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原子力規制委員会委員長

田 中俊一殿

拝啓

時下ますますご清栄のこ左とお慶び申し上げます.このたび原子力規制委員会においては，

民間規格である日本電気協会制定の「原子炉構造材の監視試験方法Jの技術評価を実施される旨，

貴委員会議事録(平成27年第 48回， 1月7日開催)により知りまじた.

今回s 技術評価の対象となる

皿 AC4201-2007日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法J2013年迫補版

については，原子力安全目保安院が実施した「高経年化技術評価に関する意見聴取会」において，

その妥当性に関する議論が行われました井野侍満委員は第 14回聴取会において，

JEAC4201目2007が採用している脆化予測の基礎となっている反応速度式には，根本的な誤りがある

ことを指摘したところ原子力安全・保安院は

規制出関kして、規格のエンドースに当たっては、脆化予捌式の内部構成に関ら

ず、国内外の監視試験測定値との整合性について確認しています.

一方、今回のご意見は脆化予測式を構成する微分方程式の一部の項についての学術

的な内容であり、学協会で議論すべきものと考えます.

として1 日本電気協会 に議論を委ねたかたちになりました I このため，同協会原子力規格委員会

における審議を注視し，質問上を送るとともに公衆審査の際の申し入れを行いましたが，学術的な

議論は行われないまま「原子炉構造材の監視試験方法J2013年追補版が制定され』今日に至って

います.これらの一連の過程を通じて，民間規格活用に際して考慮すべきいくつかの問題点が浮か

び上がりました これらの点を く民間規格(学協会規格)活用における問題点> として別紙に

記しました JEAC4201-2007の技術評価とあわせて，学協会規格活用に関わる一般的な問題として

貴委員会で検討Lていただきたいと存じます

従来の経緯および問題点については，下記の文献に詳述しました別刷を添付しますので，ご

覧いただいた上，公正な審議をしてくださることをお願いします

(1)小岩昌宏原子炉庄カ容器の脆化予測は破綻している

ーでたらめな予測式をごまかす意見聴取会 科学(岩波書庖)82(2012) 1150 

(2)小岩昌宏続原子炉圧力容器の脆化予測は破綻している

一日本電気協会，電力中央研究所と学者・研究者の聾勢を問う 科学(岩波書向 84(2014)152 

(3) 小岩昌宏 原子炉圧力容器の照射脆化 脆化予測法JEAC4201目2007は誤っている

(校正刷) 金属 2015年 2月号

敬具
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別紙 民間規格(学協会規格)活用における問題点

原子力規制委員会(平成24年 11月 14日 第 11回)においては』学協会規格の活用に関して2

人の委員が』以下のような発言をされています，

く日本電気協会 原子力規格委員会の規格審議に関連する発言の要約〉

島崎委員

委員構成 身内のことを身内で決めているというふうにとられかねない

第三者的な方が非常に少ない

透明性審議が公開されているというが，議事録等はなくて』何が決まったか左いう

ことしかない，どの程度詳細な審議で決まったかわからない

更回委員

学協会規格 (審議の際の)議事録はあるが速記録がない策定プロセスの透明性を上げて

いくため，速記録，録音がいつでも参照できるトレーサピリティを高めておくことが重

要である

1. 日本電気協会について

JEAC4201-2007 f原子炉構造材の監視試験方法」およびその改訂をめぐる日本電気協会 原子力

規格委員会における審議を注視してきた 上記の両委員の指摘のように，改善を求めるべき点が

多い以下』具体的に指摘する

原子力安全・保安院が開催した高経年化技滞評価I~関する意見聴取会においてj 関村直人

氏は f(拡散係数が 1乗であるべきとの)井野委員の指摘はEしいと認めざるを得ないところ

がある どのように評価していくのか(日本)電気協会の場でも議論しなければならない」 と

いう趣旨の発言をした しかし，原子力規格委員会の委員長である関村直人氏は，意見聴取会

での自らの発言に応じた対応をせず，ロをつく'んだままでj 原子力安全・保安院が要請した学

術的検討を行わなかった

JEAC4201-2007に関する検討は，日本電気協会原子力規格委員会の構造分科会の下におか

れた破壊靭性検討会で行われた。破壊靭性検討会は，今回提起した問題を審議するのにふさわ

しい経験・能力を持つ人々で構成されていただろうかり 意見聴取会において，原子力安全・

保安院ならびに関村直人』庄司哲雄 両委員は，学術的内容であるから学協会(日本電気協会)

で審議官'と主張した，そのような議論が全く行われなかったのは，委員会の構成に問題があ

るといわざるを得ない委員の追加あるいは参考人からの聴取を実施すべきである なお，電

力中央研究所の曽根回直樹氏は，破壊靭性検討会の委員である 同氏は，この規格が立脚して

いる脆化予測に関する研究報告の筆頭著者である その研究報告の誤りが指摘されていること

に関する審議を行う際には，同氏を委員からはずすべきであるのに，そうした処置はとられな

かった.

会議資料のネット公開と議事録の早期公開

民間規格制定を担う学協会の関連委員会等の会議資料，議事録の入手閲覧が容易かっ迅速に可

能であることが望まれる

(1) 日本電気協会の関連会合の議事録は，次回の当該会合での承認後に公開されている 過
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去の記録を見ると， 1年近くも議事録を見るこ止はできない場合もある これは「公平・透明・

中立性を確保するJという精神に照らしてきわめて不合理である a議事録はj 当該会合終了後』

速やかに公開すべきである

(2) “公平性，公正性，公開性を確保すること‘'を標傍する各種目機関が開催する会議は“配

布資料のネット上での公開"を実施(多くの場合l 会議当日に)している.日本電気協会も実

施すべきである

- 規絡制定に際しての意見公募の方法

学協会規絡は公共性が高く，規格制定の際に意見公募を行う場合，国の行政機関が政令や昔、令

を定める際の手続に準じて行うのが望まれる 行政手続法は，以下のように定めている

・ 定めようとする命令等及び関連する資料をあらかじめ公示すると左[第四条)， 

・ その公示は電子情報処理組織を慣用する方法その他の情報通f吉田技術を利用する方法により行う

ものどするとと(第45条)

今回の“原子炉構造材の監視試験方法 JEAC4201-2007(2013年迫補版l制定案"に関する意見受

付公告では，関連資料入手について以下のように述べている，

一般社団法人岡本電気協会にて規格の閲覧が可能です.また，郵避による資料の送付も行っており

ますので，お陪い合わせ下さい.

すなわち r公示は電子情報処理H組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」

では金く非常に不便であり，改善を望む!

H， 原子力規制庁について

人 旧原子力安全・保安院からの業務引継はI!のように行われたか?

前述のように「高経年化技術評価に関する意見聴取会」において指摘された電力中研の予測式四

誤りについては，“学術的な内容であり，学協会で議論する"こととなった この際，井野委員は

f本聴取会で畳起された問題点を要約し，検討すべき点を明らかにして依頼すべきである。聴取会の

委員がl たまたま学協会の世職を兼務しているという事情があるにせよj 無作為のまま橿然と検討を

依頼した形にするこ~は，，.，意的あるいは不十分な結果に終わる危険がある J 

と指摘したI しかし，石垣高経年化対策室長は，

「報告書，資料j 謹事揖はj すベて公開をされているから検討をお願いしますと言えば，十分間題点

は転わる J 

と答えた (第 18回意見勝取会議事録より)このことに関して，石垣室長は

との予測式の畢当性の議論につきましてはj 学協会で揖議論していただく左いうこ止が適切だと思いま

す」学協会に対してはj ぜひ拘議論してくださいという要請を行い(たb、)というふうに思っている

ところということでございます

とも述べている(第 17回聴取会) ところが，石垣室長は2012年 8月 20日付で中部近畿産業保安

監督部に異動してした.意見聴取会の審議の結果はどのように日本電気協会に伝えられたのか?同

協会の議事録，各種資料を見た限りでは』石垣室長が要請を行った形跡は認められない 旧原

子力安全・保安院からの引継ぎが円滑に行われたかどうか検証していただきたい

B. 旧 原子力安全基盤機構(JNES)の行った事業に濁して

別添削

原子力安全基盤機構 (JNES) は， JEAC4201-2007の脆化予測式の高照射領域における適用可能

性を検証するため“高照射量領域の照射脆化予測"プロジェクトを実施した.との事業は平成 17年

度から6ヵ年の計画で行われたもので， その実施体制について報告書事は以下のように述べている

本事業l立、経済産業省原子力安全・保安続からの交付金により独立行政法人原子力安全基

盤機構の規格基準部材料評価グループが実施している。なお、必要に応じて、事業の一

部を、試験設備を有する機関などに請負付託している。本事業の成果は、学識経験者の

委員から構成される試験研究等外部評価委員会に報告して、評価を受けている。ま士、

学識経験者の委員から構成される「照射脆化検討会」を組織して、本事業に対する助言

を得ている。

この報告書には， JEAC4201-2007 の脆化予測式の計算に際して，銅中の銅の拡散係数D~;mlal e 

して O.75cm%を用いたと述べている.また，中性子束の関数として拡散係数を示したグラフ(図め

にも，単位として cm%が記されている これは，拡散実験で得られ，学術雑誌に報告されている

値とあまりにかけ離れている材料研究者であれば，そのことにすぐ気付くはずである 拡散係数

の値は時間スケール(現象が起こる速度)を規定する白電力中研モデノレの反応速度式を数値積分す

る際の時間積分幅の選択に際しても，考慮されるべき量である その基準となる拡散係数(f;直が

実際の直と 1020 以上も異なるのに， もっともらしい結果が得られているのは理解しがたいとと

である なお，電力中央研究所に問い合わせたところによると， “(拡散係数は) 単位を持ちま

せん.r単位を持たないJ~は，その変数の値そのものは何等かの具体的な単位に対応する値では
ないj という意味です"という不可解な回答が寄せられた.

別 ESは原子力規制庁 に吸収されたので，上記の件に関しては貴庁が業務を継承されている

と承知している その認識の上で，過去および将来に関する問題として以下の質問をする.

(1) r事業の一部を請負付託した試験設備を有する機関Jの名称は明示されていないが，記述内

容及び参考文献から，電力中央研究所であると推測される もl.-，そうであるとすると，

JEAC4201-2007の脆化予測式を開発した機関に対して， “高照射領域における適用可能性を検証

する"ことを請負付託したことになる それは適切であるうか?

(2) r照射脆化検討会j の構成メンバーは，関村 直人(東京大学)，曽根田直樹(電力中央研

究所)，鬼沢 邦雄 (日本原子力研究開発機構)である.関村直人氏は，原子力規格委員会の委員

長』曽根田直樹氏は電中研モデノレの詳細を記した論文の筆頭著者であり，原子力規格委員会 構造

分科会破壊靭性検討会の委員である この士書の冒頭で引用した島崎委員の指摘

"委員構成身内のことを身内で決めているというふうにとられかねない第三者的な方が

非常に少ない“

のとおりの弊害が現れていると思うがどうか?

(3) 銅中の銅の拡散係数DZmdとして，実際の値と大きく異なる数値が用いられたこ止につい

て， r照射脆化検討会」の構成メンパーは意見を述べなかったのか?

諸原子力安全基盤機構高照射量領域の照射脆化予測に関する報告書，平成 21年 12月
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2015年 4月2日

原子力規制委員会

回中知委 員殿

「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」各位殿

質問および要請

『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」の第 1回を視聴，第 2，3回会

告を傍肱l.-，会議資料を閲覧して感じた点を記します技術評価書執筆に際して，指摘した諸点に

留意されたい

貴規制委員会は， r我が国の原子力規制組織に対する国内外の信頼回復を図り，国民の安全を最

優先1[，原子力の安全管理を立て直し』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，どのような審議を経て行われるのか，旧原子

力安全・保安院の対応とどのように異なるのか，関係者は重大な関心を持って注視しております.

真撃かっ誠実な対応を期待しております

(1)学協会規格を制定する機関としての日本電気協会の適性

技術評価書(案)においては，民間規格の技術評価に当たっての基本的考え方という項目 2.1が

あり，策定プロセスの公正性，公平性，公開性の確保について述べている この点に関して，規

制委員会の島崎邦彦委員および更田豊志委員が，日本電気協会における規格審議の透明性・公正さ

について懸念を表明している(規制委員会議事録，平成 24年]]月 14日 第]]回)ことを指摘し

たい 技術評価書においては，このことを指摘し，以下の点を含めて改善を求めるべきである I

各種委員の構成・選出 日本電気協会原子力規格委員会が提出した「資料 1-3の 1J に

よれば，委員構成は，公平性(中立性) " して「委員構成は， 5業種以上から選定し，特定の

業種に偏らない (同一業種の委員は委員総数の 1/3を超えない.) Jとあるが，特定の業種に

偏らないことをもって公平性・中立性が保証されると考えられるか 中立性という以上，原子

力産業に利害関係をもたない分野の専門家や有識者を委員に選ぶべきである

また， JEAIα201-2007 の誤りについて検討を行った破壊靭性検討会の委員構成の問題点も

指摘したい 同規格の元となっている電力中央研究所の報告の筆頭著者は曽根田直樹氏であ

り，同氏は破壊靭性検討会の委員である。当該問題の審議を行う際，同氏をメンバーからはず

す』また論文内容を的確に理解できる専門家を委員に加えるべきであった

会議資料のネット公開

民間規格制定を担う学協会の関連委員会等の会議資料の閲覧が容易かっ迅速に可能であると

とが望まれる 各種の機関が開催する会議はa官日布資料のネット上での公開"を実施(多くの場

合，会議当日に)されている.日本電気協会に対して再三要請してきたが，未だに実施されて

いない
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規絡制定に際しての意見公募の方法

学協会規格は公共性が高く，規格制定の際に意見公募を行う場合，国の行政機関が政令や

省令を定める際の手続に準じて行うのが望まれる 行政手続法は，以下のように定めている

定めようとする命令等及び関連する貴料をあらかじめィ公示すること{第四条)，

その公示は竜子情報処理組織を使用する方怯その他の情報通信の技摘を利用する方法により行うもの

とすること(第45条)

今回の“原子炉構造材の監視試験方法 JEAC4201-2007[2013年迫椅版l制定案"に関する意

見受付公告では，関連資料入手について以下のように述べている

一般社団法人日本電気協会にて規格の関覧が可能ですまた』郵送による資料の送付も行っておりますので，

お問い合わせ下さい

すなわち， r公示は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法」ではなく非常に不便であり，改善を望む。

(2)原子力規制委員会は日本電気協会 の回答を受け入れるのか9

「原子カ規制庁による日本電気協会への説明依頼事項J(資料 1-2)の「説明依頼事項3J (2) 

においては，関「連温度予測式の精度について「・・・これらが学術的な傾墳であるということもあ

り，学協会での検討に委ねることにした J(原子力安全・保安院の取りまとめ「原子炉圧力容器の

中性子照射脆化についてJ(2012年 8月)， p.12)とあることに関l.-，日本電気協会の検討結果の報

告を求めている 破壊靭性検討会は，それへの回答(資料 1-5) において，

「・・・添付資料1の通りであり，反応速度式に誤りがあるとは考えていません.J (p.26) として

いる，反応速度式が“次元的に健全でない"と指摘されているのに，“誤りがあるとは考えていませ

ん"という主観的な返答では， r回答』になってない

「指摘事項である照射促進項は，クラスター形成の複雑なプロセスを簡単な I単一項Jにより近似

することを且的に設定されたものである Jというが，何故『次元的に間違った式を用いると複雑

なプロセスを近似できるのか』を説明していない 「グレイボックスモデルJにおいても，次元的

に誤った式が許されるはずがない.どのように複雑なプロセスを祖定しても拡散定数 Dの 2乗を

含む項は出現するはずがない。このような科学的に不合理な“説明ないしは弁解"を原子力規制委員

会は受け入れるのか?見解を問う

(3) 関連温度のブラックス依存性 予測式i主外挿に用いるべきではない.

電力中央研究所の脆化予測モデルにおいて， Cuの拡散係数は次式:

D白=Dg;，，，，a' +噌J=D~:""'" 叩 f

で表され，中性子ブラックス再 依存性を取り入れることになっている白しかし，反応速度式にお

いて，拡散係数を I次で書くべきところ， 2次としたため，関連温度のフラックス依存性は予想不

能である 実際，笠岡委員が提出したデータ(第2回参考資料 2ー1) では，奇妙な依存性が

見られる，これが実測の傾向と整合するか否かの検討を行うべきである

第 3回会合において，森下 委員は「各原子炉について，予測式は内挿のフノレエンスの範囲内で

用いるべきJことを指摘した “玄海 I号の第 4回監視試験片など高照射量のデータが従来の

JEAC4201-2007による予測から大きく外れたため，パラメ}タフィティングをやり直して今回の
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JEAC4201-2007 (2013迫補版)を出さざるを得なくなった"という事態そのものがz 外挿が不可

であることを雄弁に物語っている i

(4)脆化予測式回妥当性 日本電気協会以外の学会における議論の必要性

第3回会合において，笠田委員は『日本電気協会には照射損傷1 脆化予測に関する専門家は少な

い。脆化予測に関しては日本金属学会，原子力学会等での議論を踏まえるべきだJ1:の指摘があっ

た。この点については，原子力安全・保安院「高経年化技術評価に関する意見聴取会」においても

指摘があり j 石坂高経年化対策室長は「この予測式の妥当性の議論につきましてはj 学協会で噛議論して

いただくというこ止が適切だと思いますし，学協会iこ対しては，ぜひ榔謎臨してくださいという要請を行い(た

い)というふうに思っているところというこ止でございます )J と発言した ところが，石垣室長は 2012

年 8月初日付で中部近畿産業保安監督部に異動L，要請が行われた形跡はない今回の技術評価

書にはj 上記の両学会において脆化式の妥当性に関する議論を要請することを明記し，実際にも「要

請」を行うべきで、ある

(5) JEAC4201-2007 I~対する疑問を提起した研究集会

技術評価書(案)には， 2013年版迫補の妥当性を示すものとしてj 予測法に関する学会等での

発表として表!oを掲げている。しかし，国内で聞かれた以下の研究集会ではこの予測法の基礎で

ある反応速度式の誤りが指摘された

(1) 2012年 7月 炉内構造物の経年変化に関する研究集会(九州大学応用力学研究所)
(2) 2013年 11月 より安全な原子力技術，核融合技術にむけての材料研究の展開(東北大金研)

(3) 2014年7月 照射材料研究、原子力材料研究のこれから(東北大金研)

外部専門家である森下和功委員は集会(1)に，笠岡竜太委員は集会 (2，3)の参加者で，これ

らの会合にお付る材料照射研究者の共通認識を承知されているはずである 日本電気協会が提出

した表 10のみを提示 L，批判的な見解が報告された研究集会を無視するのは』公正たるべき規制

機関による技術評価として許されないことである

新たな出発をした原子力規制委員会が，学協会規格のエンドースの機会に従来のしがらみを断ち

切って誤りを正すのか』それとも日本電気協会の言い分を鵜呑みにして，裸の王様となる道を選ぶ

のか，多くの関係者が注視Lている

(6)データおよびプログラムの公開

原子力規制委員会は「監視試験片データおよび脆化予測に係る計算機プログラムの公開Jを推進

するよう，日本電気協会を指導すべきである，これは』笠岡 竜太委員が繰返し強く要望している

なお，原子力規制委員会の各種会議一般について要望を述べる

審議の際にはスライド上映を

以上

検討チームの議事においては』説明者が酎布資料を読み上げるのに長時間を要している資料は

ほとんどパワーポイント用に作成されたもののコピーである. 説明の際に当該資料をスクリーン

に投影して行うことにすれば』問題意識を共有して審議を行うことができる実際，第2回会合に

おいて，笠田 竜太委員はスライドを用いて提出資料の説明を行い，よく理解するこ止ができた
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今後の会合においてはa常にスライド上映設備を用意して，これを用いて説明・討論を行うように

していただきたいなお，私が委員を務めている新潟県の原子力関連の委員会では，この方式を以

前から採用していることを申し添える

衆院第一議員会館において [高浜1・2号機稼働延長問題]に関する院内集会の

開催を計画している 参加していただきたい。(集会案内 添付)

以上

小岩昌宏(京都大学名誉教授)

1'520-0246 大津市仰木の里 lー18-7

メールアドレス mkoiwa@Zd.ztv.neJp 


