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原子力規制委員会は， r我が国の原子力規制惟凶器に対する国内外白信頼回復を函り s 国民の安全

を最優先に，原子力の安全管理を立て直1..-，真の安全文化を確立すべく，設置された j ものと伺

っております新たな体制における学協会規格活用が1 どのような審議を経て行われるのか， I日原

子力安全・保安院の対応~/:'のように異なるのか，われわれは重大な関心を持って注視しています

f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jの第 l回を視聡，第2，3回会

合を傍聴しましたこれらの会合においては，脆化予測値の偏りの原因をめぐって多くの議論が行

われております。われわれは，この点について数理統計j データ処理に詳しい専門家の意見を聴く

ことが必要であると感じました，このためl 統計学者吉村功氏の協力を得て， JEAC4201-2007 

[2013年迫楠版L 電力中央研究所報告，第3回会合に提出された技術評価書案などについて検

討しました その結果を以下に要約します

この意見書を回中俊一規制委員会委員長，更田規制委員会委員，検討チームのメンパ」各位にお

示しいただくとともに，次回検討チーム会合に参考資料として提示し』真撃な検討をなされること

を望みます

(1) Mcという補正項の意味について

Mcl土』その定義式

土((日TND，矧 l直)γ(t'JU附計算値)，} 

Mc :=..!::! 
n 

から分かるように，それぞれのプラントにおける予測値(計算値)と実測値左の草離であり 1

ぱらつきではなく偏りを示す量である I なぜ，このような小さくない偏りが生じるのか』日

本電気協会はその原因を解明すべきである

日本電気協会 JEAC4201-2007の元になった電中研報告 (CRIEPI:Q12口07) を読むと，Mc 

は， Vヤノレピ}試験における初期値のばらつきに起因すると捉えているようであるすなわ

ち，間報告書 12ベージで実測値と計算値の差(残差)を論じ， rシヤノレピ←衝撃試験の実測
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値には 定のばらつきが含まれることから，RTNDTの初期値にも当然ぱらつきが含まれる」

として，Mc補正を導入している.しかし，Mcはそのような試験の実測値のばらつきに起因

するものでなく』実測値が計算式から系統的に外れていることを示す指標(偏り)であると

考えるべきである

偏りが生じる原因として，

1) 予測式に間違いがある

2) 予測式に表現されていない未知の因子がある

の二つが考えられる

1)は，筆者らが指摘している反応速度式の間違いが影響して生じた可能性である まず

間違いを正した予測式をつくり，再検討すべきでるる

2)は』予測式で考慮した化学成分以外¢鏑材中の不純物成分の影響』鋼材が不均質であ

る可能性，異なる脆化メカニズムの存在』などが考えられる 原因を解明する一助として』

プラントごとにMc白値を求めj その正負や大きさの傾向を整理して』プラントの特徴(銅

などの不純物の量，照射速度な/:')~対比するなどの解析が求められる.技術評価書案には，

そのような試みが示されていて(ベージ42-43，表 16，17，図 24，25)，偏りがあることが

示唆されているが』原因解明のためにはさらなる考察が必要である これら解析のもととな

るプラントごとのデータの開示を求める

JEAC4201-2007 [2013年追補版1には， B-2100③と④において，MRとMとに対してマー

ジンという同じ言葉を用いている。両者は違う性格のものであるから、 rMRはばらつきを考

慮したマージンJ、rMcは偏りを考慮したマージン」というように区別を明記すべきである。

『技術評価書』案の45ページには、「日本電気協会は、 Mcが監視試験データの実測値と

計算値の差を材料毎に平均した値左して計算されることから、 Mcのばらつきは全監視試験

データの実測値k計算値の蓮のばらつきより小さいと考えるとしており、 Mとの絶対値は基

本的にA品の値より小さいと考えられるとしている。」と記されているが、このような比較

は無意味である。その考えは正しくないと指摘すべきである。

(2) 予測式のパラメータ修E
新たに得られたデータが従来の予測式から外れた場合，そのたびごとに予測式を修正する

のは合理的なことか? 予測式なるものは1 現象をできるだけ精度よく，かっ未来の結果が

外れないように予測するためのものであるそういう視点で見ると』高照射量のデータが得

られたからといって，パラメータフィッティングのみをやり直す電力中研の判断は誤りであ

る 基本の反応速度式の誤りが指摘されているのであるから，その点在先ず正すべきで，エ

ンドースを行う規制当局の役割もまさにその点にある白

(3 ) ブイテイングパラメータがあまりにも多い問題

予測式は理論的なものでなく，現象を数式で表すための実験式である，という視点で考え

ると j とのパラメータの数はあまりにも多い電力中研報告白Q12007の最後に書かれている

予測式には， ""1 ， 62 ，(;[，ι，一一 -~7 ， TJl> 7h という 21 個のパラメータがある これらのうちの

いくつかは不要であるH 未定パラメ}タをデータに合わせて定めるときには，次の 3点

に留意するのが統計学の常識である i・パラメータの一意性が成り立っていない可能性
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@ 推定値目聞の独立性が失われる可能性

@ 当てはめすぎ現象で予測式の妥当性が失われる可能性

予測式を決める反応速度式なEに含まれる係数(パラメータ)の値が，データセットを

変えたことによって大きく変化した この事実は，予測式の不安定性を表しており l 上記

3つの問題を詳しく吟味する必要性を示している。解析が信頼できるものであるかどうか

検証することが必要であり，データおよび解析プログラムの公開が必須である

(4) 監視試験デ}タの照射量を超えての外挿はおこなうべきでない

ととで示されている予測式が棺関式でしかなく j また，さまざまな点において問題を含む

関係式である以上，監視試験データでの照射量を超えての外挿は危険である外挿すべきで

ないことは，検討チームの二人の外部専門家も強く主張している I

「外挿すべきでないIとは，評価対象主する時期において， PTS評価に使われる容器内表

面の推定照射量がj 監視試験データでの最大の照射量以下であるべきことを意味する!この

ことを規制委員会の『技術評価書』に明記すべきである.具体的には， 40年運転時期にお

いて， 60年までの運転延長を審議する際には， 60年時点での推定照射量を超える照射量の

監視試験データが必要ということである

第 3回検討チーム会合において，平野技術総括審議官から r，. . 40年のときは評価対

象が 20年になります 40年から 20年ということになりますので，可能であれば20年先の

ブノレエンスに相当する照射脆化量がほしいと』基本そうですね. ・・・ Jという発言があっ

たのに対L..，青木技術基盤課長から rそこはちょっと次回までにきちんとまとめたいk

思っております ただ』現実を考えると， 40年のときに 60年取れるかどうかというのは，

それはプラントによって違いますので』全てのプラントで40年のときに 60年取れるかとい

うのは，必ずしも条件ではないと考えておりますけれEも J (議事録 49ページ)という発

言があった これでは， 1回に限り 20年以内の延長を認めるという規定に反するのではな

かろうか再考を求める

JEAC4201-2007 [2013年追補版1にはz 品 2100④において， r・・・監視試験で求められ

た最大の中性子照射量を超えて sRTNDT予測値を定める場合1"限り・.J (3ベ」ジ)と

いう文言がある 監視試験データの最大照射量を超えての予測伎は定めるべきでないので，

これに関わる記述は規程から削除すべきである

** 捕足 7ィティングパラメータについて

電力中央研究所報告 Q12007に記された庄応速度式にはいくつかの誤りがあり l その詳細は別稿(小岩昌宏

原子炉庄カ容器の照射脆化脆化予測法 JEAC4201~2007 は誤っている金属 85(2015) 87 別府I送付済み)に記

した その韻りはひとまずおいて同報告にある数式をそのまま認めた場合でも， 7ィテイングパラメータが

不必要に多い.

手=ι F，'，(ι+ι4)24ft (A2) 

この式のc，が不要であることは説明するまでもない
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Aゐ ~ç..J可

~ c...Jc" 'f(C~;' ， C，c)' g(C~，)+ h(的JG，;

f(<牝昨日三立+~2

g(C~H同， (C~，)ヴ
h(戸)~ι(1+品。Dx)-ØI
Dx同 D白

(A8)式にそれぞれの関散を代入する"以下のようになる

ぬ ~ç..JV;

(A8) 

(A9) 

(Al0) 

(A1I) 

~ç..~ç" {ç" 年比H+ç，， (C~ l'''r +ι 川町)凶

この式を眺めると (cuJ ';12)のEちらか， (c" .;，，)のどちらかは1にしてよい すなわち，電中研モデ

ルの中身に踏み込む議論をするこ止なく， 3個のフィティングパラメ}タが不要であることが指摘できる，

また，f(C~;' ， C，，) はクラスタ】つあたりの臼の量であるからι フィティングパラメータが入る余地はな

い品l:=:1， 0;;2::::0 すなわち，

とすべきである

円一円M

f(qr，Csc)=」戸ム
い児

なおl 別稿(金属 85(2015) 87)では以下の指摘を行っている

マトリックス鵬による遷移温度上昇はIJ.T，.(D= Cl7長EKしているのであるから， (2-8)引

ilTx ~ç"JG，; ，書く方が自然であるその揚告。式仰ト(2-11)叩不要で，計算は大幅に鵬化されl

部教のうち ι，Ç;O'~1'~2'占;J'';14 の計草が不要となる

電中研報告 Q12007に f棺質原子クラスタの体積率は、脆化量の計算の途中過程で計算されるものの，実捌さ
れているアトムプロープデータを定量的に予測しているわけではなく，ー回ーj と記されていることからもわかる

ようにI 実測した溶質クラスタ体積V
f
の値は計算置と対比はされずj 当黙のことながら脆化予測には用いられ

ていない

円2-8)，(2-11)は(A-8)，(A田 ll) とそれぞれ同ーの式である
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kT('_=2止16+129.9・exo面五両1(T-扇刀
{高浜1号機の運転倒始後:60年時点のKIC下限包絡曲線〉
K1c=20. 16+129. 9'exp{0. 0161σ-119) } 

(高浜l号機の現時点のKlc下限包絡曲線)

KIc=20. 16+129.9・exp[0.0161σ-131)} 

(高浜l号機の運転開始後60年時点のKlc下限包絡曲線)
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図2.3-4(1/3) 高浜1号炉原子炉容器胴部(炉心領域部)中性子照射脆化に対するPTS評価結果

[深さ10mmの想定き裂を用いた評価]
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3百当面の高経年化技術評価の進め方(案)

(3)個別プラントの高経年化技術評価

<検討内容及び検討方法>

0侶別プラントごとに、従来の知見で対応できる部分については、原子炉設置者から報告
されている高経年化技術評価書に関する評価を進めつつ、上記(1)(2)の知見について

は、検討結果を速やかに高経年化技術評価書に反映して評価結果をとりまとめる。

0具体的には、値別プラントごとに、

-事業者の技術評価書の書類審査
・発電所への立入検査(設備状況、検査データ等の原本確認)

等を基に新たな知見を反映しつつ、技術評価及び長期保守管理方針の妥当性の確認
を進める。

0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。

①四国電力{株)伊方発電所2号炉:法定期限24年3F!(運転開始後30年)
②際西電力〈株)美浜発電所2号炉:法定期限24年7F!(運転開始後40年)
③東京電力(株)福島第二原子力発電所1号炉'法定期限24年4月(運転開始後30年)
(*福島第二1号炉Iま、冷温停止状態を前提として評価)

高~.:，.:!~}省営企ゐ繍安叫
可申長島市間昨叩叫一一一"…崎一一4 一一 題韓


