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B. JlI内原発の高経年化対策についての質問事項

今回の質問について

・高経年化技術評価の手続きに質問を限定している(質問8のみ例外)。

-規制庁、規制委員会として再稼働ありきではなく、きちんとした審査、検査、を求める。

この場での発言を要求しないが、再稼働の時期は未定となったという印象で終わりたい。

-今回の重要な質問項目は、 2と3です。最後に9は追加質問として間に合いませんでした

が、可能であれば回答を求めたいと思います。

※資料新聞記事

※資料 6月16日の要望書

川内1号炉については、運転を前提とした高経年化技術評価(PLM評価)を行い、評価結果 iこ基づき長期保守管理

方針を定めた保安規定の変更認可申請を平成25年12月18日に実施した。

下記は2015年6月15日の第B回原子力発電所の高経年化技術評価等に係る審査会合の資料1-1より。

園下記は2ページより抜粋。.. . 

平成27年3月18日に新規制規準適合性審査を反映した工事計画が認可されたことから、認可された工事計画に

おいて新たに追加された設備や評価方法等について、これまでの高経年化技術評価に反映が必要な事項を抽出

し追加評価在行う。

追加評価を実施した結果については、評価書に反映し7月上旬1<::補正申請するとともに、次回審査会合で報告す

る。また、過去5回の審査会合で説明した技術評価1<::対し、工事計画認可lζ伴う評価の見直し、追加がある場合

も評価書に反映する。

冨下記は22ページ・

4.まとめ

(1)耐震安全性評価

1従来どおり、耐震安全性1<::影響を及ぼす可能性がある経年劣化事象について、経年劣化を考慮した耐震安全性

評価を実施し、経年劣化を考慮した場合であっても、プラントの耐震安全性に問題のないことを確認する。

2新規制基準適合性審査において追加となった基準地震動Ss-21こ対して経年劣化を考慮した場合であっても、プ

ラントの耐震安全性に問題のないととを確認する。

3新規制基準適合性審査において適用された最新手法等についても、適切に評価lζ反映する。

(2)耐津波安全性評価

1新規制基準適合性審査を踏まえ、耐津波安全性i乙影響を及ぼす可能性がある経年劣化事象について、経年劣化

を考慮した場合であっても、プラントの耐津波安全性lこ間建のない乙とを確認する。

以上のとおり、高経年化技術評価における従来の評価内容に加え、新規制基準適合性審査における評価内容等

を適切に反映した評価を行い、経年劣化を考慮した場合であってもプラントの耐震・耐津波安全性に問題のない

ことを確認する。

1.川内原発l号機は 2014年 7月3日に 30年目を迎えたが、高経年化対策の手続きを終

了せずに 30年を超えて運転を継続した原発は他にあるか。

ない、と回答すると患います。

2.運転を開始した日以後 30年を経過する日までに実施しなければならない高経年化対策の

手続きは下記のとおりか。①高経年化技術評価に基づく長期保守管理方針を含む保安規定

の変更認可がなされる。②高経年化対策を反映した保全計画(補修や交換等も含む)が策定さ
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れる。③保全計画が実施される。④保全計画の実施状況を保安検査(年 4回)や定期検査の

中で確認する。また、川内原発では現在の定期検査中に保全計画の実施状況を確認すること

になるのか。

保全計画を立てても、それを現在の定期検査中に現場で高経年化の状態や対策の検査を実

行するかどうかです。現場検証・検査では、保全活動の実施条件の確認だけでなく、劣化状

況の確認まで実施する必要がある

しなければ8月中旬が実現し、実行すれば再稼働は延びる乙とになるのではという乙とで

す。

2014年7月2日の原子力規制委員会定例会合において、規制UIT森下調整官は、現場検証に

ついて、 「審査は、書面審査、それに加えまして、今後、現地調査も行うととを予定してお

ります。」と述べていた。

※参考資料『高経年化対策に係る規制制度の概要J2014年3月27日原子力規制庁安全規制

調整官坂内俊洋

3高経年化対策の手続きを終了せずに 30年を超えることについて、 2014年 7月2日の原

子力規制委員会定例会合において、審査が完了するには、新規制基準の適合性審査による

工事計画の確定まで見ていかなければならないとしたうえで、法令上も安全上も問題はな

く、引き続き審査を進めていくとしている。

※参考資料 2014年7月2日の規制委員会議事録より抜粋

(1 )坂内原子力規制部安全規制調整官は、 「昨年 12月 18日に申請を受け付けた状況がこ

の法令上の要求を満たしている」と述べているが、結果としてどのような問題・欠陥があ

っても、提出しさえすれば法令を守ったと認識しているのか。

原子炉等規制法の中に下記が示されている。申請をすれば良いとはどこにも書いていない。

法令上の要求を満たしているとは言えないのではないかということ。

また、高経年化の審査、検査が終了していないのに再稼働に入って事故を起こした場合、規

制庁、規制委員会の責任は極めて重く、規制庁の職務放棄ではないかということです 。

(発電用原子炉施設の経年劣化iζ関する技術的な評価)

第八十二条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後

三十年を経過していない発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開始した日以後

三十年を経過する日までに、原子力規制委員会が定める発電用原子炉施設の安全を確課する上で重要な機器及び

構造物(以下「安全上重要な機器等」という。)並びl乙次に掲げる機器及び構造物の経年劣化1<::関する技締的な

評価を行い、との評価の結果1<::基づき、十年聞に実施すべき当該発電用原子炉施設についての保守管理1<::関する

方針を策定しなければならない。

(2)安全上問題がないとする理由として、坂内氏は、中性子脆化と低サイクル疲労につい

て、 r30年毘をまたぐことによって影響が及ぶものではない」と発言しているが、 30年を

どれくらい経過すると高経年化の影響が及ぶのか、根拠を示して説明されたい。

根拠を示せないと思ったので質問。これは「根拠を示す」という規制する側の基本姿勢を

否定するものです(乙の質問ですが、私たちが中性子脆化と低サイクル疲労しか問題がな
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【3)安全上問題がないとする理由として、坂内氏は、 「新規制基準適合性審査がまだ途上で

あることから、引き続き冷温停止状態が継続んて行く」ことを挙げている。また、この会

合の場で田中委員長は、 fr号炉を稼働させたいという補正申請をしてくれば、それはそれ

として、今度は現在行っているような遊金鍾審在を行うことになろうと思いますので、そ

ういう理解でよろしいでーすね。」と発言し、山形原子力規制部安全規制管理官「はい」と

回答している。高経年化対策にかかわる手続き古桁しない限りは、再稼働させないという〓。川l
ことでよいか。その場合、再稼働までに必要な手続きは何か。保全計画の実施状況の検査 ¥ I 

(使用前検査に相当すること)は行うのか。- I 
冷温停止状態とは、原子炉底部が100.C以下になっている状態とされていますが、もちろ V 

ん再稼働している状態ではありません。申請をしていれば法令上の要求を満たしていると言 玉三
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いながら、冷温停止つまり再稼働していないことを審査延長の条件の一つにしています。

(その場合、再稼働までに必要な手続きは何か。保全計画の実施状況の検査(使用前検査

に相当すること)は行うのか。 ・・・の問いは、 2の問いと重複します。)

また、猶予期間があるのか。電気新聞によると「既に30年が経過している 1号機の高経年

化審査には、特例として猶予期間を設けている。 J とある。他紙は特例として審査手続き

の延長を認めたという表現。期間があるのか。

4.高経年化対策にかかわる今後の審査において、有識者から意見を聞く場をもつのか。評価

対象機器の選定と評価方法とその結果について、第三者による評価が必要なのではないか。

中性子脆化と低サイクル疲労が主なポイントということだが、これらについて、批判的な意

見をもっ専門家からも意見を聞くべきではないか。

乙れは質問の7とも関連する質問。第三者の評価なしに結論は出せないはず。信頼性も得

られない。例えば、 3・11後の保安院は、原子炉容器の脆性遷移温度問題で審議会を開き、

批判的な井野氏を招いて審議している。公開されている九電のヒアリングに提出された資料

も塗りつぶしが多くある。有識者からのヒアリングを実施し、井野氏など批判的な科学者・

技術者からも意見を聞くべき。

5.現在川内原発I号機は、新規制基準に適合したとして使用前検査が進められているが、高

経年化技術評価に基づく使用前検査はしていないということで間違いないか。高経年化対策

技術評価の内容は、新規制基準の適合性審査に反映されないが、今回は老朽炉の審査であ

り、老朽化を前提とした審査とすべきではないか。

新規制基準は新規原発が前提。本来なら高経年化を念頭に置いて新規制基準の策定をする

べきなのに、それをせずに進めて来た結果、発生した問題。

6田川内原発2号機の高経年技術評価で1号機の再稼働に関係し、評価・対策が必要なものは

あるか。

2号機の高経年化技術評価の一部が1号機の高経年化技術評価と関連があって、それがが終

わらなければ1号機の再稼働に入れないということにならないのか、ということ。
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7.福島第一原発事故において、高経年化が原因で破損、破断した配管・機器・構造物はあっ

たのか。確認できたのか。また、高経年化技術評価に際して、反映されていることはある

のか。

3・11の事故の時、福島第一原発4号機は運転開始から32年と5カ月だった。福島事故の

高経年化の影響評価がなされていないなら、 J11内原発の高経年化技術評価の信頼性は評価で

きないのではないか。

8湧水を集めるための配管が高経年化のため(地震などにより)破損し、原子炉建屋の接地率

が 65%を下回る可能性は検討したのか。九電は川内原発 l号機の最大汲み上げ量は約

250m3/dと発表しているが運転開始後の最大量であるかは不明で、ある。この 10年間での

最大量は何トンか。

9、九電は7月7日に燃料装荷すると発表している。高経年化技術評価が終了していないのに

装荷が可能なのか。可能なら、その根拠はなにか。
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鹿児島県知 事伊藤祐一郎様

原子力安全対策課様

2015年6月16日

川内原発の高経年化技術評価に関する緊急要望書

川内原発I号機は昨年、運転開始から30年を超え今年の7月4日で32年目が始まる

老朽原発です。

爆発した福島第一原発の4号機は運転開始から32年自の老朽原発でした。

老朽化を電力会社も規制委員会も高経年化という名称を使って一般の人の目を逃れ

ようとしていると思います。高経年化は老朽化と表記を変えるべきです。

高経年化対策の確認放棄による事故は規制委員会の責任となります。

運転に入っていて、補正書に問題がある場合は運転を停止させるのでしょうか。

この高経年化技術評価については福島原発事故前より続けられていた手続きであ

り、いままで認可されずに30年を超えて運転を続けている原発はありません。

以下要望します

l、九州電力に対して以下のことを求めてください。

九州電力による川内原発の高経年化対策に係わる保安規定変更認可申請がなされ、

高経年化技術評価の審査が続いています。保安規定変更が規制委員会により認めら

れ、高経年化対策を反映した保全計画作成が終了するまで、川内原発の再稼働に入

らないことを九州電力に申し入れてください。

2、規制委員会に対して以下のことを求めてください。

J早期の再稼働入りのために、九州電力に対して高経年化技術評価補正書の提出を

せかせるのは、関連いのもと、事故の元であり、やめること。

-高経年化技術評価補正書を受け取るが、審査を終了しないまま川内原発の再稼働

入りを認めることは、高経年化対策の妥当性を確認するとした規制委員会(規制

庁)の方針を自ら否定するものです。原発を規制する側として、職務を全うするこ

と。

川内原発30キロ闇住民ネットワーク

(略称川内原発30キロ圏ネット)

事務局 〒896-0021いちき串木野市住吉町134 TEL 0996-32-9726 FAX 0996-32-9727 

携帯090-9130-0995

代表 高木章次(避難計画を考える緊急署名の会共同代表)

副代表西薗典子(さよなら原発@ひおきの会代表)


