資料につきましても、高浜3号炉の説明と重複する部分が多くござ

いますので、そういった部分の説明は割愛させていただいて、3号と4号で相違している部

分について説明させていただきたいと考えております。 

 それでは、1ページ目をお願いします。 

 1ページ目は目次でございますけれども、高浜4号炉につきましても3号炉と同様に、以

上の6項目に分けてこの資料に記載させていただいております。 

 次のページをお願いします。 

 資料の2ページ目と3ページ目でございますけれども、こちらに照射誘起型応力腐食割れ

という事象について記載させていただいておりますけれども、こちらは高浜3号炉と同様

の内容ですので説明は割愛させていただきたいと思います。 

 続きまして、資料の4ページをお願いします。 
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 4ページ目と5ページ目ですけれども、こちらに照射誘起型応力腐食割れが想定される機

器は炉内構造物のみであるということと、あと炉内構造物各部における照射誘起型応力腐

食割れ発生因子を比較した結果、バッフルフォーマボルトが最も厳しい部位であるという

ことを記載させていただいておりますけれども、こちらも高浜3号炉と同様の記載でござ

いますので、説明については割愛させていただきたいと思います。 

 続いて、6ページをお願いします。 

 6ページから10ページの内容でございますけれども、こちらはバッフルフォーマボルト

の健全性評価として、維持規格に基づく評価と国プロでございます照射誘起型応力腐食割

れ評価技術に関する報告書の知見を用いた評価について記載させていただいておりますけ

れども、こちらにつきましても、高浜3号炉と4号炉はバッフルフォーマボルト及びその他

炉内構造物の構成品の仕様が同一でございますので、高浜3号炉と同様に、運転開始後60

年時点におきましても照射誘起型応力腐食割れが原子炉の安全性に影響を及ぼす可能性は

ないという評価結果になってございます。評価内容の詳細につきましては、高浜3号炉と

同様でございますので、説明は割愛させていただきたいと思います。 

 続いて、11ページでございますけれども、こちらは現状保全についての説明でございま

す。 

 現状保全につきましては、高浜3号炉と若干差異がございますので、資料をもとに説明

させていただきたいと思います。 

 炉内構造物のステンレス鋼の照射誘起型応力腐食割れにつきましては、定期的に炉内構

造物の可視範囲について水中カメラによる目視確認を実施し、異常がないことを確認して

ございます。こちらにつきましては、高浜3号炉と同様の内容でございます。 

 一方ですけれども、その他の現状保全としまして、高浜3号炉では超音波探傷検査の実

績について説明させていただきましたけれども、この点につきまして3号炉と4号炉で差異

がございまして、4号炉におきましては、これまで、まだ超音波探傷検査の実績がござい

ません。 

 しかしながら、高浜3号炉と4号炉は同一設計のプラントであること、そして同時期に建

設されたプラントであることから、高浜3号炉での超音波探傷検査結果というものを参考

にすることが可能であると考えてございます。高浜3号炉におきましては、第9回定期検査

時の超音波探傷検査において有意な欠陥がなかったことから、高浜4号炉におきましても

同時期においては有意な欠陥は発生していなかったと評価してございます。 
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 次のページをお願いします。 

 5項目目の総合評価でございます。 

 高浜4号炉につきましては、3号炉と同様に、バッフルフォーマボルトについて現時点の

知見による損傷発生予測の結果、運転開始後60年時点までに損傷が発生する可能性は小さ

いと判断してございます。 

 また、バッフルフォーマボルト以外の部位につきましても、最も厳しいバッフルフォー

マボルトの損傷発生予測の結果、運転開始後60年時点までは損傷の可能性は小さいと評価

されていることから、照射誘起型応力腐食割れ発生の可能性は小さいと考えてございます。 

 バッフルフォーマボルトの超音波探傷検査につきましては、高浜4号炉についてはまだ

検査実績はございませんが、高浜4号炉と同時期に隣接して建設された同一設計の高浜3号

炉におきまして、実際に評価上、最も厳しいバッフルフォーマボルトに対して第9回定期

検査時に超音波探傷検査を実施してございまして有意な欠陥がないことが確認できている

ことから、4号炉におきましても同時期においては有意な欠陥は発生していなかったと評

価してございます。 

 なお、高浜4号炉につきましては、今後、維持規格に基づきまして超音波探傷検査の実

施を計画していく予定でございます。 

 冷温停止状態の評価についてでございますけれども、こちらも3号炉と同様に冷温停止

状態においては事象の進展が考えがたいことから、現評価結果は十分に保守的な評価でご

ざいまして、現状の保全を実施することで健全性を維持できると考えてございます。 

 6項目目、高経年化への対応でございます。高経年化への対応といたしましては、3号炉

と同様に、炉内構造物の可視範囲につきまして定期的に水中テレビカメラによる目視確認

を実施していくこととしております。また、維持規格に基づきまして、超音波探傷検査の

実施を今後検討していくこととしてございます。 

 高浜4号炉の照射誘起型応力腐食割れに関する説明は以上でございます。 

○大村審議官 それでは、IASCCについて説明いただきました。これについて、何か質問、

確認事項、ありましたらお願いします。 

○坂本主任 規制庁調査官の坂本でございます。 

 ほぼ同じ評価をされていますので、高浜3号炉の資料1-3でお伺いします。5ページ目に

表1がありまして、ここに評価条件がいろいろ記載されていますけど、2点ほど確認したい

と思います。 



30 

 最初に、中性子照射量レベルということで、これは60年時点での推定の最大中性子照射

量ということで記載をされているんですけれども、これはプラント稼働率何%で計算され

たものかということと、それと、これまでの3号、4号の実績として何%ぐらいだったかと

いう点をお聞きしたいと思います。それが1点目です。 

 2点目は、温度のところです。 

 大ざっぱに321℃と284℃というふうに記載されておりますけれども、この温度というの

は、環境といいますか、冷却材の温度なのか、それとも金属表面の温度、あるいはバッフ

ルフォーマボルトですとボルトが金属の中に入っていますのでγ線加熱の影響を受けて温

度が上がっているのではないかと思うんですけれども、どの部分の温度を示しているのか

という点、その2点をお願いします。 

○関西電力（木村） 関西電力の木村でございます。 

 まず、1点目の照射量レベルを算出する際に用いました今後の稼働率の想定についてで

ございますけれども、今回の計算におきましては将来の稼働率を85%と仮定して算出して

ございます。この85%とした根拠でございますけれども、これまでの平均稼働率が高浜3号

炉で80%程度、4号炉におきましては77%程度でございますので、それらを勘案しまして適

切な保守性を見込んで85%と設定させていただいております。 

 2点目の御質問で、表1に記載しております温度についてですけれども、こちらは御指摘

いただいたとおり、周辺の冷却材の温度を記載してございます。そういった温度を記載し

た理由でございますけれども、IASCCが発生するのは基本的に部材表面からというふうに

想定してございまして、部材の表面におきましては周辺の冷却材の温度に大きく依存され

るものと考えてございますので、この表の中では冷却材の温度を記載させていただいてお

ります。 

 一方、御指摘いただいたように、部材内部のγ発熱等の影響でございますけれども、そ

ういったγ発熱の影響につきましては、資料の10ページに示させていただいておりますボ

ルトの応力評価のモデルですけれども、この中で温度解析もしてございまして、この中に

は、そういったγ発熱の影響等も加味した上で解析を実施してございます。 

 以上でございます。 

○坂本主任 わかりました。ありがとうございます。 

 引き続き、もう1点。 

 表5で、もう1点。海外の損傷事例のところで「有」、「無」というふうに書かれておりま
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すけれども、「無」というのは、例えば、点検して、結果なかったということを示してい

るのか、あるいは、例えば、脱落しているものはなくて、特に点検はやっていないから、

厳密に言うと、発生しているかどうかわからないけれども、見た限り、どうも起きている

ようには見えていないというか、そういったものも含めて「無」としているのか、その辺

を確認したいと思うんですが。お願いします。 

○関西電力（木村） 関西電力の木村でございます。 

 表1の海外の損傷事例の「有」、「無」という記載についてですけれども、こちらの意味

合いとしましては、海外の損傷事例につきましては、海外の運転点検等につきましてオー

プンになっている情報を絶えず収集してございまして、その中で、そういった損傷事例が

ないということで「有」、「無」というのを記載させていただいております。 

 海外のプラントの点検方法につきまして、当社のほうで全てが把握できているかという

と、そういうわけではないんですけれども、炉内構造物は複雑な形状をしてございますの

で、点検不可能な部位も存在しております。 

 よって、そういった部位に関しましては、点検可能な範囲に対して海外においても点検

されているというふうに認識してございまして、そういった範囲の検査結果において損傷

事例がないという状況でございます。 

 以上でございます。 

○坂本主任 規制庁調査官、坂本です。 

 わかりました。すると、海外については、ひょっとすると、点検していないので事例と

しては出ていないということも含まれるという理解でよろしいですね。 

○関西電力（木村） 関西電力の木村でございます。 

 そういった認識で結構だと思いますけれども、評価上は、バッフルフォーマボルトが厳

しいというふうに我々は思っておりまして、そのほかの部位については、評価上でござい

ますけれども、損傷のリスクとしては低いと考えてございます。 

○坂本主任 わかりました。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。 

○菅野技術参与 規制庁の菅野ですけれども。 

 今の5ページ目のところ、海外事例の損傷事例ですけれども、いわゆるVT3のようなイメ

ージではなくて、UTをやって「有」とか、そういうプラントはあるんでしょうか。御社の

3号機が初めてUTをされたんでしょうか、世界できちんとUTをされているのでしょうか、
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その結果を「有」と言っているのか、そこを教えていただきたいんですけれども。 

○関西電力（木村） 関西電力の木村でございます。 

 海外の損傷事例の中でUTの結果、「有」、「無」ということがわかっているのかというこ

とでございますけれども、海外におきましてもバッフルフォーマボルトについてはUTの実

績があるプラントが多数あることを認識してございます。 

 ただ、そのほかの部位についてUTの実績があるかどうかというのは、今、手元に情報が

整理できてございませんで、またヒアリングの場か何かで調査した結果をお伝えできれば

なと思います。 

○菅野技術参与 規制庁の菅野です。了解しました。 

○坂本主任 規制庁、調査官の坂本です。 

 8ページ目、健全性評価の方法についてなんですけれども、IASCC評価技術に関する報告

書に基づく評価とありますけれども、内容が、3月に発行されました原子力安全推進協会

から発刊されましたPWR炉内構造物点検評価ガイドラインの内容と非常に似ているように

感じるんですが、同じものと考えてよろしいのかということと、であるとすると、なぜそ

ちらを引用されていないのか、何か理由があれば確認させていただきたいと思うんですが。 

○関西電力（木村） 関西電力の木村でございます。 

 御指摘のとおり、原子力安全推進協会から発行されております炉内構造物点検評価ガイ

ドラインの第2版というものに、この国プロで実施されましたIASCC評価技術に関する報告

書の知見が取り込まれておりまして、同様の評価手法がガイドラインにも規定されており

ます。 

 ですので、そのガイドライン手法と同じといっても差し支えないと考えております。 

 例としまして、国プロという形で記載させていただいておりますけれども、炉内構造物

点検評価ガイドラインの手法というふうに御理解いただいても何ら差し支えないと思って

おります。 

○坂本主任 調査官の坂本です。 

 わかりました。 

 それで、引き続き質問させていただきますけれども、次のページの9ページに、割れ発

生応力線図というのが描かれています。これと個々のボルトが経時的に応力がどうなって

いくかということを比較して評価されていると思うんですが、割れ発生応力線図といいま

すのは、この資料でいいますと、もとになっているデータが、3ページのものと同じデー



33 

タを、横軸を整理し直したものというふうに思うんですけれども、その認識で正しいかど

うかということと、もう1点は、そうであるとすると、3ページのデータを見ていただくと

わかりますように、照射量というと20dpaまでのデータになっているんです。 

 9ページ目は、さらに延長して、ずっと75dpaぐらいまで線が引かれているんですが、こ

の間の線というのはどういうふうに引かれたのかという。 

 多分、推定線だろうと思うんですけれども、推定線の妥当性といいますか、その辺を御

説明していただければと思います。 

 2点、お願いします。 

○関西電力（木村） 関西電力の木村でございます。 

 御指摘のとおり、資料の9ページの割れ発生応力線図につきましては、資料の3ページに

記載しております、このデータをもとに割れ発生応力線図を設定したものでございます。 

 こちらにつきましては、国プロで採取されましたIASCC発生試験データをもとに設定し

ているものでございますけれども、3ページのデータを見ていただいてわかるように、国

プロの中では、バッフルフォーマボルト材につきましては20dpa程度の照射量までの照射

材で試験は実施されてございます。 

 しかしながら、一方で、同じく国プロの中で、シンブルチューブの材料につきまして

80dpa程度の照射量の材料データも取得されてございまして、そのデータによりますと、

高照射領域におきましてもIASCC発生応力の急激な低下が認められていないということが

見てとれるものとなってございます。 

 これらのことから、バッフルフォーマボルトにおきましても同様の挙動を示すと推定し

てございまして、20dpa以上の領域における割れ発生応力線図を設定しているものでござ

います。 

 以上です。 

○坂本主任 規制庁の坂本です。 

 回答は、よくわかりました。 

 それでは、現状保全についてのところで幾つか質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、水中カメラで目視点検をされているということですけれども、水中カメラによる

目視点検でボルトの首下のところに発生するだろう割れというものが、あるいは、その割

れによってボルトが破断してしまった場合でも、うまく検出できるものかどうかというこ

とを確認したいというのが1点目であります。 
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 2点目は、超音波探傷検査の件なんですけれども、第9回の定期検査ということなんです

が、このときのボルトの中性子照射量というのはどのくらいだったかということ。 

 特に、いわゆるIASCCのしきい照射量と言われる照射量、先ほど1×1021とおっしゃった

かと思うんですけれども、それとの関係で、それより高かったのか低かったのかというこ

とを確認したいと思います。 

 続けて3点目なんですけれども、超音波探傷検査なんですけれども、ボルトの首下部に

割れが入っていれば、どんな小さなものでも見つかるのか、あるいは、ある程度大きくな

いと見つからないものか、断面積でいくと何%ぐらいだったら見つかるかという、その辺

のところが、もしわかれば、御説明いただきたいと思います。 

○関西電力（木村） 関西電力の木村でございます。 

 まず、1点目の御質問で、ボルト首下部に亀裂が発生した場合に目視確認で検知可能な

のかということでございますけれども、11ページの右下の図を見ていただくとわかります

ように、首下部に関しましてはバッフル板に隠れている部分になりますので、クラック自

体を直接目視確認できるとは我々も考えてございません。しかしながら、バッフル構造全

体の大きな変形や有意な破損などがないかということを水中テレビカメラの目視では確認

してございまして、そういった大きな変形によってボルトに過大な応力がかかっていない

かどうかというようなことを重点的に見ているものでございます。 

 2点目の御質問で、第9回で実施しました超音波探傷検査でございますけれども、そのと

きの照射量としてはどの程度かということですけれども、我々の計算で約2×1022n/cm程

度と評価してございます。 

 一方で、IASCC感受性発生のしきい照射量に関しましては、スライドの4にも記載させて

いただいておりますけれども、1×1021n/cm程度と考えてございますので、第9回定期検査

時の超音波探傷検査につきましては、こういったバッフルフォーマボルトがIASCC発生の

感受性を有した状態であったと評価してございます。そういった状態のボルトについて超

音波探傷検査を実施した結果、有意な割れは検出されなかったということでございます。 

 3点目のUTの検出精度についてでございますけれども、超音波探傷検査実施前には3mmの

人工欠陥を設けた試験片で構成を行っておりまして、すなわち3mm以上の欠陥については

検出可能であると我々は判断してございます。 

 以上でございます。 

○坂本主任 調査官の坂本です。 
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 3mmとおっしゃったのは、ボルトの深さが3mmという理解でいいですか。 

○関西電力（木村） 関西電力の木村でございます。 

 そのように認識していただいて結構でございます。 

○坂本主任 規制庁、調査官の坂本です。 

 3点の回答をいただきまして、全体を総合しますと、目視点検では個別のボルトにIASCC

が発生しているかどうかまではわからないけれども、それがバッフル構造全体に影響を与

えていないということは確認できているということだと思います。 

 それから、超音波探傷検査については、非常に小さいものが発生したとしても、それは

見落とすかもしれないけれども、大きなものがないということは確認できているというこ

とだと思うんです。 

 超音波探傷試験をやったときの照射量は、既にIASCC発生しきい照射量を超えていると

いうことと、それから9ページの評価で行っている応力の経時的な変化、これを追ってい

きますと、第9回点検というと、多分、今の御説明ですと13dpaぐらいのところになるかと

思うんですけれども、まだかなり応力的には高い時期に調査をされているということです

と、実は、9回目の定期検査でやった超音波探傷というのは非常に厳しい条件のときに検

査されたということだと思うんですよね。 

 そうしますと、そのときに仮に検出できないような亀裂があったとしても、その後、そ

れが、もし延びていると仮定すると、もう一回やると必ず見つかるという可能性は非常に

強いと思いますし、もう一回やって、もし見つからなければ、仮に、そういう小さなもの

があったとしても、それは、それ以降、延びていないということの実証になるのではない

かと思うんです。 

 そうすると、これは仮にですけれども、もう一度、超音波探傷検査をやって何もないと

いうことが確認できれば、非常に安心できる情報になるんではないかなというふうに考え

るんですけれども。 

 そういうことも考え合わせて、今後の点検に対する考え方を御説明いただければと思い

ます。 

○関西電力（木村） 関西電力の木村でございます。 

 御指摘のとおり、検査の検出限界もございますし、そもそも運転時間が延びれば照射量

についても増えていって、今の評価内容でいうとボルトの損傷リスクとしては高くなって

いく。 
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 ただ、一方で、御指摘いただいたように、9回で検査を実施したときの応力は高かった

けれども、その後の応力状態も変わっていくということで、今後も解析結果で得られる当

該プラントのボルト損傷リスクや実機の点検結果を踏まえて点検を行っていくことが必要

かと我々も考えてございます。 

 なお、高浜3・4号炉の場合でございますけれども、資料の中でも説明させていただきま

したけれども、ボルト設計が改善されてございまして、最新知見を反映しました評価手法

におきましてもIASCC発生の可能性は極めて低いと考えてございますので、検査の必要性

は、まだ低い部類のプラントかなと考えてございます。 

 しかしながら、維持規格等の規格類の規定や国内外の点検実績や最新知見、そういった

ものを絶えず注視しまして、今後も超音波探傷検査の実施については検討していきたいと

考えてございます。 

 以上でございます。 

○坂本主任 規制庁、調査官の坂本です。 

 よくわかりました。ありがとうございます。 

○菅野技術参与 規制庁の菅野です。 

 今の検査の話なんですけれども、7ページ目と11ページ目の両方を見ていただきたいん

ですけれども、一言で申し上げますとUTを行ったという動機づけについての質問です。 

 7ページ目は、最新設計の先ほども御説明があった首下形状ですとかシャンク部の長さ

を長くしたとかベントホールを設けたとか、いろいろ改善された最新鋭のものを使ってい

るにもかかわらず、なぜ1995年、1996年にUTを。恐らく、PWRさんとしては初ではないか

ということで、私の予想を言いますと、PWRを代表してこういう機会を設けたのか。自分

のプラントをきちんと自分で守るということで、世界の情報といいますか、海外情報を踏

まえて起きていると、最新の設計ではあるものの、きちんと一度ぐらいはUTをしようとい

う発想なのか、そこら辺の動機といいますか、考え方を御提示いただきたいと思います。 

○関西電力（木村） 関西電力の木村でございます。 

 御指摘のとおり、高浜3・4号炉のボルトに関しましては、応力低減等の対策をもう既に

設計上されたボルトではございますけれども、当時、第9回定期検査時におきましては、

まだ国内外で、そういった直接UTをさせたという実績があまりなかったことから、知見拡

充の観点も含めまして点検を実施したものでございます。 

 以上でございます。 
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○菅野技術参与 規制庁の菅野です。 

 了解しました。わかりました。 

○船田技術参与 規制庁の船田です。 

 今の7ページの2段目の文章の記載について、確認させてください。 

 2段目の文章には、バッフルフォーマボルトでグループ1、あるいはグループ2の設計の

ものだと寿命が30年とか50年に限られてしまうという記載なんですけれども、今日は高浜

3・4号で状況がよくわかったんですけれども、国内にグループ1とか2に相当するボルトを

使っているプラントというのはあるんでしょうかという質問です。 

○関西電力（木村） 関西電力の木村でございます。 

 グループ1、2に相当するボルトを採用しているプラントもございます。それは、先ほど

も登場しましたけれども、炉内構造物点検評価ガイドラインのほうに、そのプラントも含

めまして記載されていたかと認識してございますので、そちらのほうを御参照いただけれ

ばと思います。 

○船田技術参与 規制庁の船田です。 

 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。 

○坂内室長 規制庁の坂内と申します。 

 簡単な確認なんですけれども、現状保全で、今後、維持規格に基づき超音波探傷検査の

実施を計画していくということでございますけれども、これまで高浜3号炉だけをやって

いて、今後の計画はユニットが変わるのか、あるいは、また3号機をやるのか、その辺は

どういうふうに考えていくんでしょうか。 

○関西電力（木村） 関西電力の木村でございます。 

 今後の超音波探傷検査の実施計画につきましては、現在、最新知見等を踏まえまして社

内でも検討しているところでございまして、まだ次に3号機をやるとか4号機をやるとか、

そういったことも決定してございませんので、また今後、検討が進み次第、どこかの場で

報告させていただければと考えてございます。 

○坂内室長 了解しました。 

○大村審議官 それに関連して質問です。 

 維持規格に基づき実施を検討していくというのは、これは方法として維持規格にあるよ

うな方法をやるという意味で、頻度とか、どこでとか、そういうところが維持規格に決め
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られているわけではないということですね。 

○関西電力（木村） 関西電力の木村でございます。 

 維持規格におきましては、高浜3・4号炉が属するプラントグループ4におきまして、運

転開始後50年までに超音波探傷検査を実施するというような方針が記載されてございます

ので、そういった規定を注視しながら点検時期を今後検討していくというものでございま

す。 

○大村審議官 わかりました。 

 あと、もう1点だけ。水中テレビカメラの目視の確認の件ですけれども、可視範囲につ

いてという形になっています。それで、例えば、バッフルフォーマボルトというのは、バ

ッフル板というのでしょうか、これについては、可視範囲というのはどのぐらいあって、

ほとんど全数が見られるような状況になっているんでしょうか、それとも、ごくごく一部

なんでしょうか。 

○関西電力（木村） 関西電力の木村でございます。 

 バッフルフォーマボルトにつきましては、バッフル板のほうに露出しておりますボルト

ヘッドにつきましては、全数確認できる構造になってございますので、定期検査時の炉内

点検において確認できてございます。 

 バッフル構造につきましても、燃料側の内面につきましては全面確認できる構造になっ

てございます。 

 以上でございます。 

○大村審議官 了解しました。 

 それ以外に何かありますか。よろしいですか。 

（なし） 

○大村審議官 それでは、IASCCについてはこれで終了したいと思いますが、説明者が少

し入れかえというか、交代があるやに聞いていますけれども。じゃあ、席を少し変えてい

ただいて、それが終了次第、再開します。 

（休憩） 

○大村審議官 それでは、次の資料に行きたいと思います。 

 次は資料1-5と1-6ですが、これは高経年化技術評価のその他というところです。 

 それでは、この資料について説明をお願いします。 

○関西電力（辻） 関西電力の辻でございます。 
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 高浜3号炉のその他事象、高浜4号炉のその他事象について、御説明させていただきます。 

 まず、お手元の資料1-5を用いまして、高浜3号炉の高経年化技術評価、その他事象の御

説明をさせていただきます。 

 まず、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とおり、審査会合における代表事例の選定について、まず御説

明を行いまして、次に選定した三つの事象である応力腐食割れ、腐食のうち炭素鋼配管の

流れ加速型腐食、摩耗について御説明を行います。 

 最後に、これら三つの事象を踏まえた全てのその他事象の評価結果を御説明いたします。 

 2ページ目でございます。 

 経年劣化事象のうち主要6事象として、低サイクル疲労、原子炉容器の中性子照射脆化、

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がございますが、高浜3号炉の高経年化技術評価を行

った結果、それ以外の劣化事象も抽出されています。 

 具体的には、応力腐食割れ、キャビテーション、異種金属接触腐食、全面腐食や流れ加

速型腐食などがございます。これらを総称しまして、その他事象と呼んでおります。 

 審査会合で御説明するその他事象につきましては、時間の関係上、代表的な三つの事象

を選定して御説明させていただきます。 

 高浜3号炉では、対象設備の多さや設備の重要度、長期保守管理方針に係る事象を考慮

して、応力腐食割れ、腐食のうち炭素鋼配管の流れ加速型腐食、摩耗を代表事象として選

定いたしました。 

 応力腐食割れにつきましては、多数の系統機器で発生のおそれがあり、他プラントでは

重要度の高い機器でも発生しております。また、応力腐食割れ事象は、長期保守管理方針

の策定に係る事象となっております。炭素鋼配管の流れ加速型腐食は、二次系配管の多数

の箇所で発生のおそれがあり、耐震の長期保守管理方針に係る事象ともなっております。 

 摩耗についてですが、プラントには摺動部を持つ機器が多数あることから、多数の箇所

での発生のおそれがあります。また、重要度の高い機器でも発生のおそれがあります。 

 なお、これらの三つの代表事象以外の高経年化対策上、着目すべき事象を5章の表5-1に

漏れなく記載しております。 

 3ページ目をお願いいたします。 

 ここから数ページにわたりまして、代表事象として選定した応力腐食割れの御説明をい
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たします。 

 応力腐食割れは、右上の図に示しますように、材料、応力、環境の三因子が重畳したと

きに発生することが知られています。このページでは、審査会合における応力腐食割れの

説明のための代表機器の選定についての御説明をいたします。 

 ステップ1としまして、高浜3号炉で応力腐食割れが発生すると考えられている材料因子、

環境因子、応力因子の条件にある機器を、応力腐食割れが想定される対象機器として抽出

いたしました。 

 具体例としましては、ステンレス鋼の高温水における応力腐食割れ事象抽出条件を示し

ております。次に、ステップ2としまして、評価対象機器を使用環境、材料に応じてグル

ープ化しまして、設備の重要度などを考慮してグループ内の代表機器を選定し評価を行っ

ています。 

 選定結果を表2-1に示しております。 

 表2-1につきましては4ページ目に記載しておりますので、4ページ目を御覧ください。 

 応力腐食割れが想定される材料としまして、600系ニッケル基合金、ステンレス鋼、低

合金鋼の三つを挙げております。 

 600系ニッケル基合金には、MA600、TT600、182合金、82合金、132合金がございます。

600系ニッケル基合金使用箇所での応力腐食割れは、1次冷却材系統の水質環境下にて発生

するとされておりまして、その代表機器としましては原子炉容器と蒸気発生器がございま

す。 

 ステンレス鋼使用箇所において発生する応力腐食割れとしましては、高温水下での溶存

酸素が有意に存在する箇所での応力腐食割れと、塩化物が付着することによる応力腐食割

れの、この二つがございます。 

 高温水における応力腐食割れの代表機器としましては、加圧器や余熱除去系配管がござ

います。塩化物による応力腐食割れの代表機器としては、廃液蒸発装置やアスファルト固

化設備がございます。 

 低合金鋼使用箇所での応力腐食割れは、発生応力が高くて湿り蒸気雰囲気条件にて発生

するとされておりますけれども、代表機器としましては高圧タービンや低圧タービンがご

ざいます。 

 3ページ目に戻ります。 

 先ほどの表2-1のように選定しましたグループ内代表機器から、審査会合にて御説明す
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る代表機器を選定しております。それがステップ3になります。 

 グループ内代表機器のうち、設備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、原子炉容器の600系ニッケル基合金に発生する応力

腐食割れ事象について具体的な評価内容を御説明いたします。 

 5ページ目を御覧ください。 

 ここからは、代表機器として選定しました原子炉容器の応力腐食割れの御説明を行いま

す。 

 まず、2.2.1にて適用規格を示しております。 

 保安院指示文書としまして、「発電用原子力設備における破壊を引き起こす亀裂その他

の欠陥の解釈について」がございまして、この指示文書に従いまして応力腐食割れの検査

を実施しています。 

 2.2.2は、事象に対する評価になります。 

 600系ニッケル基合金の応力腐食割れ発生要因としまして、材料、応力、環境の観点で

表の2-2に整理しております。材料因子につきましては、600系ニッケル基合金はPWR1次系

水質環境下でSCC感受性を有しております。応力因子につきましては、 原子炉容器につ

いては溶接残留応力や内圧が高い応力が付加されている部位がございます。環境因子につ

きましては、温度などが重要要因となっております。 

 6ページ目は、原子炉容器の600系ニッケル基合金使用部位の応力腐食割れに対する健全

性評価結果を整理したものになります。 

 湿度や温度の実機運転条件、国内外不適合事例を踏まえまして、応力腐食割れに対する

健全性評価を行っております。ここで、温度の高はホットレグ側の温度、低はコールドレ

グ側の温度としています。 

 応力は、電力共通研究の結果から、SCC発生の可能性が完全には否定できないと判断す

る基準応力に対して高いか低いかを示したものになります。応力腐食割れの発生の可能性

が否定できない箇所につきましては、ウォータージェットピーニングによる予防保全措置

を実施しまして応力腐食割れの発生を抑制しております。ウォータージェットピーニング

施工箇所は、炉内計装筒の母材及びJ-溶接部、また冷却材出入口管材継手になります。 

 続きまして、7ページ目でございます。 

 2.3の原子炉容器の600系ニッケル基合金使用部位の応力腐食割れに対する現状保全とし

ましては、保安院指示文書に指示されております手法、頻度で検査を実施しております。 
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 具体的には、供用期間中検査時に超音波探傷検査とベアメタル検査を実施することとし

ております。検査により有意な欠陥がないことを確認するとともに、炉内計装筒母材、同

じくJ-溶接部、冷却材出入口管材溶接部に関して、18回定検時にウォータージェットピー

ニングを行って表面の応力緩和を行っております。さらに、定検時に漏えい検査を実施し

て耐圧部の健全性を確認しております。 

 2.4の総合評価としましては、原子炉容器の600系ニッケル基合金使用部位において、応

力腐食割れが発生する可能性は小さいと考えております。 

 なお、冷温停止時においては、運転を前提とした場合と比べて温度が低く、応力腐食割

れ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

ると考えています。 

 以上のことから、2.5の高経年化への対応につきましては、現状保全項目に追加するべ

きものはないと判断いたします。 

 なお、2.6の代表機器である原子炉容器以外につきましては、機器ごとに劣化状況を踏

まえた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と考えております。 

 続きまして、8ページ目をお願いいたします。 

 ここからは、炭素鋼配管の流れ加速型腐食の御説明になります。 

 流れ加速型腐食は、高温水または2相流体を内包し、右の図に示すような流体の流れの

乱れが起きる箇所で発生する可能性がございます。このページでは、審査会合での流れ加

速型腐食の説明のための代表機器の選定について御説明いたします。 

 まず、ステップ1としまして、炭素鋼配管の流れ加速型腐食が想定される対象機器を選

定しています。次に、ステップ2としまして、選定した対象機器を、使用環境等に応じて

グループ化を行い、重要度や使用条件を考慮してグループ内の代表機器を選定し評価を行

っています。 

 グループ内代表機器の選定結果を9ページの表の3-1に示しております。 

 9ページを御確認ください。 

 こちらの表の3-1に、流れ加速型腐食が想定される炭素鋼配管の一覧を示しております。

内部流体が蒸気か給水かでグループ化を行っております。それぞれについて、重要度や圧

力、温度の使用条件からグループの代表機器を選定しております。内部流体が蒸気のグル

ープでは主蒸気系統配管を代表機器として選定しておりまして、給水グループからは主給

水系統配管を代表機器として選定しております。 
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 8ページ目に戻ります。 

 先ほど表の3-1で選定しましたグループ内代表機器から審査会合にて御説明する代表機

器を、ステップ3にて選定しております。グループ内代表機器のうち、使用条件が厳しい

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、具体的な評価内容を御説明い

たします。 

 次に、10ページを御覧ください。 

 ここからは、代表機器である主給水系統配管の御説明を行います。ここでは、まず、流

れ加速型腐食の適用規格と社内指針の関係について御説明をいたします。 

 当初、社内では、平成2年に策定した「原子力設備2次系配管肉厚の管理指針」に基づき

まして配管肉厚管理を実施してきました。 

 その後、平成16年に新たに「2次系配管肉厚の管理指針」を策定しましたが、その直後、

美浜3号炉の2次系配管破損事故が発生しております。美浜3号機事故を受けて、保安院指

示文書の発行やJSME配管減肉管理技術規格の策定がなされました。 

 改定の都度、社内指針である「2次系配管肉厚の管理指針」に試験対象系統や試験実施

時期等の考え方を反映してきました。現在の社内指針は、JSME規格を超える範囲の管理を

実施しております。 

 11ページ目をお願いいたします。 

 ここでは、試験対象系統に対するJSME規格の要求範囲と社内指針である「2次系配管肉

厚の管理指針」の比較を行っております。社内では、JSME規格で要求されている部位に加

えて、2次系冷却水が常時流れる系統などを自主的に追加管理しております。具体的には、

主蒸気系統配管、第3、第4抽気系統配管、SGブローダウン系統配管などが社内にて自主的

に追加している箇所になります。 

 12ページ目をお願いいたします。 

 （2）試験実施時期について、御説明いたします。 

 社内の管理指針では、JSME規格で要求されている点検実施時期に加えまして、自主的に

厳しい実施時期を設定しております。 

 初回の実施時期については、JSME規格では規格の中で定められた方法により余寿命評価

を行い、余寿命の5年前までの期間内に点検を完了することが要求されています。社内指

針では、JSME規格で要求されている実施時期に加えて、さらに早期に点検するよう期限を

設定しております。 
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 2回目以降の実施時期につきましては、JSME規格では前回までの測定データから、より

精緻な余寿命評価を行い、余寿命の5年前までの適切な時期に次回の点検実施時期を設定

するよう要求されています。社内指針では、JSME規格で要求されている実施時期に加えて、

点検新規部位及び取り替え直後は点検間隔を短く設定するとともに、余寿命が長期なもの

であっても点検間隔の最長限度を設定しております。 

 （3）試験方法、試験員の要件、評価等につきましては、社内ではJSME規格で要求され

ている事項と同等の内容を実施しております。 

 13ページ目をお願いいたします。 

 主給水系統配管の現状保全について、御説明いたします。 

 主給水配管の流れ加速型腐食に対しては、社内指針である「2次系配管肉厚の管理指

針」に基づき、超音波を用いた肉厚測定を実施し減肉管理を行っています。 

 なお、16回定検時と17回定検時に、全ての管理対象箇所につきまして点検を完了いたし

ております。 

 また、肉厚測定及びデータの管理に当たっては、下の図に示すような配管減肉の管理シ

ステムを構築して適切に管理を行っています。 

 具体的には、肉厚測定により入手したデータを蓄積し、蓄積したデータから余寿命計算

を行っております。余寿命評価結果から、次回の点検時期や取り替えの検討などの計画を

策定することとしております。 

 14ページ目をお願いいたします。 

 ここでは、配管減肉の測定方法や記録の管理、余寿命評価方法について御説明いたしま

す。 

 測定方法は、JISの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。 

 余寿命評価の方法ですが、肉厚測定を1度も行っていない場所についてはJSME規格にて

部位ごとに定められた減肉率を使用して必要最小肉厚までの余寿命評価を行っています。 

 1回測定を行った場合は、公称値と測定データから減肉率を算出して余寿命評価を行っ

ています。2回測定を行った場合は、1回目と2回目のデータから減肉率を算出しまして余

寿命評価を行っております。それで、3回以上測定した場合には、各測定点の最小二乗法

による近似曲線により減肉率を算出し余寿命評価を行っております。 

 記録や余寿命評価の結果の管理につきましては、全測定箇所の測定記録を定検ごとに点
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検実績を反映しまして最新版として管理し、余寿命評価結果に基づき配管取り替えなどの

保守や点検計画を策定しております。 

 15ページ目をお願いいたします。 

 3.4の主給水系統配管の総合評価ですが、流れ加速型腐食については、超音波を用いた

肉厚測定を実施し減肉管理を行っていくことで機器の健全性に影響を与える可能性はない

と考えております。 

 流れ加速型腐食による減肉は超音波を用いた肉厚測定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ております。 

 なお、冷温停止を前提とした場合については、流れがない、もしくは運転を前提とした

場合と同様の流況であることから、流れ加速型腐食の発生条件がより厳しくなることはな

く、運転を前提とした評価に包絡されると考えます。 

 高経年化への対応ですが、「2次系配管肉厚の管理指針」に基づいた管理を実施していき

ます。 

 3.6、代表機器以外の評価ですが、こちらは劣化状況を踏まえた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と考えます。 

 続きまして、16ページ目をお願いします。 

 ここから数ページにわたりまして、摩耗の御説明になります。 

 摩耗は、機器の回転や作動、熱移動、振動等により、構造上摺動する箇所に発生する可

能性がございます。このページでは、摩耗の説明のための代表機器の選定についての御説

明をいたします。 

 まず、ステップ1としまして、摩耗が想定される対象機器を選定しています。次に、ス

テップ2としまして、選定した対象機器を使用環境等に応じてグループ化を行い、重要度

や使用条件を考慮してグループ内の代表機器を選定し評価を行っています。グループ内代

表機器の選定結果を17ページと18ページの表4-1に示しております。 

 17ページ、18ページを御覧ください。 

 摩耗が想定される要因としましては、流体振動によるもの、熱移動などによるもの、機

器の作動によるものに分類されます。流体振動による摩耗では、熱交換器の伝熱管などが

内部流体により振動し、管支持板等で摩耗が発生するおそれのある事象ですけれども、代

表機器としましては蒸気発生器や炉内構造物、再生熱交換器などがございます。 

 熱移動による摩耗では、サポートの摺動部材が配管の熱移動や振動により発生するおそ
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れのある事象になりますけれども、代表機器としましては原子炉容器サポートや蒸気発生

器振れ止めサポートなどがございます。 

 機器の作動による摩耗では、タービン設備や制御棒駆動装置、弁などの摺動部に発生す

るおそれのある事象ですけれども、代表機器としましては高圧タービンや制御棒駆動装置、

余熱除去ポンプCループ側入口隔離弁などがございます。 

 16ページのほうに戻ります。 

 先ほどの表の4-1で選定しましたグループ内代表機器から、審査会合にて御説明する代

表機器をステップ3にて選定しております。グループ内代表機器のうち重要度が高い蒸気

発生器を審査会合における代表機器として選定し、具体的な評価内容を御説明いたします。 

 次は、19ページを御覧ください。 

 蒸気発生器伝熱管の健全性評価について、御説明いたします。 

 第4回、第5回定検時に伝熱管の渦流探傷検査を実施しましたところ、従来の2本組振れ

止め金具、AVBと呼んでいますが、このAVBの支持位置において減肉信号が確認されており

ます。本事象は、AVBによる支持が不十分であったためと推定されています。 

 その後、第5回定検時に、従来のAVBから改良型のAVBに取り替えを行っております。 

 改良点については、まず1点目として、振れ止め金具と伝熱管のすき間をなくして振動

発生を抑制しております。 

 2点目としましては、AVB材料を600系ニッケル基合金から、やわらかいSUS405に変更し

まして伝熱管側の耐摩耗性を向上させていきます。 

 この改良型のAVB設置後は、渦流探傷検査による経年的な減肉変化は認められていない

ため、伝熱管と改良型AVBとの接触部で摩耗減肉が発生する可能性は小さいと考えられま

す。また、改良型AVBと従来のAVBとでは伝熱管と接触する部位が異なることから、従来、

AVB箇所で摩耗が見られた部位は、改良型AVBに変更してからは摩耗の進展の可能性は小さ

いと考えられます。 

 仮に振動が発生したとした場合の摩耗量を、このページの真ん中下の辺りに記載の式に

より求めましたところ、運転1サイクルに相当する1万時間当たりの肉厚に対する進展率は

1.3%であり、摩耗速度は非常に緩やかであると推定いたしました。 

 20ページを御覧ください。 

 蒸気発生器の伝熱管の現状保全につきましては、定検ごとに全数の渦流探傷検査を実施

して健全性を確認しております。 
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 4.4の総合評価ですが、健全性評価結果から判断しまして、AVB部の摩耗により伝熱管が

損傷する可能性は小さいと考えております。 

 なお、冷温停止を前提とした場合は、蒸気発生器は供用状態ではないことから、運転を

前提とした場合と比べて本事象の進展がより厳しくなるとは考えられません。 

 4.5の高経年化への対応につきましては、定検ごとに渦流探傷検査を実施していくこと

にしております。 

 蒸気発生器以外の機器につきましては、機器ごとに劣化状況を踏まえた現状保全を継続

していくことにより健全性を維持できると考えております。 

 21ページをお願いいたします。 

 ここでは、応力腐食割れ、炭素鋼配管の流れ加速型腐食、摩耗以外のものも含めまして、

その他事象の評価結果をまとめております。全てのその他事象につきましては、高経年化

対策に関する評価を実施した結果、次のように現状保全をしていくことによって健全性が

維持できると考えられます。 

 まず、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

全を継続的に実施し異常の有無を確認することとしております。 

 健全性評価の結果、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、取り替えを実施することとしております。 

 22ページから28ページにわたって、全てのその他劣化事象のうち、高経年化対策上、着

目すべき経年劣化事象としたものについて、その劣化事象と対象機器類ごとに技術評価結

果を記載しております。それぞれ技術評価結果としまして、健全性評価、現状保全、総合

評価、高経年化への対応を記載しております。劣化事象と対象機器の数が多いことから、

個別の詳細な御説明については省略させていただきます。 

 続きまして、29ページをお願いいたします。 

 本説明資料では、代表事象としまして応力腐食割れ、炭素鋼配管の流れ加速型腐食及び

摩耗を御説明してきましたけれども、3ページ目で御説明しましたとおり、応力腐食割れ

事象を要因とした長期保守管理方針を策定しておりますが、その具体的な内容を30ページ

に添付させていただいております。蒸気発生器の管板拡管部について、応力腐食割れが発

生した事象になります。内容につきましては、以前の審査会合にて高浜3号炉高経年化技

術評価の概要の御説明で使用したものと同じになります。 
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 なお、同じく3ページ目に耐震の長期保守管理方針の策定に係る事象として流れ加速型

腐食の事例があると記載しておりますけれども、こちらについては別途、耐震評価の審査

会合にて御説明を加えたいと考えております。 

 以上、高浜3号炉のその他事象の御説明になります。 

 続きまして、高浜4号機のその他事象について御説明いたします。 

 資料1-6を御覧ください。 

 高浜3号機と高浜4号機につきましては、評価の中身としては同様でございますので相違

点のみ御説明いたします。 

 代表事象としましては、高浜3号機と同様に、応力腐食割れ、炭素鋼配管の流れ加速型

腐食、摩耗としております。 

 まず、6ページを御覧ください。 

 原子炉容器の600系ニッケル基合金の応力腐食割れに対する健全性評価の御説明資料に

なります。高浜4号機については、冷却材出入口管材継手の600系ニッケル基合金の溶接継

手部位については、600系ニッケル基合金にて全周オーバーレイ処理をしていることから、

こちらのほうには記載しておりません。 

 続きまして、7ページ目を御覧ください。 

 現状保全に記載しておりますウォータージェットピーニングの実施定検回次と年度につ

きましては、3号炉とは異なりますので、ここの部分が変更点となっております。 

 続きまして、13ページを御覧ください。 

 こちらも現状保全のところの肉厚測定を完了した定検回次と年度について、3号機と異

なっております。 

 18ページを御覧ください。 

 こちらは、摩耗が想定される評価対象機器を整理した表でございます。 

 弁の開閉により摩耗の発生が想定される箇所としまして、3号では廃液蒸発装置に係る

弁が代表機器に含まれておりましたけれども、これらは3・4号機供用の設備になっており

まして、3号機側での評価を行っており4号としては評価を行っておりません。 

 また、3号機では、アスファルト固化設備の攪拌用突起などが摩耗の想定箇所となって

おりましたけれども、こちらも3・4号機供用の設備となっており、3号側で評価しており

ますので4号では評価を行っておりません。 

 続きまして、19ページでございます。 
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 ここでは、渦流探傷検査の実施定検回次などは3号機とは異なっております。 

 続きまして、22ページを御覧ください。 

 22ページから27ページにかけて、全てのその他事象のうち高経年化対策上、着目すべき

経年劣化事象を整理した表を示しております。ここでも、3・4号機供用の設備で3号機側

で評価しているものについては4号側では記載しておりません。 

 以上、3号と4号の相違点の御説明になります。 

 これをもちまして、高浜3号機と高浜4号機のその他事象の御説明を終わりとさせていた

だきます。 

○大村審議官 それでは、その他の種々の事象ということで説明をいただきました。 

 これについて、質問等があればお願いします。 

○竹島調査官 原子力規制庁のシステム安全の竹島です。 

 応力腐食割れについて、質問をさせていただきたいと思います。高浜3号機のページの6

ページで、ここは600合金の応力腐食割れの健全性評価ということで、各部位に対して、

どんな健全性評価を課しているかというのが書いてありますけど、高浜3号機では炉内計

装筒、炉内計装筒のJ-溶接部、それから出口側管台継手、入口側管台継手にウォータージ

ェットピーニングをやっていますけれども、ここで発生の可能性は十分低いと書いていま

すのは、こちら側で理解しているのは、ウォータージェットピーニングの確性試験でやっ

たときに、そういう効果があったということで書いていると思いますけど、実際のプラン

トでウォータージェットピーニングをやった後に非破壊検査をやったことはあるでしょう

か。ある場合は、その結果を教えてください。ない場合は、実際のものが本当に発生の可

能性が小さくなっているかどうかというのを説明してください。お願いします。 

○関西電力（北村） 関西電力の北村でございます。 

 まず、1点目の御質問ですけれども、ウォータージェットピーニングを実施した後に、

非破壊検査を実施したことがあるのかというお話なんですけれども、今回、ウォータージ

ェットピーニングを実施している炉内計装筒のJ-溶接部ですとか、3号の場合ですと原子

炉容器の出入口管台、ここらにつきましては供用期間中検査の評価対象部位になってござ

いまして、計画的にISIにて検査される部位に上がってございます。 

 ただし、3・4号機につきましては、その後という意味での供用期間中検査の時期はまだ

来ておりませんで、3・4号機については、まだやっていないということになってございま

す。 
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 ただし、当社の他プラントにおきましては、同様に600系ニッケル基合金のJ-溶接部で

すとか、RVの管台部位につきましてウォータージェットをやっているところはあるんです

けれども、その後、供用期間中検査の実施時期が来ましてUTですとかベアメタルを実施し

たと、そういった事例はございます。 

○竹島調査官 竹島ですけど。 

 そのときに、検査したときの結果はどうでしたか。 

○関西電力（北村） 関西電力の北村でございます。 

 検査の結果は、問題なかったという実績になってございます。 

○竹島調査官 わかりました。 

○大村審議官 そのところの同じページに関連して。 

 先ほど説明があったんですが、聞き取れなかったので、もう一度確認なんですが。 

 6ページのところの3号と4号の違いのところは、冷却材出入口管台の継手のところ、出

口と入り口で、これが入っているか入っていないか。 

 たしか、何か措置をしているので4号のほうは対象から外れているという説明があった

と思うんですけど、聞き取れなかったので、もう一度、そのあたりをもう少し詳しく教え

ていただけますか。 

○関西電力（北村） 関西電力の北村でございます。 

 4号機のほうは、3号機で挙げております冷却材出入口管台の継手、冷却材出入口管台と

セーフエンドとの溶接部に600系ニッケル基合金が使われているんですけれども、そこの

接液部につきましては、我々はインレイ工事と申しておりますけれども、内側から表面を

削りまして、その上に690系合金という耐食性のすぐれた合金で肉盛溶接をしてございま

す。それでカバーリングされておりまして、SCCの懸念はないという判断をしてございま

すというものであります。 

○大村審議官 了解しました。 

 それ以外に何かありますか。 

○大高上席 規制庁の大高です。 

 腐食の流れ加速型について、質問させていただきます。シートで申しますと10番目のシ

ートになるんですが、関西電力の2次系配管肉厚の管理指針について、現状保全の有効性

の観点から質問させていただきます。 

 シート10では、機械学会の減肉管理技術規格に対する網羅性として、例えば、次のシー
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トの11ページでは適用範囲の拡大の実例、またシート12では実施時期の自主的な設定とい

うことが規定されているとありますけれども、機械学会規格に対して追加している点検の

箇所の抽出の考え方あるいは基準が社内的に規定されているのであれば、その内容を説明

してください。 

○関西電力（金島） 関西電力の金島でございます。 

 今、御質問を受けましたとおり、JSME規格に対して、どのような点が追加されているか、

どのような考え方で追加されているかということですが、まず、JSME規格で要求されてお

ります点検部位につきましては、我々、主要点検部位としまして管理を行っております。

それに加えまして、当社におきましては、2次系冷却水が常時流れるといった箇所を全て

抽出、系統、ラインにつきまして抽出しておりまして、その範囲に拡大して、その範囲を

自主的にその他部位として監理を実施しております。 

○大高上席 規制庁の大高です。 

 了解しました。 

 続けて、もう1件、お願いします。今回の社内指針の2次系配管肉厚の管理指針なんです

けれども、機械学会相当の網羅性は確認できたんですが、さらに、例えば、今回、30年目

を迎える高浜3・4号機、いわゆる高経年化プラントへ移行していくわけですが、配管減肉

の管理という観点から高経年化プラントへの対応で特に追加している関西電力での社内指

針の特別な管理があるか、確認させてください。 

○関西電力（金島） 関西電力の金島でございます。 

 高経年化プラントに対する配管肉厚管理の観点からの管理手法としましては、30年を経

過しましたプラントにつきまして、次回測定を必須とする余寿命30年以内のプラントより、

より短くするといった、管理基準をより厳しくするといった措置と、あと、また30年を経

過したプラントにつきましては、3定検以内に全数の点検を実施するという方向で管理方

針を策定しております。 

○大高上席 規制庁の大高です。 

 了解しました。そういう意味でいうと、高経年化に対する対応については、もう既に現

状保全に取り組まれているというふうに理解させていただきます。 

 以上です。 

○大村審議官 それ以外に何かありますか。 

○坂本主任 規制庁、調査官の坂本でございます。 
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 摩耗について詳しく御説明いただいたんですが、そのほかの事象が表の5-1のほうにま

とめられておりますけれども、その中で振動を確認するというのが保全の中に含まれてい

るものが幾つかありまして。 

 例えば、25ページを見ていただきますと、フレッティング疲労割れでターボポンプの主

軸に関してのところの総合評価のところに、主軸のフレッティング疲労割れは振動確認に

より検知可能というふうに書いてありまして、その次のカラムのところでも、現状保全を

継続することで健全性を維持というふうに書いてあります。 

 それから、もう1カ所、最後のページ、28ページの下から3段目、樹脂の劣化で基礎ボル

トのところなんですが、ここも現状保全のところとか、あるいは総合評価のところで、機

器に異常な振動がないことにより検知可能というふうに記載されておりますけれども、ど

ちらの場合も、機能を失ってしまう前、例えば、主軸でいくと破断する前に振動で検知さ

れるということを記載されていると思うんですけれども、破断前にどのぐらい亀裂が延び

たら振動で表れてくるのかとか、ボルトの場合でいうと機能がどのぐらい低下したらとい

いますか、完全に機能を失う前に振動でうまく確認できるのかどうかという、その辺のと

ころを御説明いただきたいと思います。 

○関西電力（木村） 関西電力の木村でございます。 

 まず、御指摘いただいた御質問の中のフレッティング疲労についての回答でございます

けれども、フレッティング疲労によってターボポンプの主軸にクラックが入った場合に、

どういった場合になれば検出可能かということでございますけれども、どの程度の割れが

発生すれば異常振動として検知できるかということについて、なかなか定量的なデータが

ないので、明確に申し上げられるものがないんですけれども、少なくとも主軸の破断に至

るような亀裂につきましては検出可能かなと考えてございます。 

 フレッティング疲労に関しましては、評価書に記載してございますけれども、曲げ応力

振幅と、その曲げ応力振幅が運転開始後60年時点で何回発生するかという観点で評価した

上で、フレッティング疲労発生の可能性は小さいという判断をしてございます。 

 そういった評価がある前提ですけれども、振動確認におきましては、そういった設計上

想定されるような応力以上の、過大な応力が発生するような何か異常がないかというもの

を振動診断によって検出しているというものでございます。 

 そういった意味では、振動確認というものがフレッティング疲労対策として一定の効果

はあるのではないかなと考えてございます。 
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○関西電力（辻） 引き続きまして、基礎ボルトの樹脂の劣化のところの振動確認につき

ましてですけれども、こちらについても、支持機能の喪失と振動の関係について、どの程

度の支持機能の低下で、どの程度、振動状態が変化してくるかといったところを明確に調

べたものというのはなくて、現状保全としましては、運転員さんが毎日、機器の触診など

をやって異常な振動の兆候がないかということを確認したり、あるいは月に1回、補修課

員さんがボルトの目視を行ってボルトの曲げとか緩みとか、そういった何か異常な兆候が

ないかというものを、できるだけ早い段階で検知しに行くというふうなことをやっており

ます。 

 回答としましては、明確な関係性というのはないものですけれども、毎日点検もやって

いまして、できるだけ早い段階で異常を検知して、検知されれば、その次の詳細な点検だ

とか補修などを実施していくと、そういうことを保全としてやっております。 

 以上でございます。 

○坂本主任 規制庁の坂本です。 

 お答えの趣旨はわかりましたけれども、ポンプのフレッティング疲労に関しましては、

設計上、疲労限以下の応力で使われているということは、もちろん理解できますけれども、

それは設計ですから、当然、そういう設計をされているわけで、実際にトラブルが起きる

ときは、それに設計では考慮していなかった要因が入り込んで、それでトラブルが起きる

わけですよね。ですから、そこに、そういったものを防ぐのが点検というか、保全の意味

が入ってくると思うんです。 

 今のお答えで、振動確認というのは、確かに、主軸の割れる直前ぐらいまでいけば多分

見つかるだろうと考えていますということのほかに、そもそもフレッティング疲労の要因

となるような異常振動がないことを、むしろ押さえているんですよということだと思いま

す。 

 多分、そういうことで、実際の保全としては有効なんだろうなというふうに理解をして

おりますけれども、ただ、現状保全とか総合評価のところの技術評価書も含めて、記載の

仕方は、そうではなくて、あくまでも振動確認すれば割れが見つかるふうに読めますので、

記載については少し工夫が必要ではないかなというふうに感じます。 

 それと、樹脂の劣化についても、振動確認でどのぐらい支持機能が低下しているかとい

うことについてはわからないんだろうと思うんですけれども、ただ、基礎ボルトの場合は

1本で全てではないので、どれかが支持機能が低下しているということを、とにかく早く
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見つければ、それなりの対処が可能なのではないかというふうに思うんです。 

 ですから、この保全方法が全く無効だというふうには、もちろん考えられませんけれど

も、有効だろうと思うんですけれども、記述はそういうふうには読めないので、ここも記

述は工夫していただいたほうがいいのではないかと思います。そのほうが、保全の実際を

よく表しているのではないかというふうに思いますので、そのように検討いただければと

思います。 

 以上です。 

○関西電力（北村） 関西電力の北村でございます。 

 おっしゃることは大変よく理解できます。私どもも、書き方はあまり適切でない部分が

あったかもしれないんですけれども、振動測定というのは、おっしゃられるように、必ず

見つかるものだとは思ってやられているわけではないんですけれども、運転員の毎日の巡

回点検とか、かなり頻繁な頻度で点検して異常がないことを見つけようとしているという

意味で書いてございまして、そうしていれば何かあれば見つかるんではないかという気持

ちで書かせているという面があると思っております。 

 書き方については、またヒアリング等で御相談させていただければと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○坂本主任 規制庁の坂本ですけれども。 

 それから、摩耗について、振れ止め金具について先ほども御説明いただいたんですけれ

ども、その中で摩耗量の予測式を使った評価をされておりますけれども、この予測評価と

いうのが、実機の摩耗量等で検証された例があれば、それを御紹介いただきたいというこ

とと、それと、これは伝熱管で渦流探傷試験なんかで定量的に検査ができるということだ

と思うんですが、それ以外の摩耗もそうですが、全面腐食についてもそうなんですけれど

も、なかなか定量的な検査ができないというか、あるいは実際には行われていない機器も

かなりあると思うんですが、そういったものについて目視確認というのが多いんですけれ

ども、目視確認だと非常に初期の形態的な特徴というのをつかみにくい状況があるのでは

ないかと思うんですが。 

 そういったことを踏まえて、点検要領とか、あるいは点検記録を作成していく上で特に

注意している点があれば御説明いただければと思います。その2点でお願いします。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 まず、1点目の蒸気発生器のAVBの摩耗に関してでございますけれども、新しいAVBに取
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り替えて以降につきましては、ECTにて摩耗の測定を定期的にやってはございますけれど

も、摩耗が発生していないことを確認しておりまして、こちらの評価で用いてございます

予測式でございますけれども、こちらはAVBの支持点を、健全であれば4点支持されている

状態なんですけれども、こちらの予測式で用いておりますワークレートは3点不支持の状

態でのワークレートを用いて評価しておりますので、実機よりも保守的な評価はできてい

るというふうに我々は考えてございます。 

○関西電力（辻） 関西電力の辻でございます。 

 2点目の御質問なんですけれども、腐食の検知は難しいので要領書、点検記録等で何か

注意していることがあればということなんですけれども、確かに、材料の違いとか水質環

境とか、塗装のありなしとかで腐食の発生状態も変わってきますし、腐食を検知するとい

うのは難しいとは考えておりまして、当社が実施している事項としましては、機器の分解

点検などで例えば腐食が見つかった場合に、腐食箇所のスケッチとかを残しまして、それ

を保持記録の中に残しておいて、あと後任の方が来られたとしても、そういった保持記録

を見て、どういった箇所にどういった腐食が発生しやすいかとか、そういうところを確認

できるように残していると、そういうことをやっております。 

 あと、例えば、これまで想定していない箇所とかに特別な腐食とかが発生した場合には、

保全指針に点検箇所を追加したりとかなどをすることによって、以降の点検計画に反映す

るといったことをやっております。 

 以上でございます。 

○坂本主任 規制庁の坂本です。 

 AVBの件に関しては、保守的な評価であって、現状は、実際に摩耗していないので比較

はできていないと、そういう理解でよろしいですかね。 

 それから、腐食とか摩耗の保全については、よく理解できました。 

 ありがとうございます。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 

 今の坂本の質問に引き続き、摩耗について質問いたします。 

 3号、4号は同様なので3号の資料のところから質問させていただきたいんですけれども、

具体的には、19ページの4.2、健全性評価のところでございますけれども、こちらで第4回

定期検査時と第5回の定期検査時、渦流探傷検査において摩耗の減肉信号を検知したとい

うふうに書かれてございますけれども、渦流探傷検査は近年、インテリジェントECTとか
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新しいやり方をなされているんですけれども、当時の4回、5回のときと、現在、新しいも

のになっているかどうかも含めて、そこら辺のところで具体的に説明をお願いしたいんで

すけれども。どのように渦流探傷検査をやったのかという、種類といいますか。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 まず、こちらの健全性評価で書かれております第4回定期検査時、第5回定期検査時にお

きましては、従来のDF-ECTを用いて実施されておりまして、高浜3号と4号におきましては、

3号におきましては第15回定検からインテリジェントECTを使っておりまして、4号機も第

15回定検時からインテリジェントECTを用いておりまして、摩耗についても、そちらで点

検してございます。 

○小嶋主任 規制庁の小嶋です。 

 了解しました。 

 ところで、この2パラグラフ目のところですけれども、2行目のところに、渦流探傷検査

による経年的な減肉変化は認められないため、伝熱管と改良型AVBとの接触部で摩耗減肉

が発生する可能性は小さい。 

 これは、ここに書かれている部分というのは、いわゆる15回以降のインテリジェント

ECTについての結果として書かれているということでよろしいでしょうか。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 こちらで記載されております渦流探傷検査による経年的な減肉変化と申しますのは、従

来から実施しているECTの結果でもそうでございますし、インテリジェントECTを導入して

以降もECTで減肉、摩耗に関してはやっておりますので、インテリジェントECTのみに限っ

た規制というふうにはしてございません。過去からずっと実施してきたECTについて、全

てに対して、こういうふうな記載にしております。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 

 了解いたしました。 

 引き続きまして、こちらの、それでは改良型AVB部分で摩耗の減肉の発生がなかったと

いうふうに記載されているんですけれども、第4回、第5回まで使っていた従来型のAVBの

場所といいますか、そういった部分について、第15回以降のインテリジェントECTを活用

したときに、従来あったであろうAVBの振れ止めの金具の場所、その部位における渦流探

傷検査の結果、解析結果というか評価結果というのは、どのようになっているでしょうか。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 
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 高浜3・4号機におきましては、15回定期検査時からインテリジェントECTを用いてござ

いまして、第15回定期検査時、用い始めたときに検出感度自体は向上しておりますので、

そのときに旧AVB部の摩耗に関しても何本かは検出されてございまして、検出されたもの

に関しては施栓を実施してございます。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 

 了解いたしました。 

 つまりは、検知性が上がったので、従来型の振れ止めのところをはかってみたら減肉の

検出があって、そこについては判定基準を下回ったので施栓をやったと、そういったこと

でしょうか。感度が上がったので判定を下回ってしまった。 

 要は、従来型のときには判定上は大丈夫だったけれども、15回以降の新しい方法でやっ

てみたら判定を下回ったので施栓をしたと、そういったことでしょうか。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 そのような認識で大丈夫かと思われます。 

○小嶋主任 原子力規制庁の小嶋です。 

 了解いたしました。 

○大高上席 規制庁の大高です。 

 シートの21ページに、5としてその他事象の評価結果として総括で書いてございます。

これを見ますと、その他事象についての保全プログラムの実施状況の観点から全般的な質

問をさせていただきます。 

 その他事象で抽出されている事象については、基本的には現状による点検での劣化の傾

向の有無、あるいは進行の状態を監視する、また、その結果によっては補修・取り替えに

よって機能を確認、または機能を回復するような方法をとって健全性を確認しているとい

うふうに理解しました。 

 そこで、高経年化では、そういう状況を確認する上で、関西電力さんにおいて劣化の傾

向を管理するということで、点検手入れ前データの取得、あるいは劣化傾向の管理を進め

ていると思いますが、その辺の状況をまとめて説明していただきたいと思います。 

 例えば、現状での劣化傾向の管理についての社内での体制とか文書体系、運用等、その

ような具体例、運用例がありましたら説明をいただきたいんですが。 

○関西電力（高井） 関西電力の高井です。 

 まず、前半部分の点検手入れ前データの取得などの劣化傾向管理の状況なんですけれど
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も、当社は高経年化対策に関しまして、劣化トレンドの管理という意味で状態監視保全、

それと点検とか取り替え結果の評価をする上での点検手入れ前データの活用があると思う

んですけれども、これは、それぞれにつきましても実施してございます。 

 後半部分の体制とか文書体系とか運用方法、運用例、それぞれについて御説明したいん

ですけれども、まず、先に申しました状態監視保全につきましては、これは運用方法、具

体例、二つともの答えになると思うんですけれども、当社は三つの診断技術を導入してご

ざいます。 

 一つは、回転機器の軸受部に対する振動診断、二つ目が、電気設備とか、機械物であっ

ても摺動部、こういったところで発熱が予想される部位に対する赤外線サーモグラフィー

診断、それと、三つ目は、まだ本格運用していない、試運中なんですけれども、軸受に使

用されている潤滑油の診断。この三つを今、当社で実施しているところでございます。 

 これらの実施体制ですけれども、むやみに力量のない者は正確なデータがとれませんの

で、力量の要件を決めておりまして、社内でOJTをやりまして力量が付与された者、もし

くは社外の資格の有資格者、こういったものを誰が持っているということを管理しまして、

力量を持った者を従事させているということです。 

 四つ目の文書体系ですけれども、御存じのように、保守管理全体という意味では、

JEAC4209に基づきまして、QMSの体系下の中でいろんな社内標準を定めて実施してござい

ます。 

 発電所の、こういった保守業務のコアとなるルールは、高浜発電所の保守業務諸則とい

うことになるんですけれども、その中に諸則の細部を補足する諸則指針という、そういう

文書も設けておりまして、こういった振動診断とか赤外線サーモグラフィー診断のマニュ

アルは、この諸則指針の中で規定してございます。 

 それと、あと2点目の点検手入れ前データの活用なんですけれども、これの運用方法に

ついては、社内で、まず、とるべきデータとしまして保全重要度高と位置づけられる設備、

それと定期事業者検査の対象設備、これの作業項目のうち機能回復を図るもの、こういっ

たものを対象にして運用してございます。保全重要度高－－高いという意味ですけれども、

これは勝手な当社の定義なんですけれども、イメージは重要度分類指針のクラス1、2、あ

あいう高いものとか、低いものであっても、その設備の故障が発電支障に及んでしまうよ

うなもの、こういったものを社内で保全重要度高と位置づけて記録の採取の対象として運

用してございます。 
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 あと、具体例ですけれども、こういった多くの機器に対して点検手入れ前データを採取

しておりますので、これという端的なものはないんですけれども、ポンプとか熱交とか弁

とか、そういったものを分解点検時に記録を採取する。3桁では済まない、もう4桁以上の

大量のデータを今、取得しているということです。 

 あとは、文書体系です。 

 点検手入れ前データに関する文書体系ですけれども、これは、コアとなっています、先

ほどの保守業務諸則の中で、点検手入れ前データを記録すること、それを保全の有効性評

価に用いること、これを規定してございます。 

 点検手入れ前データの取得に関する詳細な規定については、保守業務ガイドというのが

ございまして、この中で点検手入れ前データ取得に関するマニュアルを規定してございま

す。 

 あとは、実施体制です。 

 点検手入れ前データの実施体制ですけれども、当社は、こういった多くの設備を記録採

取の対象としていますので、メーンは請負工事の中でやっているということで、データの

取得と記録を見て状態がいいのか悪いのかという一次的な評価は、当該の点検工事を請け

負います請負会社の作業責任者がやるということを決めてございます。当社の保修官員は、

その提示を記録として受けて、その確認と総合的な評価を下すという体制でやってござい

ます。 

 いずれにしても、こういった劣化の管理という意味で、まず状態監視保全で劣化の兆候

を早期につかむという活動、それと点検手入れ前データを活用することによって、それを

有効性評価に用いて常に保全を改善していくということをやってございます。 

 以上です。 

○大高上席 規制庁の大高です。 

 高経年化に係る劣化事象の、劣化の傾向管理について、関西電力の実施体制、活動内容

について、よく理解できました。 

 また、こういう対象については、そういう体制とか実施の内容が確実にされているとい

うことを我々は今後、審査していくことになると思うので、今後とも、こういうところを

確実に我々としてはチェックしていきたいと思います。 

 以上です。 

○大村審議官 それ以外に何かありますか。 
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 じゃあ、私のほうから1、2点。 

 3号の22ページにその他事象の評価結果というのがあって、細かな話なんですが、例え

ば、二つ目の大きな－－三つありますけど真ん中のやつ、ステンレス鋼の内面からの応力

腐食割れというのがあって、それが、さらに一番下に幾つかの弁があったりアスファルト

固化設備みたいなものがあります。ここのところ、応力腐食割れ、あれ総合評価のところ

で応力腐食割れは目視確認で検知可能と書いてあるんですが、応力腐食割れがあっても目

視確認でわからなかった例もいっぱいあるような気もしますし、目視で全部確認できるん

だというような感じは、これは言葉尻なのかもしれないんですけれども、本当かという感

じもします。 

 そういうことも含めて、今回の御説明は、幾つか重要なものを選んで御説明いただいた

という理解だと思いますので、その他の事象のところは、そういう意味ではリスクが非常

に低いものが多いとは思うんですけれども、ヒアリングでは、よく確認をするということ

が前提で今回、幾つか選んで説明していただいているという、こういう理解ですので、ヒ

アリングでもう既にやられているかもしれないですけど、よく内容を確認してほしいとい

うことであります。 

○関西電力（北村） 関西電力の北村でございます。 

 先ほどお話のありました応力腐食割れが目視で見えますかというお話につきましては、

既にヒアリングで何度も御指導いただいておりまして。我々としては、もちろん絶対見え

ると言っているわけではないんだけれども、見えるべく見ようとはしていますというお話

と、あと、必ずしも、この書き方は、また御相談させていただきたいんですけれども、目

視で見ているから絶対大丈夫だというわけではないということは踏まえまして、評価書に

つきましては、また工夫させていただきたいとは思ってございます。 

○大村審議官 それから、あと、もう1点。 

 これは、最後の3号のやつの30ページ、蒸気発生器の応力腐食割れという、最後に補足

資料でついているものがあって、一つの質問は、概要説明のときにひょっとして聞いてい

るかもしれないので、重複したら申し訳ないんですけど、右の上のところに点検の回次と

あって、12回とか13回とか、このあたりに幾つか応力腐食割れの検出があったということ

なんですが、この辺りに集中していて、それで、あと4号も実は同じような時期に出てい

るんじゃないかと思います。この時期に出てくるという、あまり科学合理的な説明がある

とは私は思わないんですけど、何かあるのかなということと、それから、あと、もう一つ。 
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 高経年化への対応ということで、今後、きっちり保全するんだけれども、取り替えを含

めて保全方法を検討していくという、これは3号、4号ともそういうふうになっているんで

すが、ただ、本数を見ると十数本とか、20本もいっていないような気がします。 

 通常は、かなりの本数を施栓しても機能に問題ないというふうに従来は説明していると

思うんですが、これを、もちろん取り替えて健全にするということは非常に結構なことな

ので、ぜひやってもらいたいとは思いますけれども、何か、こういう少ない本数で取り替

えるということの意味というか、狙いというか、そのあたりがあれば教えていただきたい

なと。 

○関西電力（武田） 関西電力の武田でございます。 

 まず、1点目の応力腐食割れが10回、11回、大分時間がたってから検出されているとい

うことなんですけれども、こちらにつきましては、管板拡管部の応力腐食割れは伝熱管の

内面から発生していくんですけれども、ECTで実際これを検出しているわけなんですが、

ECTに検出限界がございまして、ある程度進展しないと見つからないということがござい

ますので、いつ発生したかまでは、こちらも確認はできないんですけれども、ただ、ある

程度進展しないと見つけられない事象ではございますので、ですので、最初のほうで見つ

からないというのは、発生していない可能性もございますけど、発生はしているけれども

検出できないほど、まだ小さい傷の段階ということが考えられるかと思っております。 

 2点目につきまして、検出されておりますのは、一応、今のところ数十本程度というふ

うなことになっておりますけれども、こちらの事象につきましてはピーニングを打ってい

ますので、発生自体は抑えられているんですけれども、ただ、ピーニングの影響する範囲

にも限度がございますので、まだ、これから後に今まで亀裂が発生しているものが延びて

きましてECTにひっかかるということも考えられておりますので、何らかの保全というも

のはとらなければいけないということで、こちらの蒸気発生器取り替えを含めた保全方法

を検討していくということでありまして。 

 こちらは、管板拡管部応力腐食割れ劣化事象に対して、現状、施栓でありますとか抜本

的な対策でここに書いてあります蒸気発生器取り替えが有効であるというふうに考えてお

りますけれども、そのほかに、より有効な保全方法がないかを検討していくために、こち

らに、こういうふうな高経年化への対応というところで、こういうふうな記載をさせてい

ただいております。 

○大村審議官 1点目については、この時期に集中して出て、実は、その後、しばらくず
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っと出ていないというか。なので、要するに、応力腐食割れは、出るものは出るし、出な

いものは出ない、こういう整理なのかどうかとか。それはわかりませんけど、そんなこと

かなと思ったりしたということであります。 

 取り替えについては、了解いたしました。 

○関西電力（高井） 関西電力の高井です。 

 補足させていただきますと、高浜3・4号は蒸気発生器の取り替えをしていませんので、

定検回次が11回、12回に来たら、総数も多いですので、いよいよ、こういったSCCが出始

めてきた時期に当たるというふうに思っています。出てきたのでショットピーニングを行

った。 

 そうすると、ショットピーニングの効果があって、その後、しばらくおさまる。だけれ

ども、ショットピーニングを打ったのだけれども、まだヒビ（割れ）の芽があって、そこ

から遅く出てくるという絵をここでは示してございます。 

○大村審議官 よく理解いたしました。 

 それ以外で何かありますか。いいですか。 

○坂内室長 簡単な確認というか、間違い探しみたいなものなんですが。 

 それぞれの9ページの流れ加速型腐食の第2抽気系統配管の最高使用圧力が3号機と4号機

で1桁違うようなんですけれども。これは、このとおりなのか、あるいは、どちらかが間

違っているのか。 

○関西電力（北村） 関電の北村でございます。 

 その点につきましては、また手元に資料がないんですけれども、御指摘の点は非常によ

くわかりますので、確認させていただいて、またヒアリング等で御説明させていただいて、

必要とあらば、修正という形を相談させていただけたらと思います。 

○坂内室長 了解しました。 

○大村審議官 それ以外に何かありますか。いいですか。 

（なし） 

○大村審議官 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、最後に事務連絡をお願いします。 

○坂内室長 規制庁の坂内でございます。 

 次回でございますけれども、また引き続き個別の劣化事象について審査を進めてまいり
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たいと思います。日程については、また調整して後日、お伝えしたいと思います。 

 以上でございます。 

○大村審議官 それでは、これで終了します。御苦労さまでした。 


