
[陣内集会]

圧力容器の老朽化を闘う
[高理1掴事号構韓働薄墨聞覇1

@日時:. 4月9日(木)14時 30分"'17時まで

@場所:衆議院第一議員会館第四会議室

@参加費: 無料

2015 年 3 月 17~18 日にかけて関西電力 a 日本原電・中国電力 z 九州電力は、稼働から 40 年を経過、もしく
はまもなく経過する 5基の小型老朽化原発の廃炉を相次いで発表しました。一方で、関西電力は老朽化した比較

的出力の大きい高浜原発 1'2号機と美浜原発3号機について、20年の稼働延長を申請する手続きに入りました。

稼働延長するためには、特別な点検を行った上で新規制基準に対応しなければなりませんが、電力会社は小型

原発には稼働延長に必要な諸手続きに対応するだけのメリッ卜が無いが、出力が大きな原発にはメリットがある

と考えているのです。

しかし、老朽化原発には経済的メリットだけでは判断できない大きな問題がたくさんあります。

この院内集会では、老朽化した原発にどういった問題があるのか、特に日本電気協会が策定し、現在u原子力

規制委員会でその承認の是非が審議されている「原子炉構造材の監視試験方法J(JEAC4201-2007 (2013追補

版))の問題点について考えます。多くのみなさまのご参加をお待ちしております。

i 強 重要旨夏季語{事業員 : 該 .三II
-原発が老朽化すると何がおこるのかつ(時間部分)

.原発老朽化と脆性破壊の全体像を解説

お話:後蘇政志さん (NPO法人AP;AST理事長/原子力市民委員会委員)

・問われる研究者の倫理(時間:40分)

..照射脆化の解説と、日本電気協会が定めた JEAC4201-2007の明らかな間違い、それを認め

ようとしない協会の問題などを解説

お話 小岩昌宏さん(京都大学名誉教授)

盲老朽化原発は稼働延長に耐えられるか? (時間 40分)

…各原発の脆化の現状の紹介と老朽化原発の 20年稼働期間延長問題などを解説

圃質疑応答他

お話井野博満さん(東京大学名誉教授/原子力市民委員会委員/柏崎)(IJ羽原発の閉

鎖を訴える科学者・技術者の会代表)

@呼びかけ議員

阿部知子衆議院議員、篠原孝衆議院議員、江田五月参議院議員

@呼びかけ団体

原子力資料情報室

@協賛団体

原子力市民委員会、玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会

@連絡先

認定特定非営利活動法人原子力資料情報室(担当:松久保)

干162-0065東京都新宿区住吉町 8-5曙橋コーポ2B
TEL_03-3357-3800 FAX.O仕3357回 3801

URL: http://cpic.jp/ 

Ernail: contac担@cnic.jp



不適切な予測式のままで老朽化原発の
寿命延長=再稼働の地ならしが進む

'原発規制庁審議ヴォッチ・グループ

原子力規制委員会「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}ムjが今年 l月

に発足し， 1月26日と 2月24日に 2回の会合

を開いた。 1月7日に示された規制委員会の方針

(第 1回検討チーム会合参考資料H)には， ト…・監視試

験方法については平成 27年 3月を目途に技術評

価書及び基準解釈文書案をとりまとめJるJとあり』

3カ月の泰議で片づけるつもりだ。

なぜそんなに急ぐのか。思い浮かぶのは，高浜

原発1号機・ 2号機の 140年を超えての運転延

長」申請の期日が，今年の7月7日までと追っ

ていることであるら

関西電力は，昨年 11月26日，高浜 1号機 '2

号機の寿命延長の方針を表明したo これらの 2

基は， 1974年主 75年に運転開始された老朽化原

発である。高浜 1号機の圧力容器内に置かれた

監視試験片の脆性遷移温度は 2009年に取り出さ

れたものにおいて 99'Cに達し2 この債は九州電

力玄海 1号機の 9S'Cを超えて日本で最悪である。

運転延長をおこなおうとする場合，圧力容器鋼

板が緊急時に急激に冷やされる熱衝繋に耐えられ

るかどうか』審査を受けねばならない。その審査

に必要となるのが鋼材の脆性遷移温度(関連温度)を

予測する方法であり，日本電気協会の技術規程

「原子炉構造材の監視試験方法]EAC4201-2007J

が用いられている。

日EAC4201-2007Jには，脆化予測式が示され

ていてt この予測式と実測された監視試験データ

とからz この先の脆性遷移温度の予測上限値(関連

温度とい、う)を推定する。その温度を使って破壊靭

性値を求め』加圧熱衝撃に圧力容蒋がi耐えられる

かどうかを判定する。その判定には日本電気協会
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マージンを加えた予測曲線
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中性子照射量(x10'9 n/cm2， E> 1 MeV) 

図一高浜原動1号炉監視試験iこより測定吉れた脆性遷移温度

(丸叩)と JEAC4201-2007[2013迫補版]にもとづく脆化予測

曲線2

運転開始後60年時点の内表面の照射量の位置はl 文献2にあ

る板厚の 1/4揮さ位置の値を減衰比 0.6nで割って求めた。

の「原子炉発電用機器に対する破壊靭性の確認方

法]EAC4206-2007 Jが使われる。

きて，今回，規制委員会が民間規格から規制に

採用(エンド}ス)しようと検討しているのは， ]EAC 

4201-2007の[20日年追補版]である。実は，原

子力安全・保安院時代の「高経年化技術評価に関

する意見聴取会J(却 11年11月-2012年日月)において，

との ]EAC4201-2007にケチがついた。この予担ij

式でlえ玄海 l号機致視試験片の脆性遷移温度

9S'Cを予測，できなかったばかりか，そこで使わ

れている反応速度式に単純だが根本的な間違いが

あることが指摘されたのである(末尾の注参刷。意

見聴取会では』結論保留で学協会の審議に委ねる

ということになり，議論が打ち切られた3~50

ところが，それを引き取った日本電気協会は，

ほとんど実質的な審議をせず〈予測式のもとと

なる反応速度式のパヲメ}タを笑測値に合うよう

に変えて口013年追補版]を制定したのである。

規制委員会が検討チームにミッション(検討項目)と

して提示したのは， 1すでに技術評価されている

2007年版…H と2013年追補版との相違点につ

いて技術的妥当性を評価するJ(第l閥会合参考資料ト

1)， r.....した京って，予測法の適切性は予測結

果の妥当性で評価するJ(同資料1-6)というもので，
2007年版自体についての議論を封じるものであ

った。

このような制約のもとではあったが，〆検討チー

ムの 3人の外部専門家のうち 2人が，予測法へ

問信l科学I03 



の批判的意見を述べた。ポイントの一つは，予測

式をつくる際の反応速度式などの係数の決め方が

結果しか示されておらず当事者以外がチェックで

きない，科学論文ならばリジェクトだ，確認でき

るようデータや計算プロセスを公開すぺきだ， と

いう意見である。もう一つは，データが追加され

るたびに係数を変えるようでは予測式とはいえず

相関式にしか過ぎない，内挿の範囲ならよいかも

しれないが外挿は危険ではないか，というポイン

トである。

第 2岡会合では，規制庁からすでに 1[2013年

追補版]に関する技術評価書(案)Jの目次(資料2-6)

が出されており，それをみると， ]EAC4201 

2007予測式の疑問点は先送りされ，規制庁の筋

書きに沿って次回(3月 16日)にも技術評価書が確

定され，形式的にパブコメにかけられることにな

りそうである。目次の最後には 15.日本電気協

会への要望事項Jとあるが何が書き込まれるのだ

ろうか?

図に，高浜 1号炉圧力容器監視試艇で得られ

た脆性遷移温度の経年変化を示す。関西電力の高

経年化技術報告書2にある図(p.24)に，測定デ」タ

を加筆し，あわせて 60年後の容器内表面での中

性子照射量推定位値を示した。これをみると，

60年運転後には第4回監視試験データ (99'C)に相

当する照射量を超えるので，外捕して評価しなけ

ればならないd脆性遷移温度が予測式通りの値に

収まる保証はなく，この予測式を使って加圧熱衝

撃(PTS)評価をおこなったのでは，妥当な安全側

の評価とはいえない。高浜 l号機の寿命延長=

再稼働は，いわばやみくもなギャンプルのような

危険性をはらんでいる。

f主

中性子照射を受けた鋼では，不純物の銅原子など

が原子g;g孔を媒介とじて勤き回り，クラスター(微細

な集合体)を形成する。このクラスターが塑性変形を阻

害し，鋼材を硬化させて脆性遷移温度を上昇させる。

銅原子の動く速さを決めるのが拡散係数と呼ばれる

ものである。二つの銅原子が出会う頻度(反応適度)は，

銅原子の数の2乗と動く速さ(拡散係数)の l乗に比例

する。双方の原子が動くから鉱散係数の 2乗に比例
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するように，思えるがそうではない4-'。ランダムウオ

ークにおいて出会う頻度は，一方の原子が動こうと

動くまいと変わらず他方の原子の動きだけで決まる。

この初歩的なことを，予測式をつくった電力中央研

究所の著者たちはうっかり間違えてしまったようだ。

この間違いを認めて予測式をつくり直すべきなのだ

が，間違いを認めることの影響の広がりを恐れてか，

著者の曽根田氏は意見聴取会で. 12乗は理論的に出

たものではない……プロセスを記述するのにこのモ

デルを使うのがよく合いますという風に申し上げて

いるjなどと強弁した。

今回，検討チームに提出された日本電気協会破壊

靭性検討会の回答{資料 1-5)では， 1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「単一項」により近似することを目的に設定さ

れたものである。Jとしているが，銅原子のどんな複

雑な反応プロセスを考えても拡散係数の2乗の項は

現れず， したがって，それらの項をいくら束ねて近

似しでも拡散係数の2釆が現れることはない。たと

えて言えば，長さを表す複数の式を単純な一つの式

で近似しでも，商積(長さのZ乗)の項が現れることが

ないのと問じである。近似の問題ではない。

本誌が印刷に入っている 3月 16日には，規制委員

会の検討チームの 3回目の会合が聞かれる予定であ

;るo し か し そ も そ 出 向 本 同 論 と検討

を避けている日本電気協会に， 1公平性，公正性，公

開性を重視した規格策定プロセスJ*をすEうことがで

きるのか，疑問である。自らがうたう「合理的な手

1段j本と「社会の繁栄と安心」ホをはき違えているとし

1かいうほかない。
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