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運転期限を40年とする
科学的・技術的根拠

停⽌中でも原⼦炉は
劣化する





『原⼦⼒資料情報室通信』第582号（2022.12.01）「短信」
原発の運転を停⽌していても中性⼦照射による原⼦炉の劣化はすすむ

原⼦⼒発電所の運転期限の撤廃ないしは延⻑をめぐる議論のなかで、
原⼦炉等規制法（第43条の3の32）に規定されている「40年」という
期間に科学的根拠がないかのような意⾒を原⼦⼒事業者側が主張する
だけでなく、原⼦⼒規制委員会側からも出されるがこれは⼤きな間違
いである。

原⼦⼒発電所、とくに原⼦炉圧⼒容器を設計するにあたっては、運転
期間中に通常の起動と停⽌、異常時の停⽌をそれぞれ何回ずつおこな
われるかを想定して、熱の上げ下げや運転にともなう振動や応⼒を計
算して、それに耐えるように材料や形状、⼨法などを決めていく。つ
まり、運転期間が設計に際しての科学的要件になっており、それが最
⻑で40年とされている。したがって、これを超えて運転をつづけよう
とすることは原⼦炉圧⼒容器の設計の保証の範囲外ということになる。









RPVの「領域A」、「領域B」、「領域C」
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RPVに対する40年間の想定「熱サイクル図」
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熱サイクル図を使って設計者は何をする︖
運転中、各領域〈A、B、C〉内に
①過度なゆがみが⽣じないこと、
②40年間の運転に伴う熱と圧⼒の繰り返しに
よっても⾦属疲労破壊が⽣じないこと、
③緊急事態が起きたときの原⼦炉急冷却操作で
も領域Bに「脆性破壊」が⽣じないこと、
を運転状態に応じて適切な地震荷重を重ね合わ
せながら、コンピュータを使った強度計算によ
り確認する。

原⼦炉ノズルでも同様の強度計算がおこなわれ
る。しかし、運転数年の予測がはずれた。

⽥中三彦 もっかい事故調オンラインセミナー（2022.12.16）資料を改変



理論的な強度計算の信頼性は必ずしも⾼くないから、運転
開始後40年に達する前に、あるいは40年過ぎてしばらくし
て、RPV本体やノズルが突然致命的損傷を⽣じる可能性は
ゼロではない。危惧される代表的、かつ壊滅的な損傷は、
とくにPWRにおける緊急冷却装置作動時のRPV本体の脆性
破壊である。
付け加えると、とくに古い原発の場合、設計者の実務経験
がまだ少なく、くわえてコンピュータの性能も低かったの
で、40年どころか運転開始からわずか数年で熱疲労によっ
てノズル周辺に多数のヒビが⽣じたり、ノズルそのものに
栓をして当該ノズルを使⽤禁⽌にしたりした。

⽥中三彦 もっかい事故調オンラインセミナー（2022.12.16）資料を改変

原⼦炉は，⼀応，科学的根拠にもとづき
設計されてはいるが
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『原⼦⼒資料情報室通信』第582号（2022.12.01）「短信」
原発の運転を停⽌していても中性⼦照射による原⼦炉の劣化はすすむ

もうひとつ、運転を休⽌しているあいだには中性⼦照射量が増えない
ので原⼦炉の劣化（脆化）は進まない、といわれることがあるが、こ
れも相当あやしい。⾦属のミクロな組織のなかで、中性⼦が打ち込ま
れて結晶の配列を乱すような原⼦のはじき出しがおこり、鉄原⼦の塊
（クラスター）、不純物（おもに銅原⼦）、空孔（すき間）の塊が⽣
じ、これらが阻害原因となって変形しにくくなる。つまり、⾦属組織
がしなやかさを失い脆くなる。これらの塊は中性⼦が照射されていな
い時にも成⻑していくことがわかっている（詳しくは下記⽂献参照）。
そのため、いったん中性⼦を浴びて脆化が始まれば、中性⼦を浴びな
くなってもじわじわと脆化がすすむ。

原⼦炉を使える限り壊れるまで使い続けるか、安全に使えているう
ちに使うのをやめるかの差は⼤きい。
（下欄 1）、2）参照）

1）⼭⼝幸夫、深まる原⼦炉圧⼒容器鋼のナゾ現状では劣化の予測ができない、
『原⼦⼒資料情報室通信』388号（2006.10.1）https://cnic.jp/424

2）井野博満ほか、国内沸騰⽔型原⼦炉圧⼒容器鋼材における照射脆化―監視 試験データの解析―、⽇本⾦属学会誌、
72巻、第4号（2008）、pp.261-267、https://www.jstage.jst.go.jp/article/jinstmet/72/4/72_4_261/_pdf



脆性破壊とは

タイタニック号
-2℃の海水温の中
氷山に衝突し沈没

低温下などで，金属などの材料が，本来もっ

ている粘りやしなやかさを失って，より小さな

力でもろくも壊れてしまうこと．

ぜいせい



中性⼦照射脆化のメカニズム

１．より高い温度で脆性破壊を引き起こす．

原子炉圧力容器（原子炉容器）では

２．より小さなエネルギーで破壊する．

脆性遷移温度の上昇

上部棚エネルギーの低下



監視試験⽚カプセル装荷位置（関⻄電⼒PWRの例）



衝撃試験と脆性遷移温度

中性子照射



シャルピー衝撃試験の例



（原子炉加圧熱衝撃評価をもとに作成）

原⼦炉容器が破壊する危険性
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Irradiation Embrittlement of Pressure Vessel Steels of The BWR Plants in Japan
âAn Analysis of the Surveillance Dataâ
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Surveillance data for pressure vessel steels of the 51 LWR plants in Japan were analyzed to make clear the effect of neutron
irradiation on the brittle transition temperature of the steels. The clear difference observed in the rise of the ductile to brittle tran-
sition temperature between the normal and accelerated irradiation samples is considered to be due to the effect of neutron flux.
The present analysis is discussed in comparison with the result of computer simulation based on the rate equations of the radiation
damage process and the recent experiments of APFIM and positron annihilation.
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もっかい事故調オンラインセミナーのお知らせ

2023年1⽉27⽇（⾦）19:00〜21:00
【原発再稼働・寿命延⻑に異議あり︕（第2回）】

［パート１］
報告︓⽥中三彦（科学ジャーナリスト・元原⼦⼒技術者）
前回セミナー12/16「原⼦炉の寿命を決めるものは何か」について補⾜
（前回セミナーの模様は、https://youtu.be/EuYwCo126FE ）
［パート２］
報告︓澤井正⼦（元原⼦⼒資料情報室・核燃料サイクル問題担当）
「放射性廃棄物問題は全部先送り︖」
［パート3］
ディスカッション

❖Youtube視聴アドレス︓（申込みの必要はありません）
https://youtube.com/live/lzaCTOMNDUo?feature=share

https://youtu.be/EuYwCo126FE
https://youtube.com/live/lzaCTOMNDUo?feature=share
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原発の運転を停⽌していても中性⼦照射による原⼦炉の劣化はすすむ

もうひとつ、運転を休⽌しているあいだには中性⼦照射量が増えない
ので原⼦炉の劣化（脆化）は進まない、といわれることがあるが、こ
れも相当あやしい。⾦属のミクロな組織のなかで、中性⼦が打ち込ま
れて結晶の配列を乱すような原⼦のはじき出しがおこり、鉄原⼦の塊
（クラスター）、不純物（おもに銅原⼦）、空孔（すき間）の塊が⽣
じ、これらが阻害原因となって変形しにくくなる。つまり、⾦属組織
がしなやかさを失い脆くなる。これらの塊は中性⼦が照射されていな
い時にも成⻑していくことがわかっている（詳しくは下記⽂献参照）。
そのため、いったん中性⼦を浴びて脆化が始まれば、中性⼦を浴びな
くなってもじわじわと脆化がすすむ。

原⼦炉を使える限り壊れるまで使い続けるか、安全に使えているう
ちに使うのをやめるかの差は⼤きい。
（下欄 1）、2）参照）
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2）井野博満ほか、国内沸騰⽔型原⼦炉圧⼒容器鋼材における照射脆化―監視 試験データの解析―、⽇本⾦属学会誌、
72巻、第4号（2008）、pp.261-267、https://www.jstage.jst.go.jp/article/jinstmet/72/4/72_4_261/_pdf

原発の寿命延⻑も再稼働も⽌めるべきだ︕


