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1 高経年化技術評価に関する意見聴取会において， JEAC4201-2007の中性子照射脆化予測

式の基礎となっている電力中央研究所の研究報告には誤りがあると kが指摘された具体的

には， 照射により形成される欠陥の反応速度式において， Cu原子の拡散係数D が l乗で

あるべきところが Z乗になっていることである この点は学術的な問題であるので， 学協

会(日本電気協会)において検討することとなった 同意見聴取会においてs 関村直人氏

は以下の主旨の発言をした。

(拡散係数が 1乗であるべきとの)井野委員の指摘は正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.

ブイツテイングパラメーター(回数)を増やすか、あるいは減らして、誤差を減らしてい

くーそういうことも含めながら考えていくべきだ

これらの指摘は当を待たものである 原子力規格委員会の委員長をつ左める関村 直人

氏は，日本電気協会における JEAC4201-2007の改訂に関する審議に際して，こうした視点か

らの発言ないしは示唆を行ない，学術的検討を主導すべきであった

2. このため，われわれは原子力規格委員会に意見書を送り z上述の反応速度式に関する学

術的な検討を行うととを強く要請した，それに対して，原子力規格委員会は以下のように回

答した

(1)素過程の議論にもとづき照射促進項において拡散係数が l乗であるべきとの指摘は

JEAC4201-2007脆化予測法で採用されているそデル化の方針とは基本的に異なる。)JEAC4201-2007予測法は，多数の実機監視試験デ}タや材料試験炉データの関連温度移

行量に対して一定の予測精度が確保されている

上記の2点に関して』以下の点を指摘する.

(1) 拡散係数の次数について

・共著者の一人石野菜氏の発言

2012年7月に九州大学応用力学研究所で開催された“炉内構造物の経年変化に関する研
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究集会"の際，電力中央研究所報告の共著者のひとりである石野菜氏は「拡散係数の 2

乗にしたととは曽根閏君の勇み足だったJe発言した また，石野氏は rDをI乗とし

た場合も計算するように言ったが，曽根田君はやる気はなさそうだ」とも述べていた

. 世界の照射損傷のエキスパ}トもこの誤りについて懸念を共有している

JEAC4201目2007の脆化予測方式は，電力中央研究所の研究を基礎とするもので，第24回

ASTMシンポジウム(材料の照射効果及び燃料サイクノレ)で口頭発表され』オンラインジャー

ナノレに掲載された われわれ(小岩，井野)は連名で Joumalof ASTM Intemational あてに

“Letler to Editor"を送り，この論文には誤りがあり，撤回されるAきことを指摘した そ

の結果として，

われわれが投稿した Letterto Editor，シンポジウム主事者のコメント』原論文著者の反論

などの文書が原論文の購読者に送られJ 原著論文には問題があることが示唆された と

の文書のうち，シンポジウム主宰者かう編集責任者である Je即時Busbyのコメントの目頭

部分を以下に示す

1 have asked several oth町 expe吋sin RPV steeIs and physics ofradiation damage to look at 

品川 paperand the rec叩 tcommenu雪 百四 comments in the letter do have merit and we 

could a11 see their concem in the development of the equations as they do not follow the 

gene江allyaccepted theo叩 forsuch phe江l0mena. Further， given the current state of 

awareness around the world on reactor integrity， such concems are understandable 

[訳文]

原子力圧力容器鋼及び照射損揮に関する数人的エキスパートに原論文と L出 erto Editorを送

り意見を求めた この L，尻町に述べられているコメントは価植あるもので，この種の現象を担

う際に広〈用いられているものと異なるやり方で(原論文の)方程式が展開されていることに疑

問を握起しているのは当然である またa 原子炉の安圭性への聞心が世界的に高まっている

現状からも，このような鳳tはよく曲解できる

以上の事実から，電中研報告に述べられている計算は，拡散係数Dの次数を誤って 2とし

て行ったものであることは明らかである A なお， r拡散係数Dを2乗としてフィッティン

グした方が I乗とするよりもよく合う」と主張するのであれば，電中研報告の著者はそれ

を裏付けるデータを示すべきであるz

ο) 原子力規絡委員会及び原子力安全・保安院は，“JEAC420ト.2007予測法は，多数の実機

監視試験データキ材料試験炉データの関連温度移行量に対して一定の予測精度が確保され

ている"ことをもって，基本反応速度式に誤りがあるというわれわれの指摘を頭から否定す

る この点について，以下の点を指摘したい式 JEAC4201-2007予測法は約 20価のフィ

ッティングパラメータを用いて，データとのフイツティングを行っている，多数のパラメ

ータを用いれば，既存のデータの傾向を再現することは可能であるう しかし，予測法1"期
待されるのはs フィッティングに用いなかったデータの予測である JEAC4201-2007が中性

子照射量の高い領域での予測に失敗1..-，高照射領域のデータを加えてあらたにフイッティン
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グパラメータの再設定を行うことになったその結果、 7ィッティングパラメータ0;直

は大きく変化した これはそテツレの脆弱性が露呈したことにほかならない。その原因のひ左

っとして，基本止する反応速度式の誤りが指摘されているのである なぜその指摘を無視す

るのか?

なお，米国では予測式の妥当性を検証するために』以下のような方法を用いている本とい

う

“監視試験データのうちおよそ 10%をブラインドデータ(予測式の作成には使用し

ない)として保留 L，予測式の完成後にその有効性を確認するために用いる，

"予測法"であるからには』当然このような方法を採用して，信頼性をたしかめるべきであ

ると考えるがどうか

以上を要するに， JEAC4201-2007予測法およびその[201X年追補版]制定案は，基本と

する反応速度式に誤りがある したがって， JEAC4201-2007の廃止を含めて全面的に再検討

する必要がある

*文献

E.D. Eason， G. R. Odette， R. K. Nanstad and T. Yamamoto 

“APhysically Based Correlation oflrradiation-Induced Transition Temperature Shifts for RPV 

Steels"， November 2007，ORNL汀M・2口06/530
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社団法人 日本電気協会原子力規格委員会殿

2014年 11月初日

京都大学名誉教授小岩昌宏

東京大学名誉教授井野博満

第 40回基本方針策定タスク 議事録についての質問

2013年 5月初日付で，貴協会宛に下記の異議申し立てを行いました

JEAC4201-2007 r原子炉構造材の監視試験方法」

の改定に関する審議についての意見(異議申し立て)

これに対して， 6月 20日付文書(日電協 25技基第 097号)による回答を受け取りました，

しかし，その文書は当方が質問した項目のほとんどに対して未回答であったためι7月 26日付で再

異議申し立てを行ったととろ， rすでに回答済みであるので重ねての回答はしないJ旨の文書(日竜協

25技基第256号， 10月 3日)を受け取りました

この件に関連して，貴委員会が審議された“第 40回基本方針策定タスク 議事録"

を閲覧しました これについて，いくつかお尋ねしたいととがあります，先ずz 議事録牟の関連部分

を以下に記します.事h町 //www.dehki.orjp/commi此ee/nuc/gijilkihontsk/kihontsk40.pdf

3)JA巴4201に関する外部からの意見への対応について

事務局より，資料 40-3-3に基づき，外部からの意見への対応について説明があり，対応につい

ては下記意見を踏まえ再検討し，委員会へ提案するこu した.

(主な意見)

-この件については，個人攻撃に終始しているのでルール上どう扱うのが適切かについて判断す

る必要がある.入口論kして審議するに足りるものになっているかa

個入攻撃がはなはだしい.またl 意見については回答しているが，ある一部の陶題を規格委員

会，日本電気協会と段々 に問題を拡大している扱いに不信感を持っている。

・務付1の (1)は今まで言ってきているこ，の繰り返しであり，なぜ繰り返しをされるのかは理解

できない， (2)は英文の和訳が誤っている， (3) 1乗について示す責任は分科会に全くない， (4) 

と (5)は規格委員会の揚とは違うことであり畳け付ける必要はない， (6)は意味が分からないJ

(7)は回答務みι (6)は最終的な判断は委員会でする.したがって分科会でお願いすることは無

いと考える固

一意見 1，2もつまるところj 脆化予捌訟の中の考え方は別紙， 1こ書いているだけでありaホーム

ページに公開するととになるので。もう少し前触れの部分を補足しなければならないと思うの

で検討する.別紙 1については分科会で検討してきたものであり，規格委員会でコメントが付

けば再検討せざるを得ない.

・法律の専門家の意見を聞きI 対応案を検討する.

上記の議事録は，あまりに簡潔すぎてどのような審議が行われたかわかりませんl とくに，以下

の2点についてお尋ねします

(1) “個人攻撃に終始している"とありますが』これは第4項 「射す直人氏(委員長)は意見聴取会での発言

に責任を持て に関すること左存じます高経年化技術評価に関する意見聴取会において，同氏が r(拡

別格4

散係教が 1乗であるべきとの)井野委員の指摘は正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

カ叫日本)電気協会の揚でも融論しなければならない j と発言されたことを指摘しました.

この点に関して"第 40回 基本方針策定タスク"において，関村直人氏及び各委員はrのような

発言をされたのでしょうか 関村氏の公的な場における上述の発言及びそれに関連する原子力安

全・保安院の発言を受けて，日本電気協会は真塾な議論を行う義務があるはずです それを“個人

攻撃に終始している"左切り捨てるのは，学協会規格制定を担う協会としては無責任です

(2) 英文の和訳が誤っている との指摘について

これは 第 2項 世界の照射損傷のエキスパートもこの誤りについて輯念を共有している に関するも

のです原文及び和訳を採録します

1 have asked several 0油erexperts in町 V脚 Isand physics of radiation血mageto look at t1tis paper皿 dthe r印刷

comments 百1ecomm田 "m也， J，悦erdo have mぽit田 dwe could a1t seeぬeirconcern in the development of the 

叫uationsω血eydo not follow the g回巴叫1yacωp吋出回ryfor such phenomena. Fu巾 er，glv阻 thec町 .ent由 teof 

a帥 rene叫町O凹 d仕1eworld on reactorintegrity， such concems 8fe understandable 

(訳)原子力圧力容器掴及び照射拐事に閲する数人目エキスパー}に原論文ど L訓 ertoEdi闘を送り意見を求

めた この L'批tに述べられているコメントは価値あるもので』この種の現象を扱う障に広く用いられてい

るもの左異なるやり方で(原論文の)方程式が展開されていることに疑開を握起しているのは当然である ま

たj 原子炉の安全性への関心が世界的に高まっている現状からも，とのような僚主はよく理解できる

和訳を見直してみましたが，どこが誤っているかわかりません，誤りを具体的に指摘しでくださ

いI また1 この指摘をされた方はどなたかお知らせください白

(3) 他の事項に関しても，記述が簡潔すぎてどのような審議が行われたかわかりません 速記録な

いしは録音を開示してくださるよう要請します

なお，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L

て，以下のような発言がされているこ tを申 L添えます

h坤 //www.nsr.go.jp/commi肘 e!kisei!1叫fy/data且o121114-kisei.pdf) 
議事録 13-15ベージ参照

く日本電気協会原子力規絡委員会の規格審議に関連する発言の要約>

島崎委員

委員構成身内のと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s 議事録等はなくて，何が決まったかということしかな

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

以上



協 101品)，(本方針策定タスク議*鈷にコいてのご質問へ叫凶器

.I1!h~2ö{!: 11 n 29 n Hで受削しました11記ごn問にコいて、以 F白とおり日告いたしますむ

[ご町1m1] 

"11&1人攻守主{こ終始している!とおりますが これは甘HlJ1 問村出人民{岳H民}は立見出

~司会での亮吉に i'ifJ; を持てに附ヲることと有じます 勺持'I'{t!，出許制iにl山 jる以上t児

山会に.i.!t'，て、川氏カ o~;n1.1品故が 1 Æ~であるべさとω) 外野君円山崎f向上士 l七しいこ

認めざむ ~iUi'ぷいところがある どのように評価していく白ゐ刊行市計11話協会の均でも説

的しなければなら白い Jと先言された〕とを桁悩しました

この点に，'Jして。 iS1子)40間基本)j封筒定タスク lおいて!問村正1人L10及び俗葺nは

どのような発，"j"<とされたのでしょうか. 1.01村氏の公的な1i}における l出の完首及びそれに

問主liすo昭子力宜主・保官|泣りJe吉を呈けて!日本泣首脳会!土(i製な議論を行う先的fJ¥出

るはずで万 それを“附人攻mlご特姑している"と切り出てるのは，学協会出tif制定を出

う協会としては鼎古IEです

[同容 1J 
自白色陥 25 技J，~百~ 097 日(平成~!i {F日月 20F!)にて叫に刷特し C いる辿り、品i/~.nlこ

はヲ~j:Nt告の記岨\i しτおりませんので、公開している純:jJ';tt以 J: "，IIHf1はございませ

んι'l~t;、且U:r..る透明l性 111' I.l-~のた泊、引き刊さ険討を進めてまいりまザ e

[ご'{tUlリ 2J

英文の和制力{，~tっているとω指摘にコ，，て

乙2れIIは主百抗5ロ21;刷iれ1世』似Aの問射証如iI向泊のヱキスパ一卜もこdの〉ば副iりに

lじ』斗l問問するもので-サJ 仲、文止びE和r1i'訳Y官:をJ掠主持します

I h臥 ~'nskccl s~'\'<'raJ olhcr 山p~rI~ in RI'V s!Ce!s IlJld I)hy~ks ofr:，ui以 iU[ldan凶!!<'to 1no): nt this pap<，r nnd 

山c氏、叩""叩田川、 rhccomn山 Its111 thc lellcr d[] have merit訓 Id¥¥'c could 3)1 ~CC tlほirconcem I11 lhc 

dcvdupl1lCI11oflhc臥l叫 tillMa~ thcy do 1川刷[O¥¥'¥[11.' generaliy acccptcd lhCGγlor such phel別別刷

f"此hcr，gh句cnthc currcnl sta!C of lIw!ircnc対Ilr<lundlhc、¥'orldO!l rじ臥:¥01'illlcgrity， such C (l ncern~ ill"i: 

1.11ld~陪 landahlc

{同1h;!子 hH 力制抑制及乙叫jlHm{!~I:JIMすと政人のエキスパ 1， ::開訴l文とLctlerro 印刷を

i去り .\JJ~を，11めたこのLetler にj主ペ \;.~l ているコメユ l は仰!航あるもので この稲の現魚を

Nう昨に広くJJIいられているもりとW.なるやり }jでCb;(論文の)jjm1ti'sIN附されていること

にもW:Jを担担しているのはお雑である また b円台iの宏子，nへの同心が世界的!こ1I;まっ ι

日るmiたからも こ白ょうfょ4毛布ltよくJ.ln昨守きる t

!11訳会見附してみましたが，どこがI~'~ コているかわかi)ません。 ji'i!りを共体的!ご指摘し

てください また，己白指摘合された均はどな止かお知らせください

[問答 2J

Wllt:者自発苛に!瑚する問い台わせにコきましては、ドl本世気協会としては間帯しか

ねますので、 l司容を扱えさせていただきま方 E

[ご町|同;{J 

他的事現にI!J，]しても， ;fi.:述が前潔すぎてどのようι事議が行われたかわかりません

班点1掠ないしはM古を附示してくださる主合型的しま寸、

[凹苔 3J 
現時点では.'"記作は作成しており会せん島また 技術的!.C内詐をIl}j暗に守匂ため附

子力m絡者n会および分科会については1 平 'i~~5fl-， Dn3U 円以昨はM-f)'を行っており

ますが 3ι小)j針軍定タスクについては録rfをIT-::"ておりませんe

り‘ i二
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