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I 原子炉構造材の監視試験方法 JEAC4201-2007[2013追補版]

表記に関しては、原子力規制委員会において検討チームが設けられ、技術評価の作

業が進められている。 当該規程全般および検討チームにおける検討に闘してお尋ね

したい。

下記に列記する質問に関しては、詳細を記した添付資料を付した。その大部分は、

過去数ヶ月の聞に原子力規制委員会委員長あるいは委員にあてて送付した文書であ

る。この機会に、これらの文書に記した種々の質問に対する見解もあわせて伺いたい。

[-1 原子力規制委員会 田中知委員 および「原子炉構造材の監視試験方法の

技術評価に関する検討チーム」各位宛に質問および要請書を提出した (2015年 4月

28日付、別措資料， )。これについて下記の各項への見解をお尋ねする。

(1) 檎E項 Mcは「ぱらつき」ではなく f偏りJであることの指摘

。) 予測式パラメータをデータが得られる毎に変えるというやり方の批判

(3) 7イテイングパラメータがあまりにも多いことを指摘

(4) 外挿をおこなうべきでないとした意見[-2 JEAC4201-2007[2013年追

補版]に関する技術評価書案(第4回検討チーム資料 4-5)についての質問

・別措置料， ，s王子力規制壷員会への意見 2015年4月四日付

3.2.2 予測式の係数の最適化 (2)技術評価 2)重み付けについて匂.24-25)

高照射領域のデータに重みをつけるととによって 2007年版にくらべ保守的な予測

になっているという評価をしているが、 [20日年追補瓶]は 2007年版より多少ましだ

ということに過ぎない。表 1-2をみると、 Llll九四計算値(むき出しの値)は実測値

にくらべて依然として低〈出ている。なぜそうなるか、予測式のぞデノレに立ち返つて

の再検討を求めるべきではないのか。

3.2.3 関連温度移行量の予測 (2)Llll'/'l;D"計算値と実測i直の差異のばらつきについ

て 2)1110補正について (p.48-52)

日本電気協会の 1110補正についての説明を紹介している (p.48中ほどおよび p.51

下6行)が、この説明は間違っていることを指摘すべきである。

規制庁がおこなった監視試験データの分布(表 20)の結果は、「発生確率が 0.125の

事象切，'S41回の監視試験の内、 18回の監視試験で生じる確率は非常に小さいことを

踏まえると、不規則にばらついているとはいえないと考えることが妥当であるJ

(p.48) と述べているが、この文章は，持って回った言い方でわかりにくい白「発生

確串が 0.125の事象が 41回の監視試験の内、 18回の監視試験で生じる確率は非常

に小さな値なので、ランダムな偏りではなく，ある傾向を持って偏っていると考える

ことが妥当である。Jと直哉的に表現すべきである。

噌去者注:ある原発の監揖世験デ]タが4固とも十または lζ偏る碓.$は(1ゆ‘X2=1I8=O.126

3.2.3 関連温度移行量の予測 (2)Llll1'A必?計算値と実測直の差異のばらつきについ

て 3)マージ~1ip，の変更について (p.52-53)

p.52の下 8行目-6行目に、 r2日13年追補版では、 1110補正の有無にかかわらず、

マージンli1却を 2aμの考え方に統ーさせたものであり、考え方としては妥当ど判断

される。Jとある。しかし、々。補EをおこなわなければマージンA拘は2σである。

1110補正はμであるという評価書案の書き換えは妥当であるが、この文はおかしい。

[2日13年追補版]の記述の誤りをはっきりと指摘し、正確な評価をすべきである。

表 2310[2013年追補版]の記述が示されているが、そのなかに「監視試験で求めら

れた最大の中性子照射量を超えてLlll1'A必?予測値を定める場合に限り Jという文が

ある。これは、外挿により Llll1'ND"予測値を求めることがあることを前提とした文で

ある。これは、検討チームの議論の結論とは合わず、 3.3技術評価のまとめ (p.59-60)

および 4.2適用に当たっての条件 (p.61)の記述とも矛盾する。削除すべきである。

3.3 技術評価のまとめ (p.59-60)

(1) 1)本文規定(附属書B)の改定では、原子炉圧力容器内表面の中性子照射量

が監視試験片の中性子照射量を超える時点での関連温度(脆性遷移温度)の予測は行

わない(外挿はしない)ことを明示したと理解されるa

そうであれば、 40年経過時における運転延長に際L、そのような時点での脆性遷

移温度の予測はおこなえない(例えば、運転後 60年がそのような時点に該当する場

合には、 60年後の脆性遷移温度の予測はおこなえない)と考えて良いか。

後述するように、高浜 1号機の高経年化技術評価書 (40年目)に記されているよ
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うに、運転 60年後の中性子照射量が今まで測定されている監視試験データの照射量

を超えている。同評価書では、 60年後の PTS評価を実施しているが、とれはおこな

ってはならないこ1:になる。

4. 2013年迫補版の適用に当たっての条件 (p.61)

4.2適用に当たっての条件において、 r...関連温度を予測するにあたり、 圧力容

器内表面の中性子照射量が、…監視試験庁に対する中性子照射量を上回っている場合

には、 新たに取切出された監視試験片から得られたデータにも基づき、特定時点で

の関連温度の再評価を行うこととするJ1:記されている。『再評価Jということは、

中性子照射量が上回っている場合でも(仮の)評価を行い、その特定時点までの寿命

延長の可否を判断することを意味すると考えられる。とれは、外挿を認めないという

考えと矛盾する。

5 技術評価を受けた今後の対応 (p.62-63)

(2)②基本モデル式を改定する場合の視点.

「本検討チーム町議論の中で指摘があった事項Iだけでな点、日本電気協会が果

たさず、検討チームのミッションからも意図的に除かれた「予測式の誤りJに関わる

検討を中心課題としておこなうべきことを明記すべきである。

(3) 層の進展が期待される研究:

「個別プラントごとに予測値に対して偏りが生じることJは、井野・小岩意見書(別

措貴料1)で指摘したように、予測式の誤りや未知要因の存在を示唆するものであり、

その原因分析は不可欠であるととを強調すべきである。.

(4) 日本電気協会における中立性、透明性及び公開性の一層の確保 i

「一層の確保」とあるが、強い違和感を抱く。日本電気協会は、中立性・透明性・

公開性のいずれをも著しく欠いた組織であると考えざるを得ない。包013年迫補版]

の審議においても、予測式のもとになった照!Mデータが公聞きれず、外部からの検証

ができないなど、非常識な秘密主義に覆われている。しかも、 fデ}タのトレーサピ

リティは著者の責任ですが、日本電気協会は公開された文献をベースに、 規格の策

定を行っています。 J(第 4回検討チーム資料 4-4 原子力規制庁質問への回答、

p.3) などk実態にそぐわない著者(電中研) 1:協会との使い分けをしている。

この項の末尾には、「日本電気協会を含む協議会の中立性、透明性及び公開性の確

保の取組みについては、個別の技術評価のみではなく、同協議会と原子力規制委員会

の意見交換を通じて進めていく"Jとあるが、この部分は，下記[注]のさまざまな事

実を踏まえて書き換えられるべきである。[注1に示すように、 JEAC4201-2007[2013追

楠版]に関する問い合わせなどへの日本電気協会の対応は、それが標携するととろの

8 

中立性、透明性及び公開性とは程遠いものである 原子力規制庁は、「日本電気協会

の、中立性・透明性・公開性11::関する調査を行いz 適E化を勧告すべきである。現

状の日本電気協会には、公的な規格を作成する資格がない。

[珪1JEAC4'OH007および其の改訂版の策定過程において、井野と小岩は日本電気協会原子力

規描量員会に対してさまざまな要請を行った しかしτ それに対する対応は独善的かっ一方的で

あった このことについてはi 貴霊員会抱に珪付した下記の文書に詳述した

・ 回中世一規制吾員長あて '015年1月 '0臼付 別括責輔 B1

・ 図中知規制聾員あて 2015年4月 2日付 別語茸科目

なお!今回の技荷評価の封象である JEAC4'01-'007['013追楠版]について日本竜気協会問行っ

た公賓審査の際に提出した意見書を据付する

制定車に封する意見 '013年8月 15目 別語資料田

同協会のホームページには，この宜見書(同協会が趣意的に依粋した剖分のみ)とそれに対する

回害が掲聴されている

J日C4201-2007および其の改訂版で採用された脆化予瑚法は，電力中央研究所の研究に基礎を

おくものである その研究を報じた英文論文は!オンラインジャーナル JournaI bf ASTM 

International (Vol. 7， 2010. lssue 3)に掲草されている この論文田誤りを指摘したわれわ

れ(小岩』井野)の “Letter to Editor" rまI 原論文の過去の購読者に送られ，今桂原著論文m を

購入する読者に1;1，この文書が送付されることになった

日本電気協会厨子力規絡書員会に封して，この事実を通報し脆化予j則法に誤りがある可能性を指

掛したこの件について審議した同量員会の基本方針貰定タスクの議事録音閲覧したところ"個

人攻撃に終拍している英文の和訳が間違っている"など容認しがたい記述があった そのこ

とについて問い合わせた文書と図書を別揺茸料として置付する。

基本方針タスク議事録について 別語貴料 B4

・向上図書 別講資料 B5

E 高浜原発寿命延長審査について

1 ) 高浜原発 1号機・ 2号機の高経年化技術評価 (40年を超えての運転延長)Iこ

関する審査のタイムスケジューノレはどうなっているか

2) r高経年化技術評価書 (40年)Jの審査に、 JEAC4201[2013追補版1の審議結

果はどのように反映されるか
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3 ) 寿命延長によって圧力容器の中性子照射曇が監視試験片の中性子照射量を超

える場合、現状の脆化予測式を使って脆化予測をおこなう(監視試験で得られ

た脆性遷移温度を外挿する)ことは適切でない。照射脆化の著しい高浜1号機

において、 60年時点での脆化予測はできないのではないか。

4) r高浜1号機高経年化技術評価書 (40年):容器の評価書jの 30ベージにあ

る破壊靭性評価 (PTS評価)はどのようになされたか。元となる監視試験破壊

靭性値のデータを開示していただきたい。(玄海 1号制ι伊方 2号機などにつ

いては、原子力安全・保安院での高経年化意見勝取会で、データが開示された。)

5) 2015年におこなわれた「高浜1号機高経年化技術評価書 (40年)Jと2003年

におこなわれた「高浜1号機高経年化技術評価書 (30年)Jにおける PTS評

価を比較すると、両者は著しく異なっている。添付図(別措貴料2)は、この

二つの評価書に載っている図を重ねて描いたものである。同じ運転開始 60年

時点での評価結果を比較すると、 40年評価書では 30年評価書にくらべ、破壊

靭性選移曲線が PTS状態遷移曲線に著しく接近していることが分かるa この

ような大きな違いが出ることは評価の信頼性を疑わせるものであり、かっ、接

近の度合いは圧力容器の健全性に疑問を投げかけるものである。規制庁の見解

を伺いたい。

・別措置料2 高浜1号炉 PTS評価比較図

6 ) 高浜 1号機・ 2号機の庄力容器内面検査は、どのようにおこなうことを求めて

し、るカミ固

E 川内原発 1号機の高経年技術評価について

川内原発 l号機は、 2014年7月3日をもって 30年が経過した しかし，原

子炉等規制法に基づく運転開始30年の高経年化対策に関する保安規定の審

査は終了しておらず、まだ運転期間延長の認可はされていない。実用炉規則8

2条は、 30年を経過する前までに、高経年化技術評価を実施L、長期保守管

理計画を策定することを要求している。

1) 原子力規制庁は、 30年を経過する前に事業者が高経年化技術報告書を作成し

申請すれば、その審査は 30年をまたいでもよく、また、再稼働とは関係しな
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いという趣旨の見解を述べているが、これは法の精神から外れた考えなのでは

ないか。

2) 原子力原子力安全・保安院時代に実施された高経年化意見聴取会の第 1回会合

(2011年 11月29日)において、保安院が提出した配布資料 3-1r当面の高

経年化技術Z平価の進め方についてJの 5ページ目(別措貴料3): (3)個別プ

ラントの高経年化技術評価において、「それぞれの評価期限(法定)に合わせ

評価結果をとりまとめる。Jとして ①伊方2号:法定期限 24年3月(運転開

始後初年) a;美浜2号法定期限 24年7月(運転開始後 40年.) G!福島

第二 1号法定期限 24年4月(運転開始後初年)についてと記されている。

このように、当時、保安院がこの 30年あるいは 40年という期限在、審査を

終えることを含めた法定評価期限ど考えていたことは間違いない。実用炉規則

条文 (82条)に明記されていなくても、そのことは自明であり、書くまでも

なかったことだと思われる。 規制庁が示した見解は、このような認識から外

れたものである。 このような主張が通るならば規制当局への信頼が大きく損

なわれるのではないか。

・別埠貴料3 原子力安全惇曹院高経年化意見聴取会事1回配布貴料 3-1

3) 川内原発 1号機について今後のタイムス吹ジューノレはどうなっているか。また、

今のような事態が生じたととについてEのように考えるか?
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