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第１	 はじめに	

原告らは，準備書面（１７）において，老朽原発に関する総論的な問題点に

つき主張した。	

本書面では，上記問題点に関する主張を前提として，数ある老朽原発の問題

点のうち，中性子照射による脆化問題の実態，及び当該問題に対する運転期間

延長認可の審査が不合理な基準に基づいて行われているため審査過程に過誤，

欠落が認められることについて，主張する。	

	

第２	 中性子照射による脆化問題	

１	 中性子照射による金属脆化の仕組み	

⑴	 脆性破壊と延性破壊	

原発に使用されている主な金属材料は，炭素鋼1や低合金鋼2という強度材料

とステンレス鋼やニッケル合金という耐食性（腐食に耐える性能。防錆性。）

材料である（甲Ｅ３７）。金属の破断には，脆性破壊と延性破壊の２種類があ

る。	

脆性破壊とは，上記のような材料に力が加わると，材料が変形しにくい（硬

い）ためほとんど伸びずにぶつっと切れて（脆性）ひび割れが生じ，それが

拡がることによって材料が破断することである。	

他方，延性破壊とは，上記のような材料に力が加わると，ぐにゃっと伸び

て変形し千切れる（延性）ことにより材料が破断することである。	

そして，ねばい性質（延性）をもつ鉄・低合金鋼がある温度以下でもろく

なることがあり（高温側で延性，低温側で脆性），その移りかわりの温度を，

延性脆性遷移温度という。タイタニック号が沈没した原因は，延性脆性遷移

																													
1	炭素鋼とは，鉄(Fe)に１％以下の炭素(C)を入れた合金である。	
2	低合金剛とは，材料の強さや耐食性，耐熱性を改善するために，微量(1%前後)のクロム(Cr)・マ

ンガン(Mn)・ニッケル(Ni)・モリブデン(Mo)など用途に応じて添加したものである。	
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温度の高い，質の悪い銅板を使っていたためと言われている。	

金属の劣化により，この延性脆性遷移温度が上昇し，高い温度でも脆性破

壊が生じてしまう。この劣化の原因として，主に金属疲労，金属の腐食，金

属への中性子照射の３つが挙げられ

る。	

⑵	 中性子照射による圧力容器の脆化3	

放射線（中性子線）が当たると図１

のように，圧力容器の壁の原子が本来

あるべき場所からはね飛ばされ原子

の穴（空孔）ができたり，中性子が原

子と原子の間に割り込んだり（格子間

原子）する。この空孔や格子間原子が

集まって一塊（クラスター）になると，

同じ温度における通常の材料よりも

硬くなる。このため，中性子照射によ

り材料の延性脆性遷移温度が上昇す

ることになる。中性子照射による材料

の硬化には様々なプロセスが複合し

ているため，この上昇量を導くための理論的な関係式は導くことは，現時点

ではできていない。	

⑶	 中性子照射脆化による圧力容器の破壊（加圧熱衝撃）の危険性	

加圧熱衝撃とは，加圧水型原子炉における加圧された運転状態において，

事故時に，非常用炉心冷却系の作動に伴う冷却水の炉内注入により原子炉圧

力容器が急激に冷却され，原子炉圧力容器内外間の温度差により高い引張応

																													
3	本書面において，脆化とは，材料が硬化し脆性の性質を有する状態に変化することとする。	

「原子力工業」1986 年第 32 巻第 10 号	
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力4が容器内面に発生する事象をいう。	

原子炉の本体である圧力容器は，低合金鋼でできている。	

前述のとおり，中性子照射により圧力容器を構成している金属の延性脆性

遷移温度が上昇することは明らかとなっているが，その上昇量を的確に予測

することは著しく困難な状況にある。	

また，低合金鋼はさびやすいため，さび防止のため，ステンレス鋼を内張

り（クラッド）をしているが，クラッドしたステンレス鋼にひび割れ等がな

くても，その下の圧力容器内表面にはひび割れが生じる危険性がある

（Under-Clad	Cracking（以下「ＵＣＣ」という。））。ＵＣＣが生じる原因と

して考えられていることは，低合金鋼とステンレス鋼という異種材料を溶接

する際の入熱の程度，クラッドの層数，材料の種類の３点であり，危険なク

ラッド溶接法が「高入熱＋１層盛り＋SA508C.2 という材料」の組み合わせで

あるという原発メーカー製造技術者の常識が確立されたのは１９７５年頃で

あった（甲Ｅ３４）。このため，１９７５年以前に完成・設計された原子炉で

は，ＵＣＣ問題対策がなされていない可能性が非常に高いといえる（高浜原

子力発電所１号機（以下「高浜１号機」という。）は１９７４年運転開始，同

２号機（以下「高

浜２号機」とい

う。）は１９７５

年運転開始，美

浜原子力発電所

３号機（以下「美

浜３号機」とい

う。）は１９７６

																													
4	引張応力とは，物を引っ張った際に部材内に発生している単位面積あたりの力をいう。	

図２	 「未来を拓く原子力」2007 年	

引っ張る力が大きくなる	



7	

	

年運転開始）。	

このように，１９７５年以前に建設された老朽原発では圧力容器の壁が中

性子照射やＵＣＣ問題により劣化している可能性が非常に高いことから，前

頁図２のように加圧熱衝撃によって原子炉圧力容器が瞬時に破損する危険性

を潜在的に有しているといえる。	

そして，原子力圧力容器が瞬時に破損した場合，その外側にある厚さ数セ

ンチの格納容器を圧力容器の破片が突き破って飛び散り，内部に閉じ込めら

れていた放射性物質は外部に放出されるという，大惨事となる。このような

大惨事を避けるため，圧力容器の健全性について，特に老朽化（高経年化）

するとどうなるかという点については，より慎重な判断が必要となる。	

２	 延長認可における原子炉圧力容器に対する中性子照射脆化の審査	

⑴	 法令の規定等	

まず，運転期間延長認可（以下「延長認可」という。）において中性子照

射脆化の考慮が求められる法律上の根拠等について確認する。	

ア	 炉規法４３条の３の３２第４項	

	 炉規法４３条の３の３２第４項は	

第２項の認可を受けようとする発電用原子炉設置者は，原子力規制委員会

規則で定めるところにより，原子力規制委員会に認可の申請をしなければ

ならない。	

と規定する。	

	 すなわち，延長認可の申請の仕方を原子力規制委員会規則で定めるもの

とする。	

イ	 実用炉規則１１３条第２項２号	

	 上記法律を受けた実用炉規則１１３条は，申請の添付書類として，第２

項２号に	
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延長しようとする期間における運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣

化の状況に関する技術的な評価の結果を記載した書類	

を掲げる。	

ウ	 炉規法４３条の３の３２第５項	

炉規法４３条の３の３２第５項は	

原子力規制委員会は，前項の認可の申請に係る発電用原子炉が，長期間の

運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況を踏まえ，その第２項

の規定により延長しようとする期間において安全性を確保するための基準

として原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときに

限り，同項の認可をすることができる。	

と規定する。	

すなわち，延長認可の要件として，原子力規制委員会規則で定める基準

に適合していることを求める。	

エ	 実用炉規則１１４条	

上記法律を受けた実用炉規則１１４条は	

法第４３条の３の３２第５項の原子力規制委員会規則で定める基準は，延

長しようとする期間において，原子炉その他の設備が延長しようとする期

間の運転に伴う劣化を考慮した上で技術基準規則に定める基準に適合する

ものとする。	

と規定する。	

オ	 実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準	

上記エの規定にかかる審査基準となる実用発電用原子炉の運転の期間の

延長の審査基準（以下「延長審査基準」という。）は	

実用炉規則第１１３条第２項第２号に掲げる原子炉その他の設備の劣化の

状況に関する技術的な評価の結果，延長しようとする期間において，同評
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価の対象となる機器・構造物が下表に掲げる要求事項に適合すること，又

は同評価の結果，要求事項に適合しない場合には同項第３号に掲げる延長

しようとする期間における原子炉その他の設備についての保守管理に関す

る方針の実施を考慮した上で，延長しようとする期間において，要求事項

に適合すること。	

と規定する。	

そして，延長審査基準中の下表には「中性子照射脆化」に対する「要求

事項」として以下のとおり定められている。	

○加圧熱衝撃評価の結果，原子炉圧力容器の評価対象部位において静的

平面ひずみ破壊靱性値が応力拡大係数を上回ること。	

○原子炉圧力容器について供用状態に応じ以下を満たすこと。ただし，

上部棚吸収エネルギーの評価の結果，６８Ｊ以上である場合は，この

限りでない。	

・延性亀裂進展性評価の結果，評価対象部位において亀裂進展抵抗が亀

裂進展力を上回ること。	

・亀裂不安定性評価の結果，評価対象部位において亀裂進展抵抗と亀裂

進展力が等しい状態で亀裂進展抵抗の微少変化率が亀裂進展力の微少

変化率を上回ること。	

・欠陥深さ評価の結果，原子炉圧力容器胴部の評価対象部位において母

材厚さの７５％を超えないこと。	

・塑性不安定破壊評価の結果，評価対象部位において塑性不安定破壊を

生じないこと。	

○上記評価の結果から，運転上の制限として遵守可能な，通常の１次冷

却系の加熱・冷却時の１次冷却材温度・圧力の制限範囲又は原子炉冷

却材圧力バウンダリに対する供用中の漏えい若しくは水圧検査時の原

子炉冷却材の最低温度が設定可能と認められること。	
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カ	 学協会規格の活用	

	 ところで，発電用原子力設備に関する技術基準を満たす詳細な仕様を定

めた規格については，公正性，公平性等が担保されたプロセス5を経て策定

された日本原子力学会，日本機械学会及び日本電気協会の民会規格を活用

することとされている（甲Ｆ５５）。	

上記オの要求事項との関係では，「原子炉構造材の監視試験方法」（ＪＥ

ＡＣ４２０１－２００７）及び「原子力発電所用機器に対する破壊靱性の

確認試験方法」（ＪＥＡＣ４２０６－２００７）がエンドースされた規格と

して評価の際の基準となっている（甲Ｆ５６）。	

⑵	 評価方法	

	 原告準備書面（１５）でも説明したとおり，原子炉容器に対する中性子照

射脆化に対する評価は，第１に【監視試験による脆化度合いの先行把握】，第

２に【脆化予測】，第３に【健全性評価】というステップで行われる。なお，

第１のステップ【監視試験による脆化度合いの先行把握】については，原告

準備書面（１５）において述べたため，本書面では割愛する。	

	 第２のステップ【脆化予測】については，ＪＥＡＣ４２０１に従って判断

される。具体的には「照射脆化のメカニズムに基づく予測法」，すなわち，「照

射によるミクロ組織変化を反応速度式により定式化して予測し，そのミクロ

組織変化に対応する機械的特性の変化を予測する」ことで脆化の予測を行う

ものと説明されている（甲Ｅ３８）。	

この説明から，「反応速度式」が脆化予測の基礎となっていることがわかり，

当該「反応速度式」に誤りがある場合，ＪＥＡＣ４２０１で採用されている

予測法の基礎を欠くことになり，同予測法自体の有用性・精度が担保されな

いこととなる。	

																													
5	実際の策定プロセスについては，島崎邦彦前規制委員会委員長代理により，第三者的な立場から

の関与がない，どの程度詳細な審議で決まっているかわからないというように公平性・透明性の観

点からの問題点が指摘されている（甲Ｂ２９）。	
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第３のステップ【健全性評価】については，ＪＥＡＣ４２０６において「健

全性評価はＫＩＣ下限包絡曲線とＰＴＳ状態遷移曲線
6を比較し，ＫＩＣ＞ＫＩで

あることを確認する」（甲Ｃ３２）旨が定められている。「割れを拡大させる

進展力（応力拡大係数）と鋼材の割れの拡大に対する抵抗力（破壊靱性値）

の２つを適切に評価し，想定されるいかなる条件下においても進展力が抵抗

力を上回らないことを示すことによって，圧力容器の安全性が示される」（甲

Ｅ３９）といえる。	

模式的にいうと，図３で，右上がりの曲線と山型の曲線が交わらない場合

には，すべての温度において応力拡大係数が破壊靱性値を上回らない（ＫＩＣ

＞ＫＩ）ために健全性が確認される。他方，右上がりの曲線と山型の曲線が交

わった（デッド・クロスが生じた）場合，応力拡大係数が破壊靱性値を上回

る（ＫＩＣ＜ＫＩとなる）温度が存在し，亀裂を進展させる力に対して材料が耐

えきれない状態になるものとして，健全性が確認されない，すなわち審査基

準への適合性が確認されないということになる。	

																													
6	ＰＴＳ曲線とは，冷却水喪失などの際に亀裂先端に発生する力の大きさを示す温度・時間変化曲

線である。	

図３	
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第３	 中性子照射脆化の審査方法の問題点	

１	 本書面で主張する問題点の概要	

⑴ 	 上述のとおり，中性子照射脆化にかかる延長審査基準への適合性は，ＪＥ

ＡＣ４２０１及びＪＥＡＣ４２０６に定められた方法で判断されている。し

かし，いずれの方法についても問題が存在し，その結果，実態を適切に捉え

ることなく審査されている。	

⑵	 ＪＥＡＣ４２０１の問題は，主に以下の２つである。	

	 第１に，ＪＥＡＣ４２０１に定められる脆化予測法の基礎にある数式自体

に誤りがあることである。当該誤りの内容は，本来数値が１乗で入るべきと

ころが，２乗で入ってしまっているという単純なもので，複数の専門家によ

り理論的に指摘されていた。そして，延長審査基準を定める原子力規制委員

会は誤りがないということを説明できておらず，数式の策定に携わった者で

さえも誤りを認めるかのような発言をしている。	

	 第２に，上記数式を，理論式ではなく，これまでに経験的に得られている

結果と矛盾がないように調整されただけの経験式であると考えたとしても，

用いられているパラメータ数が常識を超えて多いため理解が困難な式になっ

ていることである。多数のパラメータが用いられている点については，原子

力規制委員会からも，理解できない数式である旨の指摘が出ていた。	

	 以上につき，下記２で詳細に説明する。	

⑶	 ＪＥＡＣ４２０６の問題は，以下の２つである。	

	 第１に，破壊靱性曲線の決め方の過程に誤りがあることである。破壊靱性

曲線を決めるにあたっては，⊿ＴＫ１Ｃ
7＝⊿ＲＴＮＤＴ

8という関係が当然の前提

とされている。しかし，当該関係は理論的に説明できるものではなく，当該

																													
7	⊿ＴＫ１Ｃは，破壊靱性の移行量のことである。なお，⊿（デルタ）は移行量を表現する記号であ

り，ＫＩＣが静的平面ひずみ破壊靱性値を意味する。	
8	⊿ＲＴＮＤＴは，照射による関連温度の移行量を意味する。	
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関係が成り立たない観測結果が得られていることからすると，むしろ誤った

前提といわざるを得ない。	

	 加えて，破壊靱性曲線は，個々の監視試験片の観測結果から得られる破壊

靱性値を前提にその下限を包絡するものとして定められるが，基礎となる破

壊靱性値のデータ量が少なすぎる。そのため，この曲線が将来観測されるデー

タに対しても下限を包絡しているものであるとは言い切れない。	

	 第２に，ＰＴＳ状態遷移曲線は，種々の条件（数値）を動かすことで保守

的（安全性に余裕があること）にも非保守的にも定めることが可能であり，

玄海原発の例では，ほとんど安全性に余裕がないように定められていること

である。	

	 以上につき，下記３で詳細に説明する。	

⑷	 そして，審査基準を具体的に定めたＪＥＡＣ４２０１及びＪＥＡＣ４２０

６に様々な問題があることの帰結として，実際高浜１号機においては，脆性

遷移温度予測値及び破壊靱性評価につき，明らかに不自然な結果が得られて

いる。下記４で説明する。	

⑸	 ＪＥＡＣ４２０１及びＪＥＡＣ４２０６が有する問題は，結局，延長認可

にあたり中性子照射脆化による老朽化の影響を審査する上で，審査基準自体

の合理性が担保されていないということを意味する。そうすると，法令が要

求する適合性が確認されないままに延長認可処分が出されてしまったといわ

ざるを得ず，認可処分は違法になされたものとして取り消されなければなら

ない。下記５で説明する。	

２	 ＪＥＡＣ４２０１の問題点	

⑴	 反応速度式の誤り	

ＪＥＡＣ４２０１では電力中央研究所（以下「電中研」という。）により開

発された予測法が採用されている。当該予測法は，単に，既存のデータ点を

にらんで線を引く，といったものではなく「照射脆化はなぜ起こるか？」と
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いう考察に立脚し，機構論に先導された予測手法であるとされる。しかし，

その予測法の基礎とされている反応速度式9に致命的な誤りがある。	

ア	 中性子照射による硬化量と遷移温度上昇の関係	

当該予測法では，中性子照射による硬化量と遷移温度上昇の関係は，以

下のとおり導かれる（甲Ｅ４０）。	

Ⅰ	 中性子照射による変形応力10の増加は，溶質原子クラスター11（ＳＣ）と

マトリックス損傷12（ＭＤ）という２種類の欠陥の形成によるとする。その

数密度13をそれぞれＣＳＣ，ＣＭＤと表す。	

Ⅱ	 これらの欠陥が転位の運動を妨げるために硬化が生じるという分散効果

理論に基づき，変形応力の増加（⊿τ）は欠陥の数（数密度）の平方根に

比例すると仮定する。これは，⊿τＳＣ∝√ＣＳＣ，⊿τＭＤ∝√ＣＭＤ（「∝」

は比例関係を表す記号である。）と表される。	

Ⅲ	 脆性遷移温度の上昇（⊿Ｔ）は応力上昇に比例すると仮定する。すると

それぞれの欠陥についての式は次のようになる：	

⊿ＴＳＣ∝⊿τＳＣ∝√ＣＳＣ，⊿ＴＭＤ∝⊿τＭＤ∝√ＣＭＤ	

Ⅰ～Ⅲから，欠陥の数密度ＣＳＣ，ＣＭＤを求めれば，脆性遷移温度の上昇

が計算できることになる。	

そして，欠陥の数密度については，中性子照射により導入形成される欠陥

の数ＣＳＣ，ＣＭＤの変化を表す反応速度式を作り，それを計算することによ

り求めることができる。	

イ	 基本式の構造	

																													
9	反応速度式とは，反応速度と反応物の濃度または圧力および定数パラメータの関係式である。な

お，反応速度とは，化学反応の反応物あるいは生成物に関する各成分量の時間変化率を表す物理量

である。	
10	変形応力とは，塑性変形を引き起こすために必要とされる応力のことである。	
11	溶質原子クラスターとは，銅などの不純物原子の集合体を指す。	
12	マトリックス損傷とは，結晶の格子欠陥の集合体を指す。欠陥クラスターともいう。	
13	数密度とは，単位体積あたりの対象物の個数を表す物理量である。	
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電中研の脆化予測法に関する論文（「軽水炉圧力容器鋼材の照射脆化予測

法の式化に関する研究―照射脆化予測法の開発―」研究報告：Ｑ０６０１

９。以下「電中研論文」という。）によると，溶質クラスター（銅クラスター）

ＣＳＣは，①マトリックス損傷を起点とする形成と②銅原子が集まることに

よる形成とによるとして，次の反応速度式（クラスターの数の変化を表す

式）を立てる。	

溶質クラスターの数ＣＳＣの変化	

ｄＣＳＣ/ｄｔ＝ａＣＣｕ・Ｄ・ＣＭＤ＋ｂ（ＣＣｕ・Ｄ）
２ （１）式14	

	 なお，（１）式は電中研論文の式の本質を損なわないように簡略化したもの

であり，実際の式は下記のとおりである。	

	

上記（１）式において，ａ，ｂは比例係数15で，脆化予測式を決める際の

パラメータである。ＣＣｕは銅原子の数，Ｄは銅原子の拡散係数
1617である。

この式の第１項（ａＣＣｕ・Ｄ・ＣＭＤ）は，マトリックス損傷に銅原子が拡

散して銅クラスターを形成する場合で，これを照射誘起クラスターと呼ん

でいる。また，第２項（ｂ（ＣＣｕ・Ｄ）
２）は，銅原子が集まってクラスター

を形成する場合で，これを照射促進クラスターと呼んでいる。この式のほ

かに，	

マトリックス損傷の数ＣＭＤの変化を表す反応速度式----- （２）式	

溶質原子の数ＣＣｕの変化を表す反応速度式------------- （３）式	

を連立して，３つの量ＣＳＣ，ＣＭＤ，ＣＣｕの時間変化を追ってゆく。	

																													
14ｄＣＳＣ/ｄｔという形に関しては，数式のルールとしてこのように書かれているだけであり，「ｄ」

「ｔ」という文字自体には本書面の主張との関係で説明すべき特別の意味はない。	
15	比例係数とは，比例する二つの量の間の関係式における定数のことである。	
16	拡散とは，粒子などが自発的に散らばり広がる物理現象である。	
17	拡散係数とは，拡散方程式における係数である。なお，拡散方程式とは，拡散が生じている物質

あるいは物理量の密度のゆらぎを記述する偏微分方程式である。	
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以上が，電中研予測式の基本式の内容及び意味である。	

ウ	 基本式の誤り	

出発点となるこれらの式のうち，（１）式に致命的な誤りがある。まず，

この式について，電中研論文は以下のように説明している。	

	

第１項はマトリックス損傷を起点とする形成（照射誘起クラスター形成）

を記述する項，第２項は固溶限を上回るＣｕ原子の析出による形成を記述

する項で，固溶限を超えるＣｕの量，その拡散係数の二乗として記述され

る。	

	

ここで（１）式をよく見ると，第１項（ａＣＣｕ・Ｄ・ＣＭＤ）には，拡散

係数Ｄが１乗で入っているのに対し，第２項（ｂ（ＣＣｕ・Ｄ）
２）には拡散

係数が２乗で入っている。この式は「物理現象を支配する方程式の各項の

次元は同じでなければならない」という次元一致の原理に反する。２つの

量を加えるとき，その次元は同じでなければならない。簡単に言えば，長

さと面積を足してはいけない，ということである（甲Ｅ４１）。	

エ	 正しい項のあり方	

銅原子が結晶中を動き回って集合体を作るような場合は，ランダム・

ウォーク18の考え方が基礎になる。	

出会う頻度は，相手の数に比例し，かつ自分自身の存在数にも比例する

ので，結局，銅原子の数の２乗に比例する。一方，相手に出会う頻度は自

分が動く速さ（ジャンプ数）に比例するが，相手が動いていようと止まっ

ていようと平均の出会う頻度は変わらない。よって，拡散係数の１乗に比

例する。	

																													
18	ランダム・ウォーク理論とは「酔歩の理論」とも称され，拡散現象の基礎概念である。酔っ払い

が目的を定めずに前後左右にふらふらと歩くように，原子が格子中を動くとすると，銅原子が出会

う頻度はどうなるかというのがここでの問題である。	
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ランダム・ウォークする２つの粒子が出会う頻度はジャンプ頻度をｖと

すると，（ｖＣ）２ではなく，ｖＣ２に比例する。拡散係数は原子のジャンプ

頻度に比例するので，上記電中研の原論文の下線を引いた部分は誤りであ

る。「固溶限を超えるＣｕの量の二乗と拡散係数の積として記述される」と

すべきで，第２項は，ｂ・Ｄ・ＣＣｕ
２の形になるべきである（甲Ｅ４０）。	

オ	 様々な専門家からの指摘等	

上記数式の理論的な誤りは，以下のとおり，様々な専門家から指摘等が

なされている。	

（ア）小岩昌宏氏による指摘（甲Ｅ４０）	

小岩氏は，拡散係数の次数は１次であり，電中研の脆化予測式は，その

基本の出発点となる数式に誤りがあると明言する。	

ところで，日本電気協会原子力規格委員会には７つの分科会があり，Ｊ

ＥＡＣ４２０１「原子炉構造材の監視試験方法」は，構造分科会のもとに

設置された破壊靱性検討会で原案が作成され，構造分科会，原子力規格委

員会で審議・承認を経て成案とする流れになっている。これら関連会合の

議事録を見ても，意見聴取会における論点に関する詳細な議論はほとんど

行われていなかったため，小岩氏は日本電気協会に対して下記要点の意見

書を送付した。	

高経年化技術評価に関する意見聴取会において，現行の脆化予測式の

妥当性について疑問が提起され，「学協会での検討に委ねる」ことになっ

た。日本電気協会が真摯な対応をされることを希望する。また“規格作

成手続きの公平・透明・中立性を確保する観点”から，⑴委員会配付資

料のネット上公開，⑵議事録の早期公開を求める。	

	

これに対して日本電気協会からは下記要点の回答がされた。	
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（a）拡散係数の１乗であるべきとの指摘は，ＪＥＡＣ４２０１－２０

０７脆化予測法で採用されているモデル化の方針とは基本的に異なる。	

（b）議事録の早期公開→会議後の議事録公開時期の目安を定めること

としたい。	

（c）配布資料の公開→従来どおり，資料請求に応じて郵送。	

	

結局，拡散係数を２乗とすることが誤りである旨の小岩氏の指摘に対し

ては，何ら説得的な説明はなされていない。	

（イ）主宰者コメント（甲Ｅ４０）	

電中研論文は，第２４回ＡＳＴＭシンポジウムで口頭発表された上，オ

ンラインジャーナルに掲載されている。小岩氏，井野博満氏が Letter	to	

Editor をもって論文に拡散係数のＤの２乗が用いられているという誤り

があることを指摘したところ，２０１３年３月，上記シンポジウム主宰者

かつ上記ジャーナルの編集責任者（以下「主宰者」という。）のコメント

等の文書が上記論文の過去の購読者に送られ，今後上記論文を購入する読

者には，当該文書が送付されることになった。当該文書のうち，主宰者の

コメントの冒頭部分は次のとおりである。	

	

原子力圧力容器鋼および照射損傷に関する数人のエキスパートに原

論文と Letter	to	Editor を送り意見を求めた。この Letter に述べられ

ているコメントは価値のあるもので，この種の現象を扱う際に広く用い

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

とに疑問を提起しているのは当然である。また，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，このような懸念はよく理解でき

る。	
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上記コメントは，小岩氏，井野氏の問題意識に共感するものであること

から，拡散係数のＤの２乗が用いられていることの問題点を指摘するもの

といえる。	

（ウ）原子力規制委員会の認識（甲Ｅ４２）	

原子力規制庁は，平成２７年１月２６日に開催された第１回原子炉構造

材の監視試験方法の技術評価に関する検討チームにおける資料において，

「課題」として，「関連温度の予測法に関しては，規格制定時以降の実機

データの蓄積，最新技術による脆化メカニズムの研究の進展があることか

ら，学協会に対して，最新知見に基づき現行脆化予測法の信頼性改善の検

討や予測法の見直し等の継続的取り組みを求めた。」と報告した。より具

体的には「本件にかかる議論の過程において，～モデル式自体に対しても

基礎過程の理解を踏まえて式を立てる必要があるとの共通認識は得られ

たものの，拡散係数の項は１乗に比例するはずであるという意見と，複雑

な物理現象の基礎過程を記述するものではなく，脆化に効くクラスターが

形成されるまでの複雑なプロセスを簡単な項により近似するために考え

られたものであるという意見があった。これらの点については，議論を重

ねたが結論には至らなかった。」としており，実質的には現行式が理論的

な根拠を欠いていることを認めているといえる。	

（エ）石野栞氏の認識（甲Ｅ４３）	

電中研論文の共著者の一人である石野栞氏は電中研論文が複雑な現象

を簡略化した荒い近似式にもとづくもので物理的な厳密性はもともとな

いと指摘しながら，反応速度が拡散係数の２乗に比例するとしたことにつ

いて，「（電中研論文の共著者である）曽根田（直樹）君の勇み足だった」

と述べたことから，現行式の誤りを認めたといえる。	

⑵	 経験式であることを前提にした場合の問題点（甲Ｅ４１）	

原子力発電に関する技術評価については，学協会など民間の組織が策定し
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たものを規制当局が技術評価した上で是認（エンドース）することになって

いる。	

原子力規制委員会は，ＪＥＡＣ４２０１－２００７（２０１３追補版）に

ついて，上記⑴のとおりの基本式の誤りには踏み込まず，実験式（相関式）

として監視試験片データの再現性のみに注目して評価作業を行った。この作

業を行う検討チームには，外部専門家として３人の大学関係者が加わったが，

その参加要請の際には，この監視試験片データの再現性のみに注目して評価

作業を行うことを強調し電中研モデルの誤りには踏み込まないよう予防線を

張った。	

原子力規制委員会と同じく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検討を行ったとしても，統計の専門家で

ある吉村功氏は以下のような指摘をする。	

	

反応速度式などに含まれる１９個という未知のパラメータ数は常識をは

るかに超えて多い。パラメータ数が多いと以下のような問題がある。	

・パラメータの一意性が成り立っていない可能性。	

・推定値の間の独立性が失われる可能性	

・あてはめすぎ現象で予測式の妥当性が失われる可能性。	

	 	

	 パラメータ数が多いという問題点への指摘に対する原子力規制委員会の反

応について，以下で説明する。	

ア	 現行予測法の手順（甲Ｅ４１）	

現行予測法は，脆化予測法，予測式という言葉が使われているがＪＥＡ

Ｃ４２０１－２００７及び追補版の中身は３６枚の数表（ＰＷＲ２２枚，

ＢＷＲ１４枚）である。	
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すなわち，４つの引数（鋼材のＮｉ濃度，Ｃｕ濃度，中性子束19，中性子

照射量）について，⊿ＲＴＮＤＴ（脆性遷移温度の移行量）の値が表示されて

いる。これらの表から読み取った数値を用いて，予測値が次式で与えられ

る。	

⊿ＲＴＮＤＴ予測値＝[⊿ＲＴＮＤＴ計算値＋ＭＣ]＋ＭＲ	

ＭＲ：マージン２２℃	

ここで，マージンＭＲは，データベースの値と予測値の標準偏差の２倍と

して与えられている。さらに，特定の原子炉について，一定の場合には次

式で定義されるＭＣが加算される。	

以上の手順を図に示すと，図４のとおりである。	

																													
19	中性子束とは，一定時間単位に一定空間を通過する中性子の数の尺度として用いられる物理用語

である。	
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イ	 原子力規制委員会への意見書（甲Ｅ４１）	

ＪＥＡＣ４２０１－２００７（２０１３追補版）の技術評価審議は外部

専門家３名が参加する検討チーム（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）によって行われ，２０１５年１月から６月の間に

４回会合が開催された。	

この検討チームの審議を傍聴した小岩氏から，技術評価書（案）に対して

は以下の概要の意見書が送られた。	

（１）ＭＣという補正項の意味について	

	 ＭＣは計算式からの系統的な偏りを示す指標で，個別原子炉ごとの偏り補正

である。このようなわかりにくい量を導入せざるを得ないのは，	

ａ）予測式に誤りがある	

ｂ）予測式に表現されていない未知の因子がある	

のいずれか，あるいは両方である。ＭＣはデータのばらつきを示すものではな

図４	
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く，その試験片の系統的な偏りを示すものであるのに，評価書にはそのこと

が明確には書かれていないので，注意を喚起する。	

（２）予測式のパラメータ修正	

	 新たに得られたデータが従前の予測式から外れた場合，そのたびに予測式

を修正するのは合理的なことか？	 予測式なるものは，現象をできるだけ精

度よく，かつ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，その点をまず正すべきで，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。	

（３）フィッティ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，このパラメータの数はあまりにも多い。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，データ及び解析プログ

ラムの公開が必須である。	

（４）監視試験データの照射量を超えての外挿は行うべきでない	

	 ここで示されている予測式が相関式でしかなく，また，様々な点において

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２人の外部専門家も強

く主張している。	

	 「外挿すべきでない」とは，評価対象とする時期において，ＰＴＳ評価に

使われる容器内表面の推定照射量が，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。	
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ウ	 原子力規制委員会における技術評価書の審議（甲Ｅ４１）	

小岩氏は，原子力規制委員会の委員及び検討チームの委員に対して，上

記意見書に加えて小岩氏及び井野氏が執筆した解説の別刷を送付し，技術

評価を適切に行うよう要請した。これに対する公式の回答はなかったが，

規制委員会においては小岩氏らの主張・指摘を肯定的に受け止めた発言も

多く聞かれた。以下はその一部である。	

（ア）平成２７年７月２２日開催の原子力規制委員会にはＪＥＡＣ４２０１

－２００７（２０１３年追補）技術評価書に対する技術評価書案が提出さ

れ，意見募集を行うことが承認された。この際，更田豊志委員（現委員長，

平成２９年９月～），田中俊一委員長（当時）は以下のように発言した（要

約。肩書は当時のもの）。	

	

（更田委員長代理）	

日本電気協会の予測式に関しては様々な議論がある。電気協会だけで

はなく，機械学会，金属学会も含めて関連温度移行量の予測については，

より説得力のある議論を重ねていただきたい。規制に使うように提案を

する以上，（日本電気協会は）疑問や問いかけに対して，きちんと答え

る責任がある。フィッティングカーブに係数がたくさんあること。次元

に関する問いかけなど様々な疑問を受けている。	

	

（田中委員長）	

１９のパラメータの物理的意味とか，私にもとても理解できないよう

な式になっている。	

	 	

（イ）平成２７年１０月７日開催の原子力規制委員会には，意見募集の結果

が報告され，技術評価書が承認された。原子力規制庁の倉崎高明技術基盤
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課長，更田委員長代理の発言の要約を以下に記す。	

	

（倉崎技術基盤課長）	

技術評価書に今後の対応として次のようにまとめた。	

（ａ）今後得られる監視試験のデータが日本電気協会の２０１３年追補版

に基づき算出される予測値を上回った場合には，当該データによる予測式

への影響を評価し，その評価結果を原子力規制委員会に報告することを協

会に対して求める。	

（ｂ）同協会から報告が得られない場合には，事業者に安全性に関する実

証を求めていくということにせざるを得ない。	

（ｃ）日本電気協会に対して特定指導文書を出し，今後の対応方針につい

て報告を求める。	

	

（更田委員長代理）	

技術評価書の案をもとに，３つのことを申し上げたい。	

（１）上記（ａ），（ｂ）に関連して（日本電気協会が報告しない場合に

は）事業者に説明を求める。その場合，日本電気協会の予測式が果たす役

割がそこで失われる。	

（２）日本電気協会はこれ（ＪＥＡＣ４２０１－２００７）を物理的なモ

デル式だとして示してきた。内容に関する問いかけに対してきちんと答え

るのは，学協会規格を与えるものとして当然の責任である。	

（３）日本電気協会に対して報告を求めることになっているが，それに応

じられないのだったら別の場を立てるという姿勢を見せていい。原子力規

制庁が日本電気協会に（期待することを）あるところで諦めなければなら

ないかもしれない。それならそれで，プロアクティブにこちらで場を立て

て，脆化予測式の検討をする，そういう覚悟といいますか，そういう姿勢
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を持った上で，日本電気協会に今後どうするのですかというのを是非問う

てもらいたい。	

	

エ	 まとめ	

	 以上のとおり，ＪＥＡＣ４２０１－２００７については，現に原子力規

制委員会の委員や技術評価審議検討チームの委員より，予測法の妥当性に

ついて疑義が投げかけられており，原子力の専門家の視点からも，予測値

を求める式の内容が実態を正しく導き出すものとはなっていないといえ

る。	

３	 ＪＥＡＣ４２０６の問題点	

⑴	 破壊靱性曲線の問題	

ア	 破壊靱性曲線の求め方（甲Ｅ４４）	

破壊靱性曲線の求め方の概略は次のとおりである。	

圧力容器の中に装荷してある監視試験片を取り出し，いくつかの温度で

破壊靱性を測定する。それらの測定値を下限包絡するように，すなわち，

それより下にはデータがないように曲線を描く。電気協会の規程ＪＥＡＣ

４２０６－２００７附属書Ｃには，その曲線の形が（Ｃ８）式として，前

出の図３のとおり，右上がりの曲線で与えられている20。	

破壊靱性値Ｋ１Ｃは，中性子照射量が増えるにつれ低下し，破壊靱性曲線

式は右下にシフトする。ここで，中性子照射量の異なるすべての測定デー

タを使う工夫として，横軸に平行に測定データを一定量⊿ＴＫ１Ｃだけシフト

させる。その際，⊿ＴＫ１Ｃは⊿ＲＴＮＤＴに等しいとされている（なお，この

仮定が誤りであることは下記イ（ア）で説明する。）。⊿ＲＴＮＤＴとは，同

じ監視試験カプセルでのシャルピー試験片について得られた観測時と評価

																													
20	（Ｃ８）式は，Ｋ１Ｃ＝２０．１６＋１２９．９ｅｘｐ[０．０１６１（Ｔ－ＴＰ）]（ＭＰａ√

ｍ）というものである。	
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時との脆性遷移温度の差（予測シフト量）である21。つまり，脆性遷移温度

が上昇した分だけ破壊靱性値をシフトさせると，同じ破壊靱性値を与える

と仮定されている。実験的におよそそういう関係が成り立つとして当該仮

定がＪＥＡＣ４２０６－２００７では採用されている。	

当該仮定を使えば，ある圧力容器の初回から直近までのすべての監視試

験データや照射前の測定データを使って包絡曲線を作ることができる。ま

た，任意の中性子照射量での破壊靱性遷移曲線式を描くことができる。	

イ	 解析方法の問題点	

（ア）⊿ＴＫ１Ｃ＝⊿ＲＴＮＤＴが誤っていること	

図５は，九州電力が高経年化意見聴取会に提出した玄海原子力発電所１

号炉に関する破壊靱性遷移曲線とその基礎となるデータ点を示したもの

である。（甲Ｅ４４）	

																													
21	⊿ＲＴＮＤＴはＪＥＡＣ４２０１により求められるが，そもそもＪＥＡＣ４２０１自体が不合理な

内容であることは上記２で述べたとおりである。	



28	

	

九州電力を含め，各電力会社が今まで「高経年化技術評価書」において

公表していた図は，図５にあるような最終結果のＫ１Ｃ曲線とパラメータ

ＴＰ
22のみであった。高経年化意見聴取会において，委員の要求によって，

その元データと作図プロセスが初めて開示された。	

図５に描かれている曲線は，この開示されたデータ点をすべて下限包絡

するように決められている。この図５のデータの下限包絡線を決めている

のは，最新の第４回のデータ点であり23（甲Ｅ４４），それら４点は包絡

曲線の近くにあることが見て取れる。図中で温度シフト量が最も小さい

データ点が第４回データである。それに比べて，それ以外の多数のデータ

点はすべて曲線から離れた左上方にある。	

																													
22	パラメータＴＰとは，（Ｃ８）式において，測定データを下限包絡するように決められる数値での

ことである。	
23	グラフ中の中央下方の「４」という記載の上部２つ及び右中央部の「４」という記載の下部２つ

の４点のことである。	

図５	
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偶然そうなったのではない。玄海１号機だけではなく，美浜１号機，同

２号機，伊方２号機はいずれも照射量の大きい最近回のデータ点が，下限

包絡線を決めていることが分かった。当該事実は，偶然ではなく，シフト

量の決め方に問題があることを示唆しているといえる。	

図６は，多くの原発における破壊靱性値のシフトと脆性遷移温度シフト

との関係を示したＮＲＣのデータベースである（甲Ｅ４８）。	

「〇	 Ｗｅｌｄ」は「溶接金属」，「▲	 Ｐｌａｔｅ」は「板材」，「◆	

Ｆｏｒｇｉｎｇｓ」は「鍛造材」を意味する。縦軸は，マスターカーブ法

24で求められたＴ０
25のシフト量であり，⊿ＴＫ１Ｃと同種の量であると考え

てよい。この図６から，⊿Ｔ０と⊿ＲＴＮＤＴとは大きくばらつきながらも

ほぼ比例関係にあるといえるが，溶接金属のデータ点以外は，４５°の直

線よりかなり離れて上方にある（すなわち⊿Ｔ０＞⊿ＲＴＮＤＴとなってい

る）ものもある。このことから，⊿ＴＮＤＴに相当するだけシフトさせたの

では⊿ＴＫ１Ｃのシフト量として小さすぎるという懸念が生じる。	

ＪＥＡＣ４２０６が前提としてきた⊿ＴＫ１Ｃ＝⊿ＲＴＮＤＴの仮定は，そ

の導入を検討した１９８０年代においても正しいと言えるか疑問であっ

た。図に見る

ように現時点

ではすでにそ

の前提は崩れ

ている。ＪＥ

ＡＣ４２０６

は，妥当性に

																													
24	マスターカーブ法は，ばらつきの大きい破壊靱性測定データを定量的に扱う方法として近年

アメリカなどにおいて発展してきた方法である。	
25	Ｔ０とは，破壊靱性の中央値が１００ＭＰa√ｍになるような温度である。	

図６	
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疑義のある数式（その前提となる仮定）につき，何らの見直しもされてい

ないのであるから，実態に即した数値を得られるものではない。	

（イ）破壊靱性値のばらつきについて（甲Ｅ４４）	

下限包絡線がＰＴＳ事象における発生応力の大きさを表すＰＴＳ状態

遷移曲線（Ｋ１曲線）より十分上方にあれば圧力容器の健全性は確保され

ていると考えるのがＪＥＡＣ４２０６－２００７の考え方である。破壊靱

性値が十分多数あり，仮に無限回の測定を行っても下限包絡線を越境しな

いと考えられるならば，この監視方法は妥当であろう。	

しかし，現実には下限包絡線を決めている直近の監視試験データは少数

しかない。測定値の数が増えればより小さい値が観測された場合には下限

包絡曲線は下方にシフトするので，少数の測定値では一時的に下限包絡し

ているとしても，破壊靱性値下限を与えることにはならない。	

照射前～第３回までの測定データを含めれば多数のデータがあるので，

下限包絡線は十分信頼できるという反論が考えられるが，それらのデータ

についてはシフト量に疑問がある。	

したがって，この曲線は本当の下限包絡になっている，すなわち，何回

破壊検査をしてもこの曲線以下の値になることはないと，確実な根拠を

もって説明することはできない。	

前述したように，ＪＥＡＣ４２０６－２００７では（Ｃ８）式を設定し，

それを破壊靱性遷移曲線としているが，その曲線を決めるにあたって単に

実測値があればよいというものではなく，信頼に足る実測値であることが

前提である。実測値にばらつきがあってもこの曲線が十分信頼できるとい

うためには，破壊靱性の下限を与えるとみなせるだけのデータ数があるこ

とが必要である。	

しかし現状はそれには程遠い。	
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⑵	 ＰＴＳ状態遷移曲線（ＫⅠ曲線）の不確かさ（甲Ｅ４５）	

ア	 ＰＴＳ状態遷移曲線の決め方	

	 加圧熱衝撃時の強い引張応力（上記第２の１⑶参照）の大きさは，圧力

容器の肉厚や径，圧力容器内面に接する冷却水との界面での熱伝達の大き

さなどによって変わる。また，内表面に想定されたひび割れ（き裂）先端

に働く力は，き裂の深さと幅によって変わる。その大きさを示すものが応

力拡大係数で，応力拡大係数の時間変化を表すＫⅠ曲線は，電力会社が，各

原子炉の諸条件を想定して計算している。	

イ	 ＰＴＳ状態遷移曲線の信頼性（玄海１号機の例）	

図７には，亀裂深さａと圧力容器板厚Ｗとの比をパラメータとして松

原・岡村26が求めたＰＴＳ状態遷移曲線を示した。ＪＥＡＣ４２０６が定め

ている想定のき裂の深さは１０ミリメートルなので，玄海１号機の板厚１

６８ミリメートルを用いるとａ/Ｗ＝０．０６となるので，対応する曲線を

図から見当付けることができる。	

その結果は，

玄海１号機に

ついての九電

解析よりも厳

しくなってい

る（山型曲線が

より上方に位

置する）。この

ことからは，Ｐ

ＴＳ状態のモ

デル化の際の条件の違いによってＰＴＳ評価に違いが出ること，九電の解

																													
26	松原雅昭，岡村弘之：日本機械学会論文集，Ａ５３	Ｎｏ488（1987），843-847	

図７	

0.06	

	



32	

	

析が必ずしも安全側となっていないことが明らかにされたということがで

きる。	

高経年化技術評価に関する意見聴取会（平成２４年５月９日，第１４回）

では，飯井俊行委員が，自ら行った解析結果を示した。その解析結果は図

８のとおりである。	

委員は，この結果から次のように考察した。	

	

１）現実的な熱伝達率ｈ＝１ｋＷ/ｍ２Ｋを用いると，九電のＰＴＳ状態遷

移曲線がほぼ再現できた。	

２）松原・岡村論文相当の熱伝導率ｈ＝２ｋＷ/ｍ２Ｋを用いると，九電の

ＰＴＳ解析結果得られている最大ＫＩ値より約２５パーセント大きい過渡

ＫＩ値が得られた。	

３）上記１，２より，九電，松原・岡村らの検討結果に差が生じる主因は

過渡温度解析に使用する熱伝達率の差にあると推定された。	

４）一方，ｈ＝∞とした極限状態でのＰＴＳ状態遷移曲線も作成したとこ

ろ，九電が提示している破壊靱性値を上回ることも確認できた。	

５）以上のことから，九電が行っているＰＴＳ解析は現実的なものに近く，

破壊靱性値のばらつきを考慮する必要がない程度の保守性を有していな

いと判断された。	

	

この考察で注目

すべきは，「九電の

解析は現実的」であ

り，「破壊靱性値の

ばらつきを考慮す

る必要がない程度

図８	
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の保守性を有していない」という結論である。現実的というのは，余裕がな

いということである。したがって，ばらつきを考慮すると保守的でなくなる，

つまり，安全側の評価にはなっていないということを婉曲な表現で指摘して

いるのである。	

以上，玄海１号機を例にしてＰＴＳ状態遷移曲線が安全側の評価になって

いないことを説明したが，電力会社によるこのような恣意的な設定を可能と

してしまうこと自体がそもそもの問題点である。	

４	 審査基準の問題点の顕出例－高浜１号機の危険性	

⑴	 脆性遷移温度の上昇予測に関する問題点の顕出（甲Ｅ４６）	

２０１２年取り出しの第４回監視試験の結果，高浜１号機の脆性遷移温度

は９９℃であり，国内の全原発の中で最も高い遷移温度であった。そして，

当該第４回のデータを基に算出した照射脆化予測曲線と，２００２年１１月

取り出しの第３回監視試験までのデータを基に導き出された予測曲線とを比

べると，前者が後者に比べて約２２℃上方へシフトした（図９参照）。つま

り，最近回のわずか１回分のデータが加わっただけで，約２２℃も大幅に予

図 9	 「原子力資料情報室通信」No.514	

第４回：９９℃	

第３回：７７℃	
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測が変化した27。	

照射脆化予測曲線はＪＥＡＣ４２０１により導き出されていることから，

上記の大幅な予測変化は，第２，２で詳述したＪＥＡＣ４２０１の問題点が

顕在化した一事例といえ，ＪＥＡＣ４２０１を基準として審査したとしても，

適切に安全性を判断しえないことを明らかにするものである。	

⑵	 破壊靱性評価に関する問題点の顕出（甲Ｅ４６）	

参加人が２００３年に提出した高浜１号機についての「高経年化技術評価

書（３０年目）」（以下「３０年目評価書」という。）と，２０１５年に提

出した「高経年化技術評価書（４０年目）」（以下「４０年目評価書」とい

う。）を比較すると，ＫＩＣ曲線につき，図１０のように大幅に違いがある。

具体的には，ＰＴＳ曲線とＫＩＣ曲線とが最接近する位置で比較すると，４０

年目評価書では破壊靱性値の差は約２１ＭＰａ√ｍ，温度差は２２℃である

のに対し，３０年目評価書では，破壊靱性値の差が１１３ＭＰａ√ｍ，温度

差が６８℃であり，破壊靱性値で約５分の１，温度で約３分の１の差まで余

裕が減少していることになる（甲Ｅ４４）。	

																													
27	なお，玄海原子力発電所１号機においても，脆性遷移温度が１９９３年実施の第３回監視試験で

５６℃だったのが，２００９年実施の第４回監視試験では予測計算から大きくかけ離れた９８℃に

上昇したという結果が出ていた。	

図 10	 「原子力資料情報室通信」No.514	

余裕が減少！	
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以上のように，現在エンドースされている審査基準では適切な予測及び評

価をなしえず，同審査基準の下で行われたＰＷＲの圧力容器の健全性評価は

現状を適切に反映していないといえる。	

⑶	 圧力容器の材料自体の危険性（甲Ｅ４４）	

中性子を照射し続けることにより金属の脆化が進むところ，銅原子が含ま

れている場合，金属の硬化がもっとも引き起こされやすいということが，１

９７０年代の半ばに知られるようになった。このため，およそ１９８０年代

半ば以降に運転開始をした原発では，鋼材中の銅の含有量が０．１％以下に

抑えられている。	

１９７４年１１月１４日に運転開始をした高浜１号機の圧力容器の銅含有

量は，０．１６％であると報告されている。このため，同圧力容器は中性子

照射による硬化・脆化が引き起こされやすいといえる（高浜１号機のほか，

高浜２号機，美浜３号機等の旧式原発一般の問題点といえる）。	

⑷	 小括	

以上のとおり，現在採用されている不合理な審査基準では，高浜１号機の

圧力容器の安全性について適切に評価できない。加えて，高浜１号機は中性

子照射による脆化のリスクが高い材料を使用していることから，運転期間を

延長した場合，ＫＩＣ曲線とＰＴＳ曲線が交叉する状態（デッドクロス）を的

確に予測することができず，圧力容器の脆性破壊を引き起こし甚大な被害を

もたらす危険性が，高浜１号機には存在しているといえる。	

上記の点につき十分に考慮されていないことは，審査過程において過誤，

欠落が存在するといえる。	

５	 まとめ	

原子炉における中性子照射脆化の問題については，ＪＥＡＣ４２０１及びＪ

ＥＡＣ４２０６に具体的に規定された方法により，安全性を確認することとさ

れている。	
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被告は，被告第７準備書面８３ページ第４の２⑵において，審査基準を満た

した（本書面の主張との関係で具体的にいえば，「加圧熱衝撃評価の結果，原

子炉圧力容器の評価対象部位において静的平面ひずみ破壊靱性値が応力拡大係

数を上回る」）から法令に定められた要件への適合性が確認された旨主張する。

しかし，「加圧熱衝撃評価の結果，原子炉圧力容器の評価対象部位において静

的平面ひずみ破壊靱性値が応力拡大係数を上回る」ことについては，ＪＥＡＣ

４２０１及びＪＥＡＣ４２０６に沿ったやり方で評価した結果確認されたとい

うに過ぎない。	

本来，「審査基準を満たした」というためには，ＪＥＡＣ４２０１及びＪＥ

ＡＣ４２０６に不備がないこと，これらによって確実に「加圧熱衝撃評価の結

果，原子炉圧力容器の評価対象部位において静的平面ひずみ破壊靱性値が応力

拡大係数を上回る」という評価が可能となることが確認されなければならない。

原告は，本書面において，ＪＥＡＣ４２０１及びＪＥＡＣ４２０６の問題点・

誤り・不合理性，すなわち延長審査基準の「加圧熱衝撃評価の結果，原子炉圧

力容器の評価対象部位において静的平面ひずみ破壊靱性値が応力拡大係数を上

回る」か否かを適切には判断できないことを具体的根拠をもって説明した。「加

圧熱衝撃評価の結果，原子炉圧力容器の評価対象部位において静的平面ひずみ

破壊靱性値が応力拡大係数を上回る」か否かを適切に判断することができない

状況では，原子炉等規制法４３条の３の３２第５項に規定する基準である実用

炉規則１１４条に適合することを判断することはできない。このような前提の

もとで本件原発についてなされた審査については、基準自体に不合理性があり、

ないし、適合性判断の過程に過誤・欠落があるものといわざるを得ない。	

したがって、本件延長認可処分が延長審査基準、実用炉規則１１４条及び炉

規法４３条の３の３２第５項に反して違法であることは明らかである。	

以上	

	


